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【ナノテクノロジー・材料分野】  

74-1 

ｱﾒﾘｶ合衆国・
バージニア工
科大学 

    2019/1/21 

3D プリントによる圧電体製造プロセスを開発 
(Mechanical engineers develop process to 3D print piezoelectric materials)  

・ Virginia Tech が、あらゆる方向からの衝撃・負荷や動きを電気エネルギーに変換する圧電体を、そ
の厚さ、重さ、硬さやエネルギー吸収力等についてカスタム設計で作製する、3D プリント技術を開発。 
・ 現行の圧電体は形状の選択肢が少なく、脆い水晶やセラミックを使用するためクリーンルームでの
複雑なプロセスで製造されている。高コストなプロセスと材料の脆弱性により、圧電体の能力が最大
限に活かされていない。 
・ 新しい 3D プリンティングプロセスでは、形状やサイズに制限の無い圧電体が製造できる。また、圧
電体の構造を調整できるため、触覚センサー、衝撃・振動モニタリングやエネルギーハーベスティング
等のアプリケーションに向けた、次世代のインテリジェントなインフラやスマート・マテリアルの実現の
可能性を提供する。 
・ 圧電定数の自由な制御と設計を可能にするモデルを開発し、3D プリンタブルなトポロジーをプログ
ラムすることで、様々な方向から加わる力や振動に反応して電荷の動きを発生する材料を作製した。 
・ 従来の圧電体では、その結晶構造により電荷の動きが決まっているが、新プロセスでは多方向へ
の電圧レスポンスの増幅、逆流、抑制をユーザーがプログラムできる。圧電体の感度と動作モードを
自由に設定できる設計手法とプリンティングの基盤を開発した。 
・ 従来の圧電体では原子の方向が固定された天然の結晶の使用しているが、今回、このような結晶
を模倣しながらその格子方向の設計変更を可能にする高感度の圧電体インクを開発。紫外光により
複雑な 3D 形状が作製できる。同インクは UV 反応性ゲルに結合した高濃度の圧電性ナノ結晶を含む
白濁溶液。高解像度デジタルライトプロセッシング(DLP)3D プリンターで使用する。 
・ 曲面に巻きつけたり、手や指への装着で動きを電気に変換して機械エネルギーを捕獲するスマート
・マテリアルを作製・実証。ロボティクス等の他のアプリケーションでの利用も可能と考える。 
・ 例えば、圧電材料のみで作製したインテリジェントなインフラ構造では、衝撃や振動を検知し、モニ
タリングして場所を特定できる。小型の橋梁を 3Dプリントして実験した結果、加わった衝撃の場所と規
模を検知し、衝撃エネルギーを吸収する材料強度を確認。さらに、水中の振動信号を電圧に変換する
スマート・トランスデューサーとしてのアプリケーションも実証した。 
・ 本研究は、米国立科学財団 (NSF)、米国空軍研究所(AFOSR)、米国海軍研究局(ONR)および
Virginia Tech Institute of Critical Technology Junior Faculty Award が一部支援した。 

URL:  https://vtnews.vt.edu/articles/2019/01/3d_printing_discovery.html  

（関連情報)  

      

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

Three-dimensional printing of piezoelectric materials with designed anisotropy and directional 
response 

URL:  https://www.nature.com/articles/s41563-018-0268-1  

海外技術情報(平成 31年 3月 8日号) 
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ｱﾒﾘｶ合衆国・
ノースウェスタ

ン大学 

    2019/1/24 

グラフェンの形成を簡便にする酸化グラフェン生地 『GO dough』 
(‘GO dough’ makes graphene easy to shape and mold) 

・ ノースウェスタン大学が、自立的な 3D 形状に塑造できる、粘度のように柔らかな生地(dough)状の
酸化グラフェン(GO)、『GO dough』を開発。 
・ 現在、GO は乾燥した固体か粉末状で貯蔵されており、燃焼や爆発の危険性が懸念される。また、
例えば 5ｋｇの GO の出荷時には 500L の溶媒に希釈分散するため、輸送用のトラックが必要となる。
『GO dough』では同量の GO を含んで約 10ｋｇとなり、そのまま持ち運ぶことができる。 
・ グラファイトを酸化させた GO は、エレクトロニクスやエネルギー貯蔵でのアプリケーションが期待さ
れる、強靭・軽量な炭素の単一原子シートのグラフェンの作製に使用される。 
・ 同材料は超高濃度 GOと水の混合により作製。後で GOを回収するために余剰なプロセスで除去さ
れるバインダーの添加が不要。プラスチック等のバインダーの添加によりあらゆる物質を粘度生地状
にできるが、それにより特性が大幅に変わってしまうことが多い。 
・ 同材料で構造物を作製した後、高導電性で化学的に安定し、機械的硬度を有する高密度の固体に
転換できる。また、水を加えることで必要に応じた高品質の GO 分散も可能。さらに処理を加えること
で、バルクの GO や、調整可能な微細構造を有する多様な形状のグラフェン材料の作製も可能とな
る。 
・ 最終的には、グラフェンベースのシートをプラスチックやガラスのような入手が容易ですぐに使用で
きる材料にしたいと考えている。 
・ 本研究は主に米国海軍研究局(ONR)が支援した。 

URL:  
https://news.northwestern.edu/stories/2019/01/go-dough-makes-graphene-easy-to-
shape-and-mold/  

（関連情報)  

      

Nature Communications 掲載論文(フルテキスト） 

Binder-free graphene oxide doughs 

URL:  https://www.nature.com/articles/s41467-019-08389-6  

74-3 

ｱﾒﾘｶ合衆国・
ﾛｰﾚﾝｽﾘﾊﾞﾓｱ
国立研究所

(LLNL) 

    2019/1/31 

オブジェクトを継ぎ目のないかたまりで作る 3D プリント技術 
(3D printing method creates objects in one piece） 

・ LLNL とカリフォルニア大学バークレー校(UC Berkeley)が、Computed Axial Lithography (CAL)を利
用した『Replicator』と称する新しい 3D プリンティング技術を開発。 
・ 3Dプリント材料を積層して 3Dオブジェクトを徐々に形成する従来の積層造形技術と異なり、同新技
術ではオブジェクト全体を数分内に作製する。 
・ 同研究所では、過去に開発した 3 本のレーザー光線によるボリューメトリック積層(VAM)技術でもオ
ブジェクト全体の一括形成を実証している。新技術では、より安価なプロジェクターと市販の液体樹脂
を利用して、層間の継ぎ目の無い滑らかな表面のオブジェクトが作製できる。 
・ VAM の課題であった、プリントできるオブジェクト形状の多様化に取り組み、コンピューター断層撮
像(CT)プロセスより着想を得た。 同プロセスでは、全方向から X 線等を投影して身体内部の断層撮
影画像(2D イメージ)を得る。 
・ このプロセスを逆転させた新技術では、CADモデルを使用して 3Dオブジェクトから得た 2Dイメージ
情報を最適化アルゴリズムで処理し、液体樹脂が入った回転するシリンダーにそれらの一連の 2D イ
メージ情報を含んだビデオをプロジェクターで投影。特定の強度の光に反応した液体樹脂の硬化によ
り、3D オブジェクトが液体樹脂中に浮かび上がるようにして完成する。 
・ フィルター補正逆投影法(FBP)アルゴリズムに改良を加え、液体樹脂を適切に硬化させて目的の 3D
オブジェクトを作るための最適な光量を配分する数学的なフレームワークを構築した。 
・ 回転中のシリンダーへの、プロジェクターからの 1,440 パターン（3D 空間の角度毎にビーム 4本）の
2D イメージ投影を実証。VAM 技術よりも制御し易く、曲面や滑らかな表面等も簡単に作れるため、プ
リントできる形状の選択肢が広がる。 
・ 同新技術で小型の飛行機やロダンによる彫刻の「考える人」を 3D プリント作製。プリントできた最大
サイズのオブジェクトは人間の下顎のモデルで、将来的には医療用部品の作製の可能性も提示。 
・ また、既存のオブジェクトに樹脂でさらにプリントを加えるオーバープリントも可能なため、個人用に
カスタマイズしたスポーツ用品や衣類、補聴器等の作製にも使用できると考える。 
・ 硬化せずに残った液体樹脂は再利用でき、従来技術では必要な犠牲層やサポート材料も不要。従
来技術では使用できなかった高粘性のポリマー樹脂も使用できるようになる。同技術にはすでに企業
が関心を寄せているが、商業化には技術の信頼性と形状精度の向上が必要。 
・ 本研究は、LLNLの Laboratory Directed Research and Development (LDRD)プログラムおよび UC 
Berkeley faculty startup support による資金により実施された。 

URL:  https://www.llnl.gov/news/3d-printing-method-creates-objects-one-piece  

  

https://news.northwestern.edu/stories/2019/01/go-dough-makes-graphene-easy-to-shape-and-mold/
https://news.northwestern.edu/stories/2019/01/go-dough-makes-graphene-easy-to-shape-and-mold/
https://www.nature.com/articles/s41467-019-08389-6
https://www.llnl.gov/news/3d-printing-method-creates-objects-one-piece
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（関連情報)  

      

Science 掲載論文（アブストラクトのみ：全文は有料）） 

Volumetric additive manufacturing via tomographic reconstruction 

URL:  http://science.sciencemag.org/content/early/2019/01/30/science.aau7114  

（関連情報)  

      

Nature ニュース 

Forget everything you know about 3D printing — the ‘replicator’ is here 

URL:  https://www.nature.com/articles/d41586-018-07798-9  

（関連情報)  

      

カリフォルニア大学バークレー校発表記事(1/31) 

光によるオブジェクト形成で製品設計を変革する新しい 3D プリンター 
(New 3D printer uses rays of light to shape objects, transform product design) 

URL:  
https://news.berkeley.edu/2019/01/31/new-3d-printer-uses-rays-of-light-to-shape-
objects-transform-product-design/  

【電子・情報通信分野】  

74-4 

ｱﾒﾘｶ合衆国・
ﾏｻﾁｭｰｾｯﾂ工
科大学(MIT) 

    2019/1/28 

新しい 2D 材料が WiFi 信号を電気に変換 
(Converting Wi-Fi signals to electricity with new 2-D materials) 

・ MITが、Wi-Fi 信号のエネルギーを電気に変換する、フレキシブルな新型レクテナを開発。 
・ 同レクテナでは、原子 3個分の薄さの 2D材料である二硫化モリブデン(MoS2)を整流器として利用。
同整流器は、特定の化学物質に触れると原子の配列が変わって半導体から金属へと相転移する
MoS2 の挙動を活用する、原子薄の超高速ショットキーダイオード構造を有する。 
・ レクテナの主要な構成部品である整流器には、従来、シリコンやガリウム砒素が使用されている
が、硬い物質であることと、大面積での使用ではコストが跳ね上がることが課題。フレキシブルなレク
テナは他でも開発されているが、作動が低周波数帯域に限られ、携帯電話やWi-Fi信号の多くが使用
する GHz 周波数帯域での信号捕獲と変換が不可能。 
・ 新レクテナでは、現在最高水準のフレキシブルな整流器に比して寄生容量が一桁低いため、最大
で 10GHzのワイヤレス信号のより高速な捕獲・変換が可能。一般的な電子機器で使用されるWi-Fiや
セルラーLTE 等のほぼ全ての無線周波数帯域の電力変換を可能にする、完全なフレキシブルデバイ
スを実現する設計。 
・ 同レクテナのフレキシブルな無線(RF)アンテナが、Wi-Fi 信号を含む電磁波を AC 波形として捕獲し
た後、MoS2 の整流装置が DC電圧に変換する。 
・ このように、電池を持たないデバイスがユビキタスな Wi-Fi 信号をパッシブに捕獲して有用な DC 電
力に変換する。さらに、フレキシブルな同レクテナは、ロール・ツー・ロールプロセスにより大面積での
製造が可能。 
・ 同新技術の利用が期待できるアプリケーションは、フレキシブルなウェアラブルエレクトロニクスや
医療デバイス、IoTセンサー等。約 150μWの標準的な Wi-Fi信号レベルでは、約 40μWの発電を実験
で確認。これは、LED の点灯やシリコンチップの駆動に充分な電力。 
・ また、インプラント用医療デバイスのデータ通信の電源としての利用も可能。身体内部の健康状態
のデータをコンピューターに送信して診断する内服用ピルの開発も進めている。 
・ MoS2ベースのレクテナでは、標準的な Wi-Fi出力レベルにて最大出力効率が約 30%。硬いシリコン
やガリウム砒素ベースのレクテナでは約 50～60%。今後はより複雑なシステムの構築と出力効率の
向上を目指す。 
・ 本研究は、MIT International Science and Technology Initiatives (MISTI)を通じたマドリード工科大学
との協力により実施。また、Institute for Soldier Nanotechnologies、米国陸軍研究所、米国科学財団
(NSF)の Center for Integrated Quantum Materials および米国空軍研究所が一部支援した。 

URL:  http://news.mit.edu/2019/converting-wi-fi-signals-electricity-0128  

（関連情報)  

      

Nature 掲載論文(アブストラクトのみ：全文は有料） 

Two-dimensional MoS2-enabled flexible rectenna for Wi-Fi-band wireless energy harvesting 

URL:  https://www.nature.com/articles/s41586-019-0892-1  

  

http://science.sciencemag.org/content/early/2019/01/30/science.aau7114
https://www.nature.com/articles/d41586-018-07798-9
https://news.berkeley.edu/2019/01/31/new-3d-printer-uses-rays-of-light-to-shape-objects-transform-product-design/
https://news.berkeley.edu/2019/01/31/new-3d-printer-uses-rays-of-light-to-shape-objects-transform-product-design/
http://news.mit.edu/2019/converting-wi-fi-signals-electricity-0128
https://www.nature.com/articles/s41586-019-0892-1
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【ロボット・AI技術分野】  

74-5 

ｱﾒﾘｶ合衆国・
コロンビア大

学 

    2019/1/30 

自己認識するマシーン実現に一歩前進 
(A Step Closer to Self-Aware Machines) 

・ コロンビア大学が、物理的現象や物体の形状等に関する予備知識無く、物体を自己学習するロボッ
トシステムを開発。 
・ 約一日間の深層学習(DL)による集中的なコンピューティングで構築したセルフ・シミュレーションを
利用し、計画の作成や変化する状況への対応により、新しいタスクや自己の身体の損傷の検出・修理
を行う。 
・ 自由度 4 のロボットアームがランダムに挙動し、それぞれが 100 ポイントを含んだ 1000 通りの軌道
を収集した後、ロボットが DL によりセルフ・モデルを構築。最初のセルフ・モデルは不正確で、ロボット
は何の知識も持たず、自己の関節が接続している様子等の認識ができなかったが、35 時間程度のト
レーニング後には、セルフ・モデルと実際のロボットアームが約 4cm まで一致した。 
・ このセルフ・モデルは、閉ループでピック・アンド・プレイスタスクを実行。セルフ・モデルのみに基づ
き、軌道に沿った各ステップでの元の位置をロボットが再測定できた。閉ループ制御では、成功率
100%でロボットがオブジェクトを特定の位置で把持してゴミ箱に捨てることができた。 
・ セルフ・モデルのみに基づくタスクの実行を伴った開ループシステムでも、外部フィードバック無く
44%の成功率でピック・アンド・プレイスタスクを完了。これは、目を閉じたまま水の入ったグラスを持ち
上げるような、人間にも困難なタスク。 
・ 同セルフ・モデリングロボットでは、マーカーを使用してテキストを記入するといったタスクも可能。ま
た、3D プリント作製した損傷を模倣したパーツを用いて損傷検出を試験した結果、ロボットは損傷を検
出し、セルフ・モデルを再トレーニングできた。更新されたセルフ・モデルでは、性能損失無くピック・ア
ンド・プレイスタスクを再開できた。 
・ いわゆる「ナロー(特化型）AI」という制約から、より汎用的な能力獲得へとロボティクスを移行させる
には、セルフ・イメージングが鍵であるとし、人間と比較すれば未完成ではあるが、本研究で確立した
セルフ・モデリング能力は機械による自己認識へとつながるものと考える。 
・ 自己認識能力はより柔軟で高適応性のシステムを可能にするが、制御の損失が同時に懸念される
ため慎重な対処が必要。今後は自己の身体だけでなく、心の働きのモデル化についても研究を進め
る。 

URL:  https://engineering.columbia.edu/press-releases/lipson-self-aware-machines  

（関連情報)  

      

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

Task-agnostic self-modeling machines 

URL:  http://robotics.sciencemag.org/content/4/26/eaau9354  

  

https://engineering.columbia.edu/press-releases/lipson-self-aware-machines
http://robotics.sciencemag.org/content/4/26/eaau9354
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【バイオテクノロジー分野】  

74-6 

欧州連合
（EU） 

CORDIS 

    2019/1/21 

マッシュルーム廃菌床はバイオ製品に革新をもたらす豊富な資源 
(Mushroom compost: a rich source of bio-product innovation) 

・ EU と産業による官民パートナーシップである Bio-based Industries Joint Undertaking (BBI JU)によ
る[『BIORESCUE』プロジェクトでは、マッシュルームの収穫後の廃菌床(spent mushroom compost)を
有用な生理活性物質やバイオ製品に転換する技術を開発中。 
・ 環境に優しい肥料や殺虫剤、化石燃料由来のコーティングを代替する天然の薬品カプセル等を同
プロジェクト下で作製。これらの製造プロセスでは、農場からの廃菌床がリサイクル可能で有用な副生
物となり、雇用の創出や農業部門への投資により経済的利益を農家に提供する。 
・ 欧州におけるマッシュルームの年間生産量は約百万トンにものぼり、収穫量 1 トンあたり約 3 トンの
菌床を排出。廃菌床は輸送費や廃棄処理費をかけて収集されており、農家にとって大きな経済的・物
流的課題となっている。 
・ 世界最大のマッシュルーム生産企業の Monaghan Mushrroms 社（アイルランド）が同社の設備を持
続可能で効率的なバイオリファイナリーに改良し、有用な有機成分を抽出・転換する同プロジェクトの
新しい廃棄物転換システムを最初に実施。 
・ 同システムでは、バイオマス原料の組成を迅速に分析する数学的なモデリング手法の利用により、
バイオリファイナリーにて廃菌床の液体・固体部分や麦わら等の他のバイオマス原料から有機物を抽
出する。 
・ 大学、研究所や革新的な中小企業等の同プロジェクトのパートナーらが、抽出した有機物につい
て、転換プロセスの各段階で有用な資源を生成するカスケード利用に重点を置いた最先端のアプリケ
ーションを開発する。  
・ 例えば、リグニンは無毒性のポリマー膜に転換され、薬品のカプセルやコーティングやバイオ殺虫
剤や肥料の散布を高度に制御する生分解性の担体として使用できる。 
・ 同プロジェクトは、マッシュルーム廃菌床を有用な物質に転換する可能性を提供し、マッシュルーム
産業の循環経済への移行を支援するもの。大量のバイオマス廃棄物を排出する他の農業での同プロ
ジェクトの方法論適用も視野に、同プロジェクトが開発したバイオベース製品は様々な化石燃料ベー
スの製品を代替してマッシュルーム農家や原料・設備のサプライヤーの新たな収入源を創出する。  

URL:  http://ec.europa.eu/research/infocentre/article_en.cfm?artid=49877  

（関連情報)  

      

BIORESUCE プロジェクトウェブサイト 

URL:  https://biorescue.eu/project/  

【蓄電池・エネルギーシステム分野】  

74-7 

カナダ・ウォー
タールー大学 

    2019/1/31 

電力料金低減とサービス向上の可能性を提供するハイブリッド電力システム 
(Hybrid electricity system would reduce rates, improve service) 

・ ウォータールー大学が、電力料金を 5%超低減しながら安定した電力供給を促進する可能性を提供
するハイブリッド配電システムを開発。 
・ 新ハイブリッド配電システムは、従来の交流(AC)のみによる配電システムと異なり、AC と直流(DC)
の両電流を組合せたもの。 
・ 同新技術は、電流変換要件を最低限化し、再生可能エネルギー技術の統合を容易にする。損失の
少ないより効率的なシンプルなシステムの構築が可能となる。コンバーターの使用数が減少すれば、
停電発生頻度を低減できる。 
・ 高度なコンピューターモデリングと最適化で実現した新 AC-DCハイブリッドシステムでは、ユーザー
がアクセスするエンドポイントのみでの従来の配置に代わり、配電システム上の効果的なポイントに
AC-DC コンバーターを導入する。 
・ 各電子デバイスや EVで AC-DCコンバーターが不要になれば、価格や消費電力の低減も期待でき
る。 
・ 同ハイブリッドシステムは、新規の居住・商業地域等での導入や、変電所の増設で既存システムが
拡張した場合での利用が考えられる。 

URL:  
https://uwaterloo.ca/news/news/hybrid-electricity-system-would-reduce-rates-improve-
service  

（関連情報)  

      

International Journal of Electrical Power & Energy Systems 掲載論文(アブストラクトのみ：全文は有
料） 

A reliability-based stochastic planning framework for AC-DC hybrid smart distribution systems 

URL:  https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0142061518314595?via%3Dihub  

  

http://ec.europa.eu/research/infocentre/article_en.cfm?artid=49877
https://biorescue.eu/project/
https://uwaterloo.ca/news/news/hybrid-electricity-system-would-reduce-rates-improve-service
https://uwaterloo.ca/news/news/hybrid-electricity-system-would-reduce-rates-improve-service
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0142061518314595?via%3Dihub
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【新エネルギー分野（太陽光発電）】  

74-8 

ﾄﾞｲﾂ連邦共和
国・カールス
ルーエ工科大
学(KIT) 

    2019/1/21 

多様な形状と色の PV 
(Photovoltaics – Versatile in Shape and Color) 

・ KIT による調整の下、Technological Educational Institute of Western Greece(ギリシア）および
SUNOVATION Produktion GmbH（ドイツ）が、デジタルインクジェットプリントにより製造して建築物の屋
根や窓に利用できる高効率で高安定性のペロブスカイト太陽電池モジュールを開発。サイズ、形状、
呈色を自由に設計できるプロトタイプを作製した。 
・ 本研究は、「持続的発展のための研究フレームワークプログラム(FONA)」の枠組み内で 2018 年に
開始された、ドイツ連邦教育科学研究技術省(BMBF)が資金を提供する 3 年間のドイツ-ギリシャ間協
力による『PRINTEPERO』プロジェクト下で実施されている。 
・ ペロブスカイトは、高効率でコスト効果的な次世代太陽電池モジュールで期待される半導体材料。
ペロブスカイト薄膜太陽電池では 23%超のエネルギー変換効率が研究室にて達成されているが、その
製造方法を産業標準にスケールアップすることが困難。 
・ 同プロジェクトは、研究室での従来の製造プロセスを産業レベルでの製造に最適な低温のデジタル
プリンティングプロセスに置き換え、建築物での利用における様々な構造要件を満たす高効率で安定
したペロブスカイト太陽電池モジュールのデジタルプリント作製を可能にする。 
・ また、多様な呈色を可能にして有害な紫外光から太陽電池を保護する、プリント作製できる発光層
も開発。さらに、太陽電池セル数個を連結して大面積の太陽電池モジュールを作製し、湿気による劣
化からモジュールを守る保護層に封入することでペロブスカイト太陽電池の安定性の向上を図る。 

URL:  http://www.kit.edu/kit/english/pi_2019_009_photovoltaics-versatile-in-shape-and-color.php  

（関連情報)  

      

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

Design and Color Flexibility for Inkjet-Printed Perovskite Photovoltaics 

URL:  https://pubs.acs.org.ccindex.cn/doi/abs/10.1021/acsaem.8b01829?journalCode=aaemcq  

74-9 

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) 

    2019/1/31 

超薄膜で超高効率：ペロブスカイトと CIGSe 半導体による薄膜タンデム太陽電池 
(Ultra-thin and extremely efficient: Thin-film tandem cells made of perovskite and CIGSe 
semiconductors) 

・ HZB(ベルリン・ヘルムホルツ資源エネルギーセンター）とオランダ・アイントホーフェン工科大学
(TU/e)が、ペロブスカイトと CIGSe の両半導体を組合せた、超薄膜高効率タンデム太陽電池を開発。 
・ 大面積の作製にスケールアップできる簡素で安定した製造プロセスを用い、エネルギー変換効率
21,6%（面積 0.8 ㎠)を達成した。 
・ バンドギャップがそれぞれ異なる半導体を組合せることで、太陽光スペクトルを無駄なく利用して発
電する。ペロブスカイトは高エネルギーの青色光を、CIGSe は赤色・近赤外光を効率的にエネルギー
に変換。 
・ 基板に成長させた CIGSe の表面は粗く、湿式化学方法でその上にペロブスカイト層を作ることは困
難であったが、今回、CIGSe 層に薄膜の中間共形層を挿入してからペロブスカイト層をスピンコーティ
ングすることでこれを解決し、同タンデム太陽電池の特性を初めて向上させた。 
・ 現在のエネルギー変換効率は 21.6%だが、理論的にはさらに高効率達成の可能性もあると考える。
また、同タンデムセルは超薄膜デバイスであるため、製造に要する材料やエネルギーの使用量が少
ない。 
・ 同タンデムセルの中間共形層を分析した結果、個々のサブセルが同タンデム太陽電池の優れた性
能に貢献する機能を発見。これは、モノリシックなペロブスカイト/CIGSe タンデム太陽電池の性能をさ
らに向上させ、エネルギー変換効率 30%超の達成の可能性を示唆するものと考える。 

URL:  https://www.helmholtz-berlin.de/pubbin/news_seite?nid=20323;sprache=en;seitenid=74699  

 （関連情報)  

      

ACS Energy Letters 掲載論文(アブストラクトのみ：全文は有料） 

21.6%-Efficient Monolithic Perovskite/Cu(In,Ga)Se2 Tandem Solar Cells with Thin Conformal Hole 
Transport Layers for Integration on Rough Bottom Cell Surfaces 

URL:  https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acsenergylett.9b00135  

  

http://www.kit.edu/kit/english/pi_2019_009_photovoltaics-versatile-in-shape-and-color.php
https://pubs.acs.org.ccindex.cn/doi/abs/10.1021/acsaem.8b01829?journalCode=aaemcq
https://www.helmholtz-berlin.de/pubbin/news_seite?nid=20323;sprache=en;seitenid=74699
https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acsenergylett.9b00135
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74-10 

英国・
Innovate UK 

    2019/1/31 

Renovagen 社が軽量でポータブルな太陽光発電を展開 
（Renovagen rolls out lightweight, portable solar power)  

・ ケンブリッジ大学卒業生が設立した Renovagen 社が、未電化地域で簡単に利用できる、小型で軽
量の太陽電池システムを開発。 
・ 2004 年に Innovate UK より 6 万ポンドの資金提供を受け、災害復旧、通信、建築や催し物や他の
屋外行事において、広げてすぐに使用できるロールアウト太陽電池システムの実現可能性を研究。大
型の住居一軒分の電力量である 6kWp の発電を実証試験にて確認した。 
・ 同社による研究は、低炭素技術と資源利用をより効率化した経済を通じたクリーンな成長を目指
す、英国政府による Industrial Strategy Grand Challenges の核心的テーマの一つに沿ったもの。 
・ 同社の太陽電池システムでは、薄くフレキシブルに作製できる CIGSeをパネルに採用。使用場所で
太陽光パネルを容易に展開・格納できる。 
・ また、従来のガラスパネルよりも効率的に太陽光を捕獲するため、設置角度や入射光量にほとんど
影響されない。 
・ 同社の太陽光マットは『FAST FOLD』と『RAPID ROLL T』の二種類。前者は簡易型ソーラーマット
で、手軽に広げて使用後に片付けて車に載せられる。イベント等でのモバイル本部としての機能も可
能。 
・ 後者は大型で専用車輌を用いて広いスペースに 2 分以内で展開。鉱業、災害復旧や映画撮影等
の電力多消費アプリケーションに向けたもので、ベッド数が 120 個のモバイル診療所に電力を供給可
能。 
・ より大型のアプリケーション用として、採鉱や石油・ガス掘削等の大規模な電力使用に数時間で組
立てられる幅 10m×長さ 200m の太陽光システムを開発中。産業規模の太陽電池のモバイル化と遠
隔の大規模なオフグリッド発電を実現する、最大で 600kWp の出力の可能性もあると考える。 

URL:  
https://www.gov.uk/government/case-studies/renovagen-rolls-out-lightweight-portable-
solar-power  

（関連情報)  

      

Renovagen ウェブサイト 

URL:  http://www.renovagen.com/  
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