
1 

 

 

 

                                       

 

 

技術戦略研究センター 

 Technology Strategy Center (TSC)  

 

 

 

 

 

番号 国・機関 
 

分野・タイトル・概要 
                                                              公開日 

【ナノテクノロジー・材料分野】  

70-1 

ｱﾒﾘｶ合衆国
・ﾊｰﾊﾞｰﾄﾞ大
学ヴィース
研究所 

    2018/11/8 

液体を液体でろ過 
(Filtering liquids with liquids) 

・ ハーバード大学ヴィース研究所、ノースイースタン大学とウォータールー大学が、ヴィース研究所開発の
リキッド・ゲート膜(LGMs)の機能を実証。従来のフィルター膜に比して 2倍の効率性で水中のナノクレイ粒子
を取除き、目詰まりを起こすまでの期間を約 3 倍延長し、ろ過に要する圧力を低減。石油・ガス堀削等の大
規模産業プロセスにおけるコストと電力消費量低減のためのソリューションを提供する。 
・ 飲用水や産業・都市廃水のろ過・処理では、米国の電力消費量のうち約 13%/年を占め、約 2.9 億トン/年
の CO2 を排出している。水の分子よりも大きな粒子を取除く大きさの細孔の膜によるろ過方法が一般的だ
が、電力をより多く消費した目詰まり修繕やろ過膜の頻繁な交換が必要となり、水処理コストが上昇する。 
・ 今回、重工業と同様な条件下における LGMsの持続的なろ過機能を初めて実証。あらゆる水処理条件下
での使用可能性を示す、あらゆるタイプの目詰まりへの LGMsによる対処方法に関する知見を提供する。 
・ LGMs は自然界における細孔の機能を模倣。植物の葉の気孔を通じて気体が通過するように、最低限の
エネルギーを利用して、液体が充填された細孔をもつ生物的なフィルターを通して液体・ガスや粒子の流れ
を制御する。 
・ LGMs は可逆ゲートとして機能する液体で覆われ、その細孔は液体を充填し封止した「閉じた」状態。これ
に圧力が加わると、細孔中の液体が片側に寄せられ、液体の線による開いた細孔を作る。この細孔は特定
の液体やガスを通過させるよう調整が可能で、液体層の滑らかな表面が目詰まりを防止する。 
・ また、このような細孔を使用することで、産業液体処理では一般的な、多様な物質の混合物からの化合
物の選択的な分離が可能となる。 
・ 航空宇宙産業で 30 年超利用されている液体潤滑剤のペルフルオロポリエーテルを用いて標準的な
25mmフィルター膜ディスクで LGMsを作製。石油・ガス堀削の廃水を模倣した「ナノクレイ」溶液(ベントナイト
クレイが懸濁した水)で、LGMs と普通の膜を試験した結果、膜に蓄積した粒子を取除く「バックウォッシュ」を
要するまでの時間が LGMs では普通のフィルター膜の 3 倍であることを確認。 
・ LGMs は最終的には目詰まりを起こすが、バックウォッシングでは取除けない「不可逆的な目詰まり」であ
る、ろ過中の膜に蓄積するナノクレイの量を 60%低減し、膜寿命を延長。また、ろ過開始に要する圧力も 16%
低減し、エネルギーを節約する。 
・ LGMs は、食品・飲料水加工、バイオ医療品製造やテキスタイル、製紙、石油化学産業等での幅広いアプ
リケーションが考えられる。 
・ 今後は、産業パートナーとの大規模なパイロット研究にて長期間の LGMs 運転でより複雑な物質混合物
のろ過を試み、LGMs の商業化と他のアプリケーションの可能性を探求する。また、多様な利用事例での持
久性も調査する。 
・ 本研究には、米エネルギー高等研究局(ARPA-E)と米国立科学財団(NSF)が資金を提供した。 

URL:  https://wyss.harvard.edu/filtering-liquids-with-liquids/  

(関連情報)  

      

APL Materials 掲載論文(フルテキスト） 

Research Update: Liquid gated membrane filtration performance with inorganic particle suspensions 

URL:  https://aip.scitation.org/doi/10.1063/1.5047480  

 

《本誌の一層の充実のため、ご意見、ご要望など下記宛お寄せください。》 

E-mail：q-nkr@ml.nedo.go.jp 

NEDO は、国立研究開発法人 新エネルギー・産業技術総合開発機構の略称です。 
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【電子・情報通信分野】  

70-2 

英国・ケンブ
リッジ大学 

    2018/10/29 

ペロブスカイト LED のエネルギー効率で新記録を達成 
(New efficiency record set for perovskite LEDs)  

・ ケンブリッジ大学が、ペロブスカイトベースの LED 開発において、100%に近い内部発光効率を示すペロブ
スカイト層を作製。次世代太陽電池を始め、ディスプレイや照明等の将来的なアプリケーションの可能性を
拓く。 
・ 現在、ハイエンドな家電で利用が進んでいる OLED に比して、同大学が開発中のぺロブスカイト LED は、
極めて低コストで製造でき、可視光から近赤外光領域までの高色純度の発光調整が可能。 
・ このペロブスカイト材料は、将来的にシリコン太陽電池の代替が期待される高効率なペロブスカイト太陽
電池のものと同様。ペロブスカイト LED では、OLED ほどの変換効率が達成できていなかった。 
・ 4年前にキャベンディッシュ大学が初めて開発したハイブリッドペロブスカイト LEDには期待が寄せられた
が、結晶構造中の微細な欠陥によりペロブスカイト層で起こるエネルギー損失が、その発光効率を制限して
いた。 
・ 今回、ペロブスカイトとポリマーによるバルクヘテロ構造の作製により、薄膜 OLED の発光効率の理論限
界に迫る高発光効率を達成。これらの材料を併せて使用することで、ペロブスカイト構造中の欠陥による電
子と正孔の再結合を回避する。 
・ 同バルク構造は、2Dと 3Dのペロブスカイトコンポーネントと絶縁体のポリマーから構成され、同構造に超
高速レーザーを照射すると、エネルギーを運ぶ 2 対の電荷が百京分の 1 の速さで 2D 領域から 3D 領域に
移動する。これは以前の LEDで使用したペロブスカイト層構造を大きく上回る速さ。3D領域で分離した電荷
が再結合し、極めて効率的に発光。2D 領域から 3D 領域への超高速エネルギー移動と、ポリマーによる 3D
領域の電荷の欠陥からの隔離により、欠陥の関与を防いでエネルギー損失を回避する。 
・ ディスプレイでのアプリケーションに必要な電流密度にて、同ペロブスカイト LED の最高外部量子効率で
20%超の新記録を達成。これは現在市場にある最高級 OLED と同等の効率。 
・ ただし、家電利用には安定性の向上が必須。開発当初のペロブスカイト LEDの寿命は僅か数秒であった
が、4 年後の今回、50 時間に近い半減期を達成。しかし、商用アプリケーションにはまだ不十分であり、同
LED の劣化メカニズムの解明が改善の要となる。 
・ 本研究には、英国・工学･物理科学研究評議会(EPSRC)と欧州研究会議(ERC)が資金を提供した。 

URL:  https://www.cam.ac.uk/research/news/new-efficiency-record-set-for-perovskite-leds  

(関連情報)  

      

Nature Photonics 掲載論文(アブストラクトのみ：全文は有料） 

High-efficiency perovskite–polymer bulk heterostructure light-emitting diodes 

URL:  https://www.nature.com/articles/s41566-018-0283-4  

  

https://www.cam.ac.uk/research/news/new-efficiency-record-set-for-perovskite-leds
https://www.nature.com/articles/s41566-018-0283-4
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70-3 

ｱﾒﾘｶ合衆国
・カリフォル
ニア大学バ
ークレー校

(UCB) 

    2018/11/7 

皮膚のようなセンサーが身体のあらゆる場所で血液中の酸素レベルを調査 
(Skin-like sensor maps blood-oxygen levels anywhere in the body) 

・ UCB が、皮膚、細胞や臓器等の広い面積で血液中の酸素濃度を調査するフレキシブルセンサーを開
発。外傷の治癒状態のリアルタイムモニタリングの可能性が期待できる。 
・ 現行のオキシメーター(酸素濃度計)は、指先に挟んで使用する硬く大きなセンサーだが、新開発のセンサ
ーはフレキシブルなプラスチックにプリントしたウェアラブルな有機エレクトロニクスで、身体に沿って配置で
きる。 
・ 皮膚移植用皮膚片への酸素投与状態の調査や移植した臓器の皮膚を通じた酸素濃度検査を始め、身
体のあらゆる場所での糖尿病や呼吸器疾患等の継続的な酸素濃度のモニタリングを可能にする。 
・ 従来のオキシメーターでは、LEDの赤色光と近赤外光の 2種類の光について皮膚を透過した量を検出す
る。酸素を多く含む血液は近赤外線をより多く吸収し、暗色で酸素量の少ない血液では赤色光をより多く吸
収。透過したこれらの光の比率により、血中酸素濃度を特定する。指先や耳たぶなどの若干透過性のある
身体部分での使用に限られ、一ヵ所のみの血中酸素濃度を測定する。 
・ 同大学は、プリント作製した有機LEDによる指先や耳たぶで使用する薄くフレキシブルな酸素濃度計を実
証した 2014 年以降研究を継続し、今回、透過光の代わりに反射光を利用した細胞中の酸素濃度測定方法
を開発。新センサーは、赤色・近赤外光有機 LED と有機光検出器のアレーをフレキシブルな基板材料にプ
リントしたもの。 
・ 低酸素濃度の空気を呼吸する被験者の額に同センサーを配置して血中酸素濃度を検査したところ、指先
用の一般的なオキシメーターによる検出結果に整合。また、血圧測定用カフを装着した被験者の前腕に同
センサーを配置して、センサーアレイの 3×3 ピクセルグリッドで血中酸素濃度を検出した。 
・  本研究は、一部 Cambridge Display Technology Limited (CDT, Company Number 2672530)と、
Semiconductor Research Corporation Grant No. 2014-IN-2571を通じ Intel Coropration が支援した。 

URL:  
https://news.berkeley.edu/2018/11/07/skin-like-sensor-maps-blood-oxygen-levels-anywhere-in
-the-body/  

(関連情報)  

      

米国アカデミー紀要(PNAS)掲載論文(アブストラクトのみ：全文は有料） 

A flexible organic reflectance oximeter array 

URL:  http://www.pnas.org/content/early/2018/11/06/1813053115  

  

https://news.berkeley.edu/2018/11/07/skin-like-sensor-maps-blood-oxygen-levels-anywhere-in-the-body/
https://news.berkeley.edu/2018/11/07/skin-like-sensor-maps-blood-oxygen-levels-anywhere-in-the-body/
http://www.pnas.org/content/early/2018/11/06/1813053115
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70-4 

カナダ・ウォ
ータールー
大学 

    2018/11/8 

RFID タグデバイスを IoTセンサーに変換するスマートな改変 
(Smart hacks to turn tagging devices into Internet-of-Things sensors) 

・ ウォータールー大学が、一般的な RFID タグを環境センサーに転換する技術を開発。 
・ 電波を使って物体を認証・追跡する小型無線デバイスの RFIDタグは、ウェアハウスや工場での棚卸や商
品盗難防止、デビットカード等の非接触型決済で一般的に利用されている。 
・ RIFD タグシステムは、小型アンテナ、チップ、メモリから構成される RFID タグ、無線信号をタグとやりとり
し、チップの作動に電力を供給するリーダー（またはトランスポンダ）、そしてリーダーからのデータを収集・
処理するアプリケーションを含む。 
・ 同大学は、RIFD タグのプラスチックカバーを剥がし、タグのアンテナをハサミで少し切り取りってそこに様
々なセンサーを貼り付けることで、RFID に環境をセンシングする機能を付与した。 
・ 同方法により、光の強さに反応する微小センサーのフォトトランジスタを RFID タグに取付けた。同タグに
光が当たるとアンテナ特性が変化し、リーダーへの信号が変化する。リーダー用に開発したタグの信号の変
化をモニタリングするアルゴリズムが光のレベルを検知する。 
・ フォトトランジスタを取付けた数個のタグを列や格子状に配置すると動作検出デバイスとなり、温度変化
に反応する抵抗器のサーミスタによるタグの改良で環境温度を検知。温度変化によりデバイスの抵抗値が
変化することで、RFID アンテナの特性が変化し、アルゴリズムが温度を推測する。 
・ また、切り取った RFID アンテナ部にプッシュボタンを接続し、試験の回答や選択事項を表示するクリッカ
ーを作製。このように改良した RFID タグを数個使用して A、B、C等の選択肢が作れる。また、改良タグを基
板に搭載してワイヤレスキーパッドとして機能させることも可能。 
・ フォトトランジスタは 1個当たり 5～10セント、サーミスタは 10～15セント、プッシュボタンスイッチは僅か数
セントと安価なため、RFID タグの改良にはコストがかからないが、実用化における課題は読み取り精度と距
離。 
・ リーダーが光強度の変化を検知するには、オフィス照明程度の約 75 ルクスの変化を要し、温度で検知で
きるのは最低でも 20℃の温度差のみ。これらの課題解決には、RFID タグからの信号の強さの変化に対応
できる精度のリーダー開発が必要。また、環境の変化に曝された場合に RFID アンテナをより精確に変化さ
せるセンサーやアルゴリズムの改善の必要もある。 
・ また、読み取り距離についても、通常は 7～11m のところ、改良タグではアンテナが切り取られることで約
4mに減少する。RFID タグをセンサー込みで製造すれば、この問題は解決すると考える。 
・ 本研究は、ソフトウェアとハードウェアを組合せた IoT デバイスのためのコンプリートシステムの一例。
RFID タグを容易に改良して IoTデバイスを作製する方法を示したことが重要なポイントと考える。 

URL:  https://cs.uwaterloo.ca/news/smart-hacks-turn-tagging-devices-internet-things-sensors  

(関連情報)  

      

The 24th Annual International Conference on Mobile Computing and Networking(MobiCom '18)発表論文(フ
ルテキスト） 

Challenge: RFID Hacking for Fun and Profit 

URL:  
https://www.researchgate.net/publication/326560663_Challenge_RFID_Hacking_for_Fun_and_Profit-
ACM_MobiCom  

  

https://cs.uwaterloo.ca/news/smart-hacks-turn-tagging-devices-internet-things-sensors
https://www.researchgate.net/publication/326560663_Challenge_RFID_Hacking_for_Fun_and_Profit-ACM_MobiCom
https://www.researchgate.net/publication/326560663_Challenge_RFID_Hacking_for_Fun_and_Profit-ACM_MobiCom
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【ロボット・AI技術分野】  

70-5 

ｱﾒﾘｶ合衆国
・コーネル大

学 

    2018/10/31 

構造を変化させるモジュラーロボットが部分の総和を上回る性能を提供 
（Shape-shifting modular robot is more than the sum of its parts ） 

・ コーネル大学が、置かれた環境を検知して意思決定し、自律的に形状を変えて様々なタスクを実行でき
るモジュラーロボットを開発。自律的な再構築能力と知覚主導型の挙動を初めて実証し、適応性に富む多
目的ロボットの実現に近づく。 
・ 交換可能な数パーツ（モジュール）から構成されるモジュラーロボットは、故障したパーツを取外して交換
する高度な適応性を有し、必要に応じた構成パーツの再配置や、作動環境と指示されたタスクに沿った再
構築方法を考え出す。 
・ 新モジュラーロボットは、分離・付着して様々なタスクを実施する新しい形状を作る、ホィールとマグネット
が付いた立方体モジュールから構成(モジュールはペンシルベニア大学が開発）され、Wi-Fi で中央システム
と通信する。 
・ 交換可能なこれらのモジュールは、周囲の環境に関するデータを集めて処理する複数のカメラと小型コン
ピューターを搭載したセンサーモジュールに接続される。ロボットのソフトウェアには、ロボットの挙動と再構
築を指揮する高度なプランナーと環境を調査、ナビゲート、分類する知覚アルゴリズムを含む。 
・ 先にユーザーがロボットの構成と挙動のデザイン、シミュレート、テストを行えるオープンソースのオンライ
ンツールを作製し、デザインコンペの開催と学生による設計開発の募集とロボット構成の試験によりライブラ
リを構築。 
・ 現在、ライブラリには、長い前足を持つ Proboscis、垂直に並んだモジュールでフロントに横並びの列を持
つ Scorpion、シングルラインモジュールの Snake 等の 57 パターンのロボット構成と、ピックアップ、ハイリー
チ、ドライブ、ドロップ等の 97 パターンの挙動が登録されている。ロボットがタスクの指示を受けると、プラン
ナーがライブラリで必要に応じた形状と挙動を検索する。 
・ 同モジュラーロボットシステムの有効性を 3 種類の試験で実証。第 1 試験では、ピンク色と緑色の全オブ
ジェクトを発見・回収し、壁に青色の正方形で示した特定ゾーンに運ぶよう指示。ロボットは車輌のような構
成でオブジェクトを探し、前述の Proboscis に再構築して狭い通路からピンク色のオブジェクトを回収して再
び車輌形状に戻り運搬した。 
・ 第 2試験では階段の上にピンク色のテープで示したメールボックスに回路基板を、第 3試験では同メール
ボックスの上部に切手をそれぞれ配置した。これらは基本的に同じタスクだが異なる環境での異なる挙動を
要するもの。 
・ これらの試験により、同システムのハードウェアと低レベルソフトウェアがエラーを起こしやすいことを発
見。例えば第 2 試験では階段への対応が特に困難で、タスク成功までに 24 回の試行を要した。 
・ 同システムのハードウェアは研究段階ではあるが、このようなモジュラーロボットが実用化できれば、ビル
の隙間への進入が必要となる自然災害後の片付け等、変化する環境におけるタスクへの効果的な対応が
可能になる。 
・ 本研究は、米国科学財団(NSF)が資金を提供した。 

URL:  http://news.cornell.edu/stories/2018/10/shape-shifting-modular-robot-more-sum-its-parts  

(関連情報)  

      

Science Robotics 掲載論文(フルテキスト） 

An integrated system for perception-driven autonomy with modular robots 

URL:  http://robotics.sciencemag.org/content/3/23/eaat4983  

  

http://news.cornell.edu/stories/2018/10/shape-shifting-modular-robot-more-sum-its-parts
http://robotics.sciencemag.org/content/3/23/eaat4983
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【環境・省資源分野】  

70-6 

シンガポー
ル国立大学

(NUS) 

    2018/11/2 

NUS研究者らがプラスチックボトルを多様なアプリケーションが可能な超軽量スーパーマテリアルに転換 
(NUS researchers turn plastic bottle waste into ultralight supermaterial with wide-ranging applications) 

・ NUS が、ペットボトル廃棄物を超軽量のポリエチレンテレフタレート(PET)エアロゲルに転換する技術を開
発。同材料の表面処理により様々なアプリケーションが可能になる。 
・ ペットボトルは、世界で最もリサイクルされているポリエチレンテレフタレート(PET)から製造される。同大
学が世界で初めて開発した PET エアロゲルは、柔軟で耐久性を備え、超軽量・取扱い容易で耐熱性と物質
吸着能力に優れる。 
・ 世界ではプラスチックボトル消費量が毎年上昇しており、2021 年には年間 5 千億トンを超えると予想され
る。海洋や埋立地に残る、毒性を有し非生分解性のプラスチック廃棄物による環境への影響が懸念されて
いる。 
・ 今回開発したペットボトルから PET エアルゲルへの転換技術は、シンプル・コスト効果的で環境に優しく、
多様なアプリケーションが期待できる。ペットボトル 1 本で A4 サイズの PET エアロゲルシートが作製でき、
大量生産にスケールアップも可能。プラスチック廃棄物による環境への負担を低減する。 
・ 同 PET エアロゲルは、多様な物質でその表面を処理することで、特定のアプリケーションに向けたカスタ
マイズが可能。様々なメチル基を使用すれば大量の油分を迅速に吸着できる。実験結果では、石油流出の
処理に最適となる、市販の溶剤の 7 倍の吸着能力を示した。 
・ また、難燃剤による同 PET エアロゲルの表面処理では、620℃までの温度を耐える、現在消防士の上着
の保温裏地の7倍優れた耐熱性と安定性を示した。さらに、重量は僅か 10%と超軽量で、柔軟なため快適に
着用できる。 
・ アミン基による表面処理では CO2 を迅速に吸着し、高価でかさ張るガスマスクに匹敵する吸着機能を提
供。同 PET エアロゲル薄膜層を市販の粉じんマスクに埋め込んだプロトタイプマスクの実証では、塵粒子と
CO2 を効果的に吸着。PET エアロゲル表面の簡単な改良による CO 等の有毒ガスの吸着機能の可能性に
ついても研究中。 
・ 同技術について特許出願済み。今後はPETエアロゲルの機能をさらに強化し、新たなアプリケーションの
可能性を探る。商業化に向け企業との共同開発にも意欲を示す。 

URL:  http://news.nus.edu.sg/press-releases/pet-aerogel-plastic-bottle-waste  

(関連情報)  

      

Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects 掲載論文(アブストラクトのみ：全文は有
料） 

Advanced fabrication and properties of hybrid polyethylene tetraphalate fiber–silica aerogels from plastic 
bottle waste 

URL:  https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0927775718306848?via%3Dihub  

  

http://news.nus.edu.sg/press-releases/pet-aerogel-plastic-bottle-waste
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0927775718306848?via%3Dihub
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70-7 

ｱﾒﾘｶ合衆国
・ﾊｰﾊﾞｰﾄﾞ大

学 

  
 

2018/11/9 

温暖化ガスの潮流を変える 
(Turning tide on greenhouse gases） 

・ ハーバード大学が、再生可能電力を使用して CO2 を産業プロセスで有用な COに還元する新システムを
開発。2017 年に発表した同様なシステムを大幅に改良し、コストとスケーラビリティーの課題に対処した。 
・ 旧システムは携帯電話サイズで、それぞれに電極を有する 2個の電解質槽を利用。ニッケル単一原子触
媒が極めて選択的に CO2 を CO に還元することを発見したが、材料合成が高コストで、担体にグラフェンを
使用したためスケールアップが困難であった。 
・ 新システムは 10×10cmサイズのセル 1個で 1時間あたり最大 4Lの COを生成。また、グラフェンに比し
て大幅に安価な市販のカーボンブラックを使用し、低コストで極めて選択的に CO2 を還元する触媒を作製。
現在は数グラム規模だが、旧システムで作製できたのはバッチ毎に数ミリグラム。合成用のタンクを大きく
すれば数キログラムから数トン規模の触媒作製の可能性が見込める。 
・ 旧システムでは、1 個目の電解質槽の電極が水分子を酸素とプロトンに分解し、プロトンが溶液を伝わり
移動する 2 個目の電解槽でニッケル触媒により CO2 と結合し、その分子が分解されて CO と水を生成。水
は 1 個目の電解槽に戻り全体のプロセスを再開する。 
・ この旧システムの問題は、還元できるのが水に溶けたCO2のみであり、超微量のため極めて非効率であ
ること。また、触媒への電圧を上げると水分解してしまう。 
・ 新システムでは溶液を水蒸気に置き換え、高濃度の CO2 ガスを使用。旧システムでは水が 99%で CO2
が1%を下回っていたが、新システムではこれを完全に逆転し、CO2が97%、水蒸気が僅か 3%に。旧システム
では溶液がイオン伝導体として機能していたが、新システムではイオン交換膜を使用。また、以前は電流密
度が 10mA/cm2 のところ、現在は 100mA/cm2 に向上した。 
・ ただし、新システムには安定性の課題が残り、経済的・環境的な効果達成には数千時間の継続運転が
必要。現在は数十時間の運転だが、CO2 還元触媒と水酸化触媒のより詳細な分析により対処可能と考え
る。CO2 をさらに高価値な物質に転換する銅ベース触媒開発も並行して実施する。 

URL:  
https://news.harvard.edu/gazette/story/2018/11/new-system-opens-the-door-to-transforming-
co2-into-  

(関連情報)  

      

Joule 掲載論文(アブストラクトのみ：全文は有料） 

Large-Scale and Highly Selective CO2 Electrocatalytic Reduction on Nickel Single-Atom Catalyst 

URL:  https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2542435118305063?via%3Dihub  

  

https://news.harvard.edu/gazette/story/2018/11/new-system-opens-the-door-to-transforming-co2-into-
https://news.harvard.edu/gazette/story/2018/11/new-system-opens-the-door-to-transforming-co2-into-
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2542435118305063?via%3Dihub
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【蓄電池・エネルギーシステム分野】  

70-8 

ｱﾒﾘｶ合衆国
・ﾛｰﾚﾝｽﾘﾊﾞ
ﾓｱ国立研
究所(LLNL) 

    2018/11/2 

3D プリントしたグラフェンエアロゲルスーパーキャパシタで記録的な性能を達成 
（Research team achieves record performance for 3D-printed graphene aerogel supercapacitors) 

・ LLNL とカリフォルニア大学サンタクルーズ校(UCSC)が、3D プリントによるグラフェンエアロゲルスーパー
キャパシタ電極で記録的な性能を達成。また、従来のスーパーキャパシタにおける課題を克服。 
・ 一般的な擬似キャパシタ材料（化学的に電荷を貯蔵して高い理論エネルギー密度を示す材料）である
MnO2(二酸化マンガン）を多量に使用することで、単位面積あたりの容量がこれまでで最高のスーパーキャ
パシタを実現。他タイプのキャパシタに比して驚異的なエネルギー密度を獲得した。 
・ 急速充放電し、数千回の充放電サイクル後も性能を維持できるスーパーキャパシタは、エネルギー密度
が比較的小さいため蓄電池としての利用は稀であるが、3D プリントによるグラフェンエアロゲル構造に
MnO2 を積層したスーパーキャパシタでは比較的小さな面積により多量のエネルギーを効率的に詰め込め
る。 
・ 今回の進展は、スーパーキャパシタのエネルギー容量と充放電速度のトレードオフに対処し、従来の蓄
電池に迫るエネルギー密度の達成に近づくもの。 
・ LLNL が以前開発した 3D プリントによる多孔質グラフェンエアロゲル構造に、今回、UCSC が 180mg の
MnO2(二酸化マンガン）を化学蒸着。通常このような多量の材料使用はイオン拡散を緩慢にして性能を劣化
させるが、3D プリント構造の内部と外部に通常の 10～100 倍の量を積層しても性能を維持できた。 
・ 材料のエネルギー容量を増大させる擬似キャパシタ材料を、3Dプリント構造の外部だけでなく、多孔質グ
ラフェンエアロゲルの大表面積を最大限に活用して積層。同技術では全体がスケーラブルであるため、無
限大の可能性が期待できる。 
・ 従来、スーパーキャパシタ電極は炭素ベースの薄膜で、高容量・高エネルギー密度の獲得には薄膜電極
を複数枚重ねる必要があり、これが重量とコストを増加させるが、同 3Dプリント電極では MnO2の積層で電
極が厚くなっても優れたイオン拡散と電子伝導性を維持し、性能に影響のないことを示した。 
・ また、MnO2 の積層量を増加して電極が厚くなるほど単位面積あたりの容量も増加することを確認。通常
は電極が厚くなると特に高速充電において容量が頭打ちとなる。このことは、商業利用の可能性を示し、電
極全体の 3D プリント一括作製がスーパーキャパシタの製造方法に革新をもたらすことを示唆する。 
・ このような 3D プリント電極の利点は、構造の孔サイズやパラメータの自由な設定と極めて迅速な電極製
造。今回は同一の 3D プリント電極 2 本を使用した対称型スーパーキャパシタデバイスに注視しているが、
今後の研究では、活性材料を多量に使用し、作動電圧とエネルギー密度を向上させた非対称型(各電極に
異なる材料を使用）デバイス開発に焦点を当てる。 

URL:  
https://www.llnl.gov/news/research-team-achieves-record-performance-3d-printed-graphene-ae
rogel-supercapacitors  

(関連情報)  

      

Joule 掲載論文(アブストラクトのみ：全文は有料） 

Efficient 3D Printed Pseudocapacitive Electrodes with Ultrahigh MnO2 Loading 

URL:  https://www.cell.com/joule/fulltext/S2542-4351(18)30458-6  

  

https://www.llnl.gov/news/research-team-achieves-record-performance-3d-printed-graphene-aerogel-supercapacitors
https://www.llnl.gov/news/research-team-achieves-record-performance-3d-printed-graphene-aerogel-supercapacitors
https://www.cell.com/joule/fulltext/S2542-4351(18)30458-6
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【新エネルギー分野（太陽光発電）】  

70-9 

ｱﾒﾘｶ合衆国
・ライス大学 

    2018/11/7 

伸縮性のある太陽電池の実現に一歩前進 
(Stretchy solar cells a step closer) 

・ ライス大学が、引張りや折り曲げを耐久し、継続して低電力を供給する有機太陽電池を開発。 
・ ポリマー等の炭素ベース材料を使用する有機太陽電池は、軽量、半透明で安価。商業利用されているシ
リコンベース太陽電池ではエネルギー変換効率が現在約 22%で、有機太陽電池では約 15%となっている。 
・ 同大学は、エネルギー変換効率に加えて重要である機械特性に着目。引張りや折り曲げにより太陽電池
の活性層にき裂が入り、デバイスが故障する。これに対処する方法の一つは元来フレキシブルなポリマー
や有機半導体材料の使用であるが、同大学は長年使用されてきた材料の機械特性の向上による課題解決
を試みた。 
・ 同大学は、硫黄ベースのチオール-エン試薬をポリマーに添加し、それらの架橋によるメッシュ状ネットワ
ークを形成させてレキシビリティーを獲得。約 20%のチオール-エン配合で、エネルギー変換効率も維持でき
た。チオール-エン分子は微細なため形状に影響せず、紫外光の照射や加熱、または放置するだけで、迅
速で効率的な穏やかな化学反応によりネットワークを形成する。 
・ P3HT(ポリチオフェンベースの活性層)では、約 6%の歪にてき裂が入り始めるが、チオールエン 10%の添加
では 14%までが可能となり、約 16%で材料全体にき裂が入った。 
・ 同材料は 30%を超える歪を耐久したが、太陽電池としての機能を損失。エネルギー損失がみられない約
20%が最適な領域であることを発見した。 
・ 今後は多種の有機太陽電池材料で試行し、面積のより大きなテストセルに向け、より少ない添加量でフ
レキシビリティーをさらに向上させた有機太陽電池の作製を目指す。  
・ 本研究は米国科学財団(NSF)、Welch Foundation for Chemical Research、米国エネルギー省(DOE) 
Office of Science Facilities の支援により実施された。 

URL:  https://news.rice.edu/2018/11/07/stretchy-solar-cells-a-step-closer-2/  

(関連情報)  

      

Chemistry of Materials 掲載論文(アブストラクトのみ：全文は有料） 

Network-Stabilized Bulk Heterojunction Organic Photovoltaics 

URL:  https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.chemmater.8b03791  

  

https://news.rice.edu/2018/11/07/stretchy-solar-cells-a-step-closer-2/
https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.chemmater.8b03791
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【新エネルギー分野（燃料電池・水素）】   

70-10 

ｱﾒﾘｶ合衆国
・ジョージア
工科大学
(Georgia 
Tech) 

    2018/10/29 

実用的な温度下で作動するロバストなメタン燃料電池がついに登場 
(Finally, a robust fuel cell that runs on methane at practical temperatures) 

・ Georgia Tech が、メタン利用による 500℃での固体酸化物形燃料電池(SOFC)の作動を可能にする電極
触媒(アノード）を開発。 
・ メタンを使用する燃料電池(FC)の運転には、通常750℃から1,000℃の高温を要するが、新触媒によるFC
は自動車の燃焼機関の約 600℃を下回る温度で作動。研究室での実証ではあるが、このように低い運転温
度の実現により、作動に必要な周辺技術の低コスト化による新 FC の商業化の可能性が期待できる。 
・ 低い運転温度により FC のスタックのインターコネクタに安価なステンレス鋼を使用できることに加え、スタ
ックの設計や接続技術の簡便化が図れる。さらに、メタンと水を水素燃料に変換する水蒸気改質器も不要
になる。 
・ 新 FC は、まず住宅の地下室に設置した分散型のクリーンで安価な電力グリッドの一部としての利用を想
定。靴箱ほどのサイズの FC スタックと周辺技術から構成され、タンクレス給湯装置のように取り付けて天然
ガスを使用して家庭に電力を供給する。 
・ セリウム、ニッケルとルテニウム(CNR: Ce0.90Ni0.05Ru0.05O2)をコーティングした新触媒では、メタンと水
の分子が同触媒と熱に接触すると、ニッケルとメタン分子、ルテニウムと水分子の化学反応により、水素
(H2)と一酸化炭素(CO)を生成。CO は FC 性能で問題となるものだが、新 FC ではこれを燃料として利用す
る。 
・ H2 と CO はアノード(燃料極）を構成する新触媒層で正電荷を帯びたイオンとなり、カソード(空気極）に向
かう電子はワイヤを伝って移動して電流を生成。カソードで酸素が電子を取り込んで酸素イオンとなり、イオ
ン化した水素と酸素の結合で水が生成・排出される。CO と酸素イオンは捕獲可能な高純度の CO2 となる。 
・ FC技術では、そのエネルギー生成量に対して排出する CO2量が燃焼機関のそれを大きく下回る。また、
初期反応に外部から水の注入が必要な FCもあるが、新 FCでは反応段階の最後で生成される水がメタンと
の反応に再利用される。 
・ CNR コーティングによる新触媒（カンサス大学作製）は、セルを腐敗から保護して寿命を延ばす役割も担
う。また、通常カソード末端では酸素の反応と移動が極めて遅くなるが、以前の研究で開発したナノファイバ
ーカソードの使用によりこれを高速化して電力出力を向上させた。 
・ 本研究には、米国エネルギー省(DOE)の Office of Basic Energy Sciences と米エネルギー高等研究局
(ARPA-E)、および米国立科学財団(NSF)の化学部が資金を提供した。 

URL:  
https://www.news.gatech.edu/2018/10/29/finally-robust-fuel-cell-runs-methane-practical-tempe
ratures  

(関連情報)  

      

Nature Energy 掲載論文(アブストラクトのみ：全文は有料） 

A robust fuel cell operated on nearly dry methane at 500 °C enabled by synergistic thermal catalysis and 
electrocatalysis 

URL:  https://www.nature.com/articles/s41560-018-0262-5  
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