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71-1 

ｱﾒﾘｶ合衆国
・ﾏｻﾁｭｰｾｯ
ﾂ工科大学

(MIT) 

    2018/11/8 

太陽光の 70%を遮るシースルーフィルム 
(See-through film rejects 70 percent of incoming solar heat) 

・ MITが、太陽光の熱を最大で 70%反射する太陽熱遮断フィルムを開発。 
・ 同フィルムは、32℃(89℉)を下回る温度で高い透明度を維持し、温度がそれより上昇すると熱を遮断す
る「自律的なシステム」として機能。同フィルムでビル一棟の窓を全てカバーすると、空調とエネルギーコス
トを 10%削減可能と予測。 
・ 米国の全発電量の約 6%がエアコン使用に消費され、その年間コストは 200 億ドルで今後も上昇が見込
まれる。 
・ 同フィルムは食品を包む透明なプラスチックラップ状で、その熱遮断特性はフィルムに埋め込まれたマ
イクロ粒子によるもの。これらのマイクロ粒子は、29.4℃(85℉)を上回ると収縮する相変化材料により構成
され、収縮することで通常では透明なフィルムが半透明になる。 
・ 夏季に同フィルムを窓に貼り付ければ、充分な量の光を取り込みながらビルを冷却し、現在市場にある
スマートウィンドウ技術の手頃でエネルギー効率的な代替となると考える。 
・ 現行のスマートウィンドウは、太陽熱遮断能力の効率性に欠けたものか、エレクトロクロミックウィンドウ
のように駆動にエネルギーを要するもののいずれかで、使用者は基本的に窓の半透明化にコストを支払
っている状況。このため、より優れたスマートウィンドウの選択肢を提供する新しいオプティカル材料やコ
ーティング開発の機会があると考えた。 
・ 同大学は香港大学との過去の共同研究において、都市部のビルのエネルギー消費量を削減する方法
の模索中に、ビル内の熱の大部分が太陽光として窓を透過していることを発見(1㎡あたり約 500Wのエネ
ルギーが熱として到達)。香港では、2025 年までにエネルギー消費量 40%の削減を目標としている。 
・ 同フィルム開発にあたり、熱に反応して位相(呈色)を一時的に変化させるサーモクロミック材料の文献
を調査 し 、 ポ リ (N- イ ソ プ ロ ピルア ク リル ア ミ ド )-2- ア ミ ノ エ チル メ タ ク リ レ ー ト 塩酸塩
(poly(N-isopropylacrylamide)-2-Aminoethylmethacrylate hydrochloride (pNIPAm-AEMA))マイクロ粒子の
有効性を発見。 
・ 繊維で編んだような透明な同マイクロ粒子の球体には水が充填されており、29.4℃(85℉)以上の温度で
粒子が水を全て絞り出し、それまでとは異なる方法で太陽光を反射する繊維の束に収縮して半透明にな
る。 
・ 熱の遮断能力の向上には、マイクロ粒子のサイズを変えることで対処。近赤外光の波長よりも小さな直
径約 100nmでは熱が容易に通過するため、熱に反応して縮小した際に直径が約 500nmとなるように各マ
イクロ粒子の分子鎖を拡張した。 
・ このマイクロ粒子の溶液を 12×12インチの窓ガラス 2枚の間に塗布し、太陽光シミュレーターで光を照
射した結果、熱に反応して窓ガラス色が半白に変化。2 枚目の窓を透過した太陽放射照度を測定したとこ
ろ、同フィルムが 70%の熱を遮断したことを確認した。 
・ また、熱量測定チャンバーでの試験では、フィルム貼り付け無しでは内部温度が約 39℃（102℉)、フィル
ム有りでは 34℃(93℉)であった。 

 

《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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・ 本研究における最大の利点は、スマートウィンドウの利用と製造の可能性を飛躍的に向上させる材料
の使用。今後も同フィルムの試験を進め、熱遮断特性を向上させる材料の組成や利用方法を探求する。 

URL:  http://news.mit.edu/2018/see-through-film-rejects-incoming-solar-heat-1108  

（関連情報)  

      

Joule 掲載論文(アブストラクトのみ：全文は有料） 

Broadband Light Management with Thermochromic Hydrogel Microparticles for Smart Windows 

URL:  https://www.cell.com/joule/fulltext/S2542-4351(18)30510-5  

71-2 

ｱﾒﾘｶ合衆国
・ワシントン
大学(UW) 

    2018/11/13 

2D 材料で機能的なオプティカルレンズを作製 
(Scientists engineer a functional optical lens out of 2D materials) 

・ UW が台湾・国立清華大学と共同で、集束する光の波長の 1/10～1/2 の薄さのメタレンズを開発。 
・ 同メタレンズは、2D材料層から構成され、僅か 190nmの薄さ。2D材料によるメタレンズ作製の可能性を
今回初めて提示。 
・ 厚みのあるガラスレンズの代替開発において、様々な超薄膜材料の設計や作製が試みられている。メ
タレンズはナノスケールの円柱アレイや魚のひれのような構造から構成され、これらの微細構造と入射光
との相互作用により集光して画像を作成する。 
・ メタレンズはガラスに比して飛躍的に薄いが、円柱やひれの高さがそれらの幅に比して大きな「高アス
ペクト比」を有するため崩壊・倒壊しやすい。また、これらの微細構造の薄さが、相互作用する光の波長と
ほぼ同等となっている。 
・ UW では過去にフルカラーイメージング用のメタレンズを開発しているが、メタレンズ材料と光との相互
作用による最高の画像品質達成には、メタレンズが材料中の光の波長とほぼ同等の薄さの必要があると
いう、メタレンズ元来の設計制限の克服が課題であった(例：500nm の緑色光波長用メタレンズの薄さが約
500nm であること。ただし材料の屈折率が高くなると厚みは低減する）。 
・ 今回、光の波長の 1/10～1/2という、理論限界を大幅に下回る薄さのメタレンズの合成に成功。最初に
六方晶窒化ホウ素(h-BN)や二硫化モリブデン(MoS2)といった 2D 材料層のシートでメタレンズを構築。こ
れらの材料の単一原子層での位相変化は極僅かで効率的なレンズ効果が得られず、多層を使用して厚
みを増すアプローチも無効のため、液晶オプティクスの数理モデルを採用した。 
・ 同モデルとメタレンズの構造要素の組み合わせにより、不完全な位相変化でも高効率を達成。テスト画
像のキャプチャーによる同メタレンズの有効性と、メタレンズのストレッチによりレンズの焦点距離が調整
可能なことを実証した。 
・ 記録的な薄さのメタレンズ設計の全く新しいアプローチ達成の他に、本研究では 2D材料を使用したイメ
ージングやオプティック・デバイス開発の可能性を提示。本研究結果は、2D 材料特性の研究と、2D 材料
のみによる機能的なナノフォトニクスデバイス構築の全く新しいプラットフォームを拓くものと考える。 
・ 本研究には、米国空軍研究所、米国科学財団(NSF)、ワシントンリサーチファンデーション(WRF)、 M.J. 
Murdock Charitable Trust、GCE Market、Class One Technologies および Google が資金を提供した。. 

URL:  https://www.washington.edu/news/2018/11/13/metalens-2d-materials/  

(関連情報)  

      

NANO Letter 掲載論文(アブストラクトのみ：全文は有料） 

Ultrathin van der Waals Metalenses 

URL:  https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.nanolett.8b02875  

 

  

http://news.mit.edu/2018/see-through-film-rejects-incoming-solar-heat-1108
https://www.cell.com/joule/fulltext/S2542-4351(18)30510-5
https://www.washington.edu/news/2018/11/13/metalens-2d-materials/
https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.nanolett.8b02875
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71-3 

ｱﾒﾘｶ合衆国
・ライス大学 

    2018/11/13 

グラフェンのコブを持ったエポキシ樹脂複合材 
(Epoxy compound gets a graphene bump) 

・ ライス大学と北京航空航天大学が、エポキシ樹脂とグラフェンフォームを組合せたエポキシ-グラフェンフ
ォーム複合材を開発。 
・ エポキシ単体に比して極めて堅牢で、他のエポキシ複合材を超える導電性を備えながら低密度を維持。
導電フィラーの添加で材料構造が弱まる現行のエポキシ樹脂材料の改善が期待できる。 
・ 絶縁体であるエポキシ樹脂は、コーティング剤、接着剤、産業用ツールや構造用複合材料で一般的に使
用され、電磁シールド等、アプリケーションに導電性が必要な際に金属や炭素フィラーが添加される。しか
し、導電性向上のためにフィラーを多量に添加すると重量と圧縮強度が低下し、複合材の取り扱いが困難
になる。 
・ 今回、金属・炭素パウダーのフィラーをナノスケールのグラフェンシート製の 3D フォームで代替。グラフェ
ンエアロゲルやフォーム等の 3D スキャフォールドにエポキシ樹脂を注入するプロジェクトより着想を得た。 
・ 新複合材では、パウダー状のポリマー樹脂のポリアクリルニトリル(PAN)とニッケルパウダーを混合した、
より堅牢なスキャフォールドを使用。コールドプレスによる同材料の高密度化、炉での加熱による PAN のグ
ラフェンへの転換、化学処理によるニッケル除去、そして真空の使用による多孔質のエポキシ樹脂作製の 4
段階プロセスで、エポキシ-グラフェンフォーム複合材が完成する。 
・ グラフェンフォームはグラフェンの単一片であるため、フォーム全体は 1 個の大きな分子。内部のグラフェ
ンスキャフォールドにより、エポキシ樹脂にフォームを注入して硬化させると、樹脂中の一ヵ所の曲げにより
複合材構造中の様々な部分にストレスが加わり、最終的に構造全体が硬化する。 
・ 32%がフォームの同複合材はアイスホッケーのパックのような形状で、僅かに高密度だが約 14SI/㎠の導
電性を確認。フォームによる大幅な重量の追加は無いが、エポキシ単体の 7 倍の圧縮強度を有する。 
・ 多層カーボンナノチューブをグラフェンフォームに混合した場合では、ナノチューブはグラフェンと結合する
補強バーとして機能し、複合材の剛性をエポキシ単体に比して 1,732%向上させ、今日までに報告されている
ほぼすべてのスキャフォールドベースのエポキシ複合材を超える、41SI/㎠の導電性を達成した。 
・ 大規模な炉を用いることで同複合材の製造プロセスを産業用にスケールアップできると考える。航空用構
造物やテニスラケット等の材料で、注入により繊維の強化に使用される炭素複合樹脂の代替を見込む。 
・ 米国空軍科学研究局（AFOSR)と China Scholarship Council が本研究を支援した。 

URL:  https://news.rice.edu/2018/11/14/epoxy-compound-gets-a-graphene-bump-2/  

(関連情報)  

      

ACS Nano 掲載論文(アブストラクトのみ：全文は有料） 

Ultra-Stiff Graphene Foams as Three-Dimensional Conductive Fillers for Epoxy Resin 

URL:  https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acsnano.8b05822  

  

https://news.rice.edu/2018/11/14/epoxy-compound-gets-a-graphene-bump-2/
https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acsnano.8b05822
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71-4 

ｱﾒﾘｶ合衆国
・ｵｰｸﾘｯｼﾞ国
立研究所
(ORNL) 

    2018/11/15 

自己センシングする材料の登場 
(Self-sensing Materials Are Here) 

・ ORNL が、導電性の炭素繊維を炭化ケイ素ナノ粒子でコーティングするロール・ツー・ロールプロセスを開
発。 
・ 同プロセスでナノ粒子を取り込んだ複合材は他の繊維強化複合材に比して強靭で、自己の構造状態をモ
ニタリングする新機能を有する。 
・ 軽量・強靭で自動車や航空機の構造材料として使用される炭素繊維複合材料は、エポキシ樹脂等のポリ
マーマトリクスに炭素繊維を埋め込んで強化された材料。機械特性の異なる 2 種類の材料を使用するた
め、余剰なストレスや疲労で繊維がマトリクスから離れることで起こる材料中の損傷は表面からは見えず、
壊滅的な破損につながる恐れがある。 
・ 同プロセスにより充分にコーティング処理した繊維がポリマーに埋め込まれると、繊維は電気的なネット
ワークを作り、複合材全体が導電性になる。力が加わることで半導体のナノ粒子が導電性を中断するとい
う、電気機械的な機能を複合材に付与する。 
・ 力が加わり同複合材が歪むと、コーティングした繊維の導電性が中断されて材料の電気抵抗が変化す
る。例えば乱気流で同複合材製の航空機翼がたわんだ場合、電気信号が航空機のコンピューターに余剰
なストレスを受けたことを伝え、検査を勧告する。 
・ 同プロセスは、次世代複合材用のコーティング処理した繊維の大量生産に向けたスケールアップが原則
的に可能。例えばリグニンやセルロースの再生可能材料によるポリマーマトリクスと低コストの炭素繊維を
組合せた自己センシング複合材料は、3D プリンテッド車輌やビル等を含む様々な製品での使用が期待でき
る。 
・ 同プロセスでは、高性能炭素繊維のスプールを載せたローラーを市販のナノ粒子(45～65nm：細菌程度
の幅)を含んだエポキシ樹脂溶液に浸す。その後繊維をオーブンで乾燥させてコーティングを固定させる。 
・ 繊維が一方向に並んだ繊維強化複合材のビームを作製し、ポリマーマトリクスに付着したナノ粒子埋め
込み繊維の強度を試験。カンチレバーの両端を固定してビームの中央に力を加えて機械的性能を調査し、
センシング能力の試験には動的機械分析装置を使用して、ビームの一端に圧力を加えて電気抵抗の変化
を観察。また、フーリエ変換型赤外分光法により複合材中の化学結合を調査し、観察された機械的強度向
上についての理解を深めた。 
・ さらに、ナノ粒子の量を変えた複合材でエネルギー散逸能力を試験。ナノ粒子は各濃度においてエネル
ギー散逸を 65%～257%向上させることを確認した。同プロセスについて特許出願済み。 

URL:  https://www.ornl.gov/news/self-sensing-materials-are-here  

(関連情報)  

      

Applied Materials & Interfaces 掲載論文(アブストラクトのみ：全文は有料） 

Roll-to-Roll Processing of Silicon Carbide Nanoparticle-Deposited Carbon Fiber for Multifunctional 
Composites 

URL:  https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acsami.8b03401  

  

https://www.ornl.gov/news/self-sensing-materials-are-here
https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acsami.8b03401
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【電子・情報通信分野】  

71-5 

ｱﾒﾘｶ合衆国
・ﾏｻﾁｭｰｾｯ
ﾂ工科大学

(MIT) 

    2018/11/14 

食品の安全性検査能力を消費者の手に 
(Putting food-safety detection in the hands of consumers 

・ MIT が、安価な RIFD システムを利用して食品の安全性を検査するシンプルでスケーラブルなセンサーシ
ステム、『RFIQ』を開発。 
・ 同システムには、食品と信号が相互作用した際に RFID タグが放出するワイヤレス信号の微小な変化を
検知するリーダーが含まれる。 
・ 今回の研究では乳児用の粉ミルクとアルコールについてセンシングを実施したが、将来的には消費者が
リーダーとソフトウェアを所有し、食品購入前の安全性検査や、スーパーマーケットの商品保管場所やスマ
ート冷蔵庫での食品の損傷の継続的な自動検出の実施の可能性も考えられる。 
・ RFIDタグは微小な超高周波アンテナを備えたステッカーで、1枚の価格が約 3～5セント。ワイヤレスデバ
イスのリーダーが、商品に貼り付けられた RFID タグに信号を送ると RFID タグが電力を得て、貼り付けられ
た商品に関する情報の信号をリーダーに送信する。 
・ 新システムでは、RFID タグがリーダーからの信号を受けて放出する微小な電磁波が容器内の物質の分
子とイオンとの相互作用によって変化する、「弱結合」プロセスを活用。物質の特性に伴った信号の特性の
変化を利用する。 
・ 例えば、空の容器に貼られた RFID は常に約 950MHz で応答するが、水で満たした容器の場合では水が
周波数をある程度吸収するため約 720MHz での応答となる。このような信号の変化は物質や汚染の種類に
よってさらに細分化され、物質の分類や汚染の有無を示す特性の提示に利用できる。 
・ 同システムでは、RFIDタグで電磁波が容器内の物質と相互作用し、歪んだ振幅(信号強度）と位相(角度）
をリーダーに送信する。この変化した信号をリーダーが抽出後、このデータをコンピューターの機械学習モ
デルに送信する。同機械学習モデルの訓練では、信号の変化に対応した物質汚染の有無を学習させる。 
・ 今回は純粋なアルコールと、メタノールをそれぞれ 25%、50%、75%、100%含むアルコール、そして 0～30%の
メラミンを含む粉ミルクを使用。機械学習モデルは、汚染の程度と種類により最も影響を受ける周波数を自
動的に学習。メラミンを含む粉ミルクでは 96%、メタノールを含んだアルコールでは 97%の精度で汚染を検出
した。 
・ 同システムは、電磁波で物質を励起し、その相互作用を測定することで物質組成を特定する分光法のコ
ンセプトから着想を得たもの。同技術を同システムに応用する際、RFID タグが作動する約 950MHzの狭く限
られた周波数帯域での信号の抽出では、十分な情報が得られないことが課題であった。 
・ 作動用と検出用の周波数を送信する 2 種類の周波数励起によりこの課題を解決。約 950MHz の信号で
RFIDタグに電力を供給している間にリーダーが再び約 400～800MHzの別の周波数をタグに送信。タグはこ
れら全周波数帯域での信号の変化を検出してリーダーに送信する。 
・ 検出対象の物質の容器形状や環境条件が信号に影響するため、これらの要素も考慮できるよう同シス
テムを改善中。さらに、多種類の汚染や物質検出能力獲得を図る。 

URL:  http://news.mit.edu/2018/food-safety-rfid-detection-consumers-1114  

(関連情報)  

      

HotNet2018: 17th ACM Workshop on Hot Topics in Netwroks 発表論文(フルテキスト） 

Learning Food Quality and Safety using Wireless Stickers 

URL:  http://www.mit.edu/~fadel/papers/RFIQ-paper.pdf  

  

http://news.mit.edu/2018/food-safety-rfid-detection-consumers-1114
http://www.mit.edu/~fadel/papers/RFIQ-paper.pdf
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【ロボット・AI技術分野】  

71-6 

ｱﾒﾘｶ合衆国
・スタンフォ
ード大学 

    2018/11/21 

スタンフォード大学開発の電子グローブがロボットに触感覚を与える 
(Stanford develops an electronic glove that gives robots a sense of touch) 

・ スタンフォード大学が、壊れやすい物体を扱える人間の手先の器用さをロボットハンドに付与した電子グ
ローブを開発。 
・ 同電子グローブの指先のセンサーが、物体を巧みに扱うために必要な 2 つの要素である、圧力の強度と
方向を同時に測定する。 
・ 人間の皮膚の外層は圧力や熱等の刺激を検知するセンサーを有し、特に指先と手の平は触感センサー
に富む。これらのセンサーは、微細な凸凹の構造を持つ有棘層と呼ばれる皮膚の副層と共に働く。 
・ 人間の指先が物体に触れると、軽い触感の場合は主に有棘層の凸付近のセンサーに、強い圧力では凹
付近のセンサーに皮膚の外層がそれぞれ近づくことで力を検出する。 さらに、有棘層は、卵等の割れやす
い物体を指で挟んで優しく堅固な把持を支援する、せん断応力を検知する能力も備える。 
・ 同電子グローブのセンサーは、このような人間の手のメカニズムを模倣。グローブの指先の各センサー
は協力して働く 3 枚のフレキシブルな層(上下層が電極で中央層が絶縁体)から構成され、互いに垂直に合
わせた上下層が微小なセンサーピクセルの高密度なアレイを作る。 
・ 上下層の電極は中央層による分離で接触せず、互いに近づくことでキャパシタのように電気エネルギー
を蓄える。ロボットの指が物体に触れて圧力がかかると、上層の電極が下層の電極に近づいて蓄積エネル
ギーが増加する。人間の皮膚のように、下層の凸凹が垂直グリッド中の特定の場所への力の強度と方向の
マッピングを提供する。 
・ 同センサーを指の部分に配置したゴムグローブをロボットハンドに装着してセンサー能力を試験。ラズベ
リーを潰さず、優しく触れるようにプログラムした。また、ピンポン玉の試験では、同センサーが物体を落とさ
ずに把持する適正なせん断応力を検知し、潰すことなく持ち上げて移動させるようプログラムした。  
・ このようなタッチセンサーグローブを装着したロボットハンドでは、適切なプログラムにより、コンベヤベル
トから卵をピックアップしてカートンに入れるといった繰り返し作業の実施が可能と考える。また、精密な接触
制御が必要なロボットアシストによる外科手術での利用の可能性もある。 
・ 最終的には、プログラミング不要で物体を安全に扱う最適な量の力を自動的に加えられる、高度なグロ
ーブの開発を目指す。 
・ 本研究は、スイス科学財団(SNSF)、欧州委員会(EC)、米国科学財団(NSF)および Stanford Nano Shared 
Facilities が一部支援した。 

URL:  
https://news.stanford.edu/2018/11/21/stanford-develops-electronic-glove-gives-robots-sense-t
ouch/  

(関連情報)  

      

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

A hierarchically patterned, bioinspired e-skin able to detect the direction of applied pressure for robotics 

URL:  http://robotics.sciencemag.org/content/3/24/eaau6914  

  

https://news.stanford.edu/2018/11/21/stanford-develops-electronic-glove-gives-robots-sense-touch/
https://news.stanford.edu/2018/11/21/stanford-develops-electronic-glove-gives-robots-sense-touch/
http://robotics.sciencemag.org/content/3/24/eaau6914
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【環境・省資源分野】  

71-7 

ｱﾒﾘｶ合衆国
・ラトガース
大学 

    2018/11/18 

CO2 をプラスチック等に変換 
(How to Convert Climate-Changing Carbon Dioxide into Plastics and Other Products) 

・ ラトガース大学が、CO2 と水を炭素原子数 1～4 個を含む炭素構成要素に 99%超の効率で変換する電解
触媒を開発。 
・ 同触媒で生成したメチルグリオキサール(C3)と 2,3-フランジオール(C4)は、プラスチックや接着剤、薬品の
前駆体として使用できる。メチルグリオキサールは有害なホルムアルデヒドの代替も可能。 
・ 以前の研究において、CO2 からメタノール、エタノール、メタン、エチレンへの比較的高収率での電気化学
的変換を実証しているが、非効率で商業利用には向かない高コストが課題であった。 
・ 今回、CO2と水を多様な炭素ベースの物質に転換できる、安価で賦存量が豊富なニッケルとリンから 5種
類の電解触媒を作製。選択する触媒や他条件によって、分子やより長いポリマー鎖を作る炭素原子数が決
定する。通常は、炭素鎖が長いほど物質の価値が高くなる。 
・ 同大学は、同技術について特許を取得し、スタートアップの RenewCO2 を設立。次のステップとして、ポリ
マー産業で広く利用されるジオールや、再生可能燃料として利用できる炭化水素等の高価値な物質生成が
可能になるよう同技術の化学反応について理解を深め、商業化に向けた電解装置の設計、構築、試験を実
施中。 

URL:  
https://news.rutgers.edu/how-convert-climate-changing-carbon-dioxide-plastics-and-other-prod
ucts/20181120#.XA9t0R-YTIU  

(関連情報)  

      

Energy & Environmental Science 掲載論文(アブストラクトのみ：全文は有料） 

Selective CO2 reduction to C3 and C4 oxyhydrocarbons on nickel phosphides at overpotentials as low as 10 
mV  

URL:  https://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2018/ee/c8ee00936h  

71-8 

欧州連合
（EU） 

CORDIS 

    2018/11/23 

プラスチックパッケージングを代替する持続可能な材料 
(A sustainable alternative to plastic packaging) 

・ EU の資金提供による SULACHANGE プロジェクトでは、フィンランドの SME(中小企業)の Sulapac 社がマ
イクロプラスチックフリーの生分解性材料、『Sulapac』の開発と商業化を進めている。 
・ 様々な製品に利用されるプラスチックパッケージは毎年 7,800万トン製造され、そのうち 30%超が特に海洋
残留による海洋生物への破壊的な影響に関与している。 
・ このような問題はプラスチックへの過剰な依存が原因であることが認識されているが、消費者がシングル
ユースのプラスチック利用を回避するには材料の選択肢が限られている。 
・ 従来プラスチックの代替材料のポリ乳酸等の生分解性バイオプラスチックでは分解速度が緩慢なことや、
bio-PE（バイオポリエチレン）等の非生分解性バイオプラスチックでは環境に残留して有機物が消化できな
いマイクロプラスチックの問題があり、完全な課題解決には至っていない。 
・ 持続可能な資源である木片と再生可能な天然のバインダーから製造される『Sulapac』は低カーボンフット
プリントで、産業用コンポストとしてリサイクルが可能。他の代替プラスチックに比して生分解速度やバリア
性において優れる。 
・ 同社は、同材料によるカスタマイズボックスやジャー(広口容器）等の製造に加えライセンス契約も準備。
同材料により、プラスチック製造業者は大規模な投資無く従来の射出成形等で多様な形状やサイズのパッ
ケージを製造できる。同材料は水分、油分や酸素に強く、ジャー等の硬めの製品の大量製造に最適。現
在、チューブや軽量パッケージ等のフレキシブルなアプリケーションも開発中。 
・ ライフサイクル分析によれば、同材料のカーボンフットプリントは従来のプラスチックのそれを 62%下回り、
廃棄後完全に分解してマイクロプラスチックを残さない。同社は、同材料を使用して宝飾・銀製食器製造業
者と共同でギフトパッケージを開発し受賞。また、フィンランドの主要な食品生産者や再生可能材料企業と
の共同開発について先般発表している。 
・ SULACHANGE プロジェクトは、同材料のポテンシャルを最大限に活用し、世界の市場への導入準備に向
けた同社の製品開発の完成を最終的な目標とする。バイオマテリアルを専門とする生化学者 2 人が 2016
年に Sulapac 社を設立。同プロジェクトを通し、今後 5 年間で 9千万ユーロの収益を見込んでいる。 

URL:  http://ec.europa.eu/research/infocentre/article_en.cfm?artid=49792  

(関連情報)  

      

Sulapac ウェブサイト 

URL:  https://www.sulapac.com/  

  

https://news.rutgers.edu/how-convert-climate-changing-carbon-dioxide-plastics-and-other-products/20181120#.XA9t0R-YTIU
https://news.rutgers.edu/how-convert-climate-changing-carbon-dioxide-plastics-and-other-products/20181120#.XA9t0R-YTIU
https://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2018/ee/c8ee00936h
http://ec.europa.eu/research/infocentre/article_en.cfm?artid=49792
https://www.sulapac.com/
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【新エネルギー分野（太陽光発電）】  

71-9 

ﾄﾞｲﾂ連邦共
和国・ﾍﾙﾏﾝ
･ﾌｫﾝ･ﾍﾙﾑﾎ
ﾙﾂ協会
(HGF) 

    2018/11/12 

光マネジメントの改良でペロブスカイト-シリコンタンデム型太陽電池変換効率の新記録を達成 
(New records in perovskite-silicon tandem solar cells through improved light management) 

・ HZB(ベルリン・ヘルムホルツ資源エネルギーセンター）が、ペロブスカイト-シリコンタンデム型太陽電池
で、世界最高記録となるエネルギー変換効率 25.5%を達成。 
・ また、コンピューターシミュレーションにより、多様なナノ構造の表面を持つデバイス設計の光変換を調査
し、最適な太陽光のマネジメント方法と詳細なエネルギー出力分析を実施。 
・ 同タンデム型太陽電池は、太陽光スペクトルの大部分を電気エネルギーに変換できるが、一部の光を反
射して損失する。シリコンの表面に微細な突起構造を作ることで光をより多く捕獲する方法があるが、極薄
いペロブスカイト層を突起のある粗い表面の基板に積層することが困難。これは、通常は研磨したウェハー
にペロブスカイトの超薄膜層を溶液によるプロセスで積層するため。 
・ 今回、シリコン層の裏面にエッチング処理をする代替方法を開発。表面が滑らかなシリコン層にペロブス
カイト層をスピンコーティングで積層する。その後、デバイス表面にポリマー製の光マネジメント(LM)フォイル
を装着。これにより、モノリシックなペロブスカイト-シリコンヘテロ接合タンデム型太陽電池で 23.4%～25.5%
のエネルギー変換効率を達成した。 
・ また、複雑な 3D 構造、およびそれらと光の相互作用に関する高度な数値モデルを開発し、多様なインタ
ーフェースでテキスチャーを有するデバイス設計がエネルギー変換効率に与える影響を計算。その結果、
バンドギャップが 1.66eVの高品質ペロブスカイトの統合により 32.5%の効率が達成可能であることを確認。 
・ 実際の気候データに基づき、多様なデバイス設計と 3 ヵ所での年間エネルギー出力量を計算。また、シミ
ュレーションにより、デバイス表面の LM フォイルが垂直な入射光だけでなく散乱光下で特に有利であること
がわかった。そのため、LM フォイルは建材一体型太陽光発電(BIPV)での利用にも適し、大型の高層ビルフ
ァサードによる新しい発電分野の可能性が期待できる。 

URL:  https://www.helmholtz-berlin.de/pubbin/news_seite?nid=14967&sprache=en&typoid=1  

(関連情報)  

      

Energy & Environmental Science 掲載論文(アブストラクトのみ：全文は有料） 

Textured interfaces in monolithic perovskite/silicon tandem solar cells: advanced light management for 
improved efficiency and energy yield  

URL:  https://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2018/ee/c8ee02469c#!divAbstract  

  

https://www.helmholtz-berlin.de/pubbin/news_seite?nid=14967&sprache=en&typoid=1
https://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2018/ee/c8ee02469c#!divAbstract
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ｱﾒﾘｶ合衆国
・国立再生
可能ｴﾈﾙｷﾞ
ｰ研究所
(NREL) 

    2018/11/14 

NRELがフレキシブル太陽電池の利用分野を特定 
(NREL Identifies Where New Solar Technologies Can Be Flexible)  

・ NREL が、軽量でフレキシブルな有機太陽電池について、それらの重量出力比による制限を考慮しなが
ら、現在市場を占めるシリコン太陽電池と競合せずにギガワット規模を達成し、新興プレイヤーとしての価
値創出を探求するレポートを発表。 
・ ドローンやポータブル充電器、ビルのファサード等での利用が期待できる CdTe（カドミウム・テルル）や
CIGS(銅・インジウム・ガリウム・セレン）、ペロブスカイト等の新技術による薄膜太陽電池について、幅広い
アプリケーションの機会と課題について考察する。 
・ 従来の太陽電池パネルで重要なコスト、エネルギー変換効率と安定性の標準的な要因に加え、柔軟性
(フレキシビリティー）と携帯性(ポータビリティー）への考慮が必要なアプリケーションを特定。これらはキログ
ラムあたりの発電量で定量化される技術の性能であり、重要な追加的要因となる。 
・ 今後 10 年間において 1 ドル/W 超のコストでギガワット(GW)に達する累積的な発電の可能性を有する 3
つの高価値な市場について、次のように特定した： 
・ 航空宇宙とドローン： これらのアプリケーションでは、限られたスペースの課題によりエネルギー変換効
率と重量がコスト以上に重要となる。同市場での主要なプレーヤーはⅢ-Ⅴ族太陽電池だが、エネルギー変
換効率に優れる一方で多くのアプリーションでは極めて高価となる。 
・ ポータブル充電器： 個人が容易に取付け・移動できるようになると、効率的でフレキシブルな太陽電池技
術の必要性が高まる。これらの要件とコスト間の適切なバランスを見極めることで、軍事、防災、レクリエー
ション用のユニットの大量導入が期待できる。 
・ 陸上交通手段： EV に太陽電池を統合すればグリッドからの電力供給と競合することになるが、EV 走行
距離の延長が見込める。この場合、車輌の屋根に沿うフレキシブルな小型太陽光パネルが必要となる。 
・ 上述のこれらの市場規模は小さいが重要性は高く、太陽電池の軽量性が技術の付加価値を向上させて
小規模な初期生産を支援すると考える。生産量の増加により、コストが低下する。 
・ NREL は、軽量の太陽電池デバイスの下限を 300～500g/㎡とし、これを下回ると安定性、耐久性と安全
性が低下すると定める。下限寄りの軽量モジュールでは、6個パックのソーダ缶程度の重量で 1kWを超える
発電が可能と考える。従来のモジュールでそれと同程度を発電するには、取付け用の器具の重量を除いて
も 150～200 ポンドの重量が必要となる。 

URL:  
https://www.nrel.gov/news/press/2018/nrel-identifies-where-new-solar-technologies-can-be-fle
xible.html  

(関連情報)  

      

Nature Energy 掲載論文(アブストラクトのみ：全文は有料） 

Increasing markets and decreasing package weight for high-specific-power photovoltaics 

URL:  https://www.nature.com/articles/s41560-018-0258-1  
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