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82-1 

ｱﾒﾘｶ合衆国・パ
シフィック・ノー
スウェスト国立
研究所(PNNL) 

    2019/6/18 

アルミニウム合金の新製造プロセス 
(A New Manufacturing Process for Aluminum Alloys) 

・ PNNL は、独自に開発した ShAPE™(Shear Assisted Processing and Extrusion)技術を用いて、粉末
からアルミ合金ナノロッドをワンステップで作る押出成形を実証。 
・ 同技術は、溶解による従来技術に比してより安価で環境に優しく優れた金属製造を目指した破壊
的なアプローチである、PNNL の Solid Phase Processing(SPP)の一環。 
・ 同技術では、従来のアルミ合金粉末の押出成形プロセスにおける数ステップを省略することに加
え、展延性が大幅に向上した押出部品を製造できる。高い製造コストにより高強度アルミ合金粉末の
利用が制限されてきた自動車産業にとって有利な技術となる。 
・ 従来のアルミ合金粉末の押出成形プロセスでは、粉末を缶に詰め込んでガスを抜き、缶のシーリン
グ、加熱圧搾、予熱を経て押出プレスで形成後、缶を取り除いて押出品を完成させる。多段階のプロ
セスを要し、エネルギーを多量消費する。 
・ 今回の ShAPE™プロセス実証では、Kymera International の SCM Metal Products, Inc.が提供した
Al-12.4TM アルミ合金粉末を使用。回転する押出ダイを蓋の無い容器に入れた同粉末に押し付けるこ
とで、粉末とダイの間に発生する熱で材料が軟化し、容易に押出成形できる。このようなワンステップ
によるアルミ合金粉末のナノ構造押出成形の事例の報告は今回が初めて。 
・ プロセスの省略に加え予熱を不要とすることで、製造時間を飛躍的に短縮して全体のコストを低減
するため、より手頃な価格の軽量で低燃費の乗用車開発を目指す自動車メーカーにとって有益と考え
る。 
・ また、大幅に向上したアルミ合金粉末成形品の展延性について、透過型電子顕微鏡により合金粉
末と押出成形品の微細構造を調査した結果、ShAPE™プロセスが粉末粒子の二番目の相をナノサイ
ズに縮小してアルミのマトリクス全体に分散させたことで展延性が向上したことがわかった。 
・ SCM Metal Products, Inc.はまた、機械試験により押出成形品の評価も実施。PNNL と同社は現在、
米エネルギー省(DOE)の Office of Technology Transition のプロジェクトにおいて、より大径の押出成
形プロセスへのスケールアップを目指して協働中。 
・ 本研究は、PNNL の Laboratory Directed Research and Development プロジェクトである Materials 
Synthesis and Simulation Across Scales Initiative が支援し、Kymera International とカリフォルニア大
学リバーサイド校が協力した。 

URL:  https://www.pnnl.gov/news-media/new-manufacturing-process-aluminum-alloys  

（関連情報)  

      

Materialia 掲載論文(アブストラクトのみ：全文は有料） 

High ductility aluminum alloy made from powder by friction extrusion 

URL:  https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2589152919300560?via%3Dihub  

海外技術情報(2019 年 7月 26 日号) 
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《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。 

 

https://www.pnnl.gov/news-media/new-manufacturing-process-aluminum-alloys
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2589152919300560?via%3Dihub
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82-2 

ｱﾒﾘｶ合衆国・ﾛ
ｰﾚﾝｽﾘﾊﾞﾓｱ国

立研究所
(LLNL) 

    2019/6/25 

高出力レーザーダイオードが金属 3D プリントパーツの残留応力を低減 
(High-powered laser diodes can reduce residual stress in metal 3D printed parts)  

・ LLNL とカリフォルニア大学デービス校が、金属 3D プリンティングで課題となっている残留応力を大
幅に低減する技術を開発。 
・ 特に金属材料の 3D プリンティング過程において、 残留応力は材料の加熱と冷却による膨張と収
縮でプリントパーツに蓄積される力を生成し、パーツの脆弱化や割れの原因となる歪みやき裂を発生
させる。 
・ 今回、LLNL の国立点火施設(NIF)の高出力レーザー技術のレーザーダイオードを活用した温度勾
配の低減と冷却速度の制御により、3D プリントした金属パーツの残留応力を 90%低減。新技術はプリ
ント中に起こる残留応力を効果的に除去する。 
・ 新技術の実証では、レーザー粉末床熔融結合法(LPBF)による 316L ステンレス鋼を用いた小型の
橋梁状の構造の 3D プリント工程で、各プリント層の硬化後、その表面にまずフル出力でレーザーダイ
オードを照射してから直ちに強度を 20 秒内で弱めた。このプロセスでプリントした各層の表面温度は
約 1,000℃(1,832℉）に達し、プリント後各層を炉に入れたような効果をもたらす。 
・ 完成したパーツの太い脚部の一本を切り取り、細く弱い上部パーツの移動量を分析して残留応力
の除去程度を測定した結果、オーブンでのアニーリングによる従来方法で得られるような優れた効果
を確認。同技術ではパーツの最上部から加熱するため、パーツの高さを制限しない。 
・ 同技術は、現時点では比較的小さな面積のみの対処のため改善の余地があり、今後のスケールア
ップが見込めると考える。プリント面積がより大きなシステムに同技術を導入する場合には、レーザー
ダイオードの増設による加熱面積の拡大で対応が可能。 
・ また、チタン合金(Ti64)の相転移の制御について研究予定。Ti64 を使用したプリンティングでは、相
転移により金属が著しく脆弱化してパーツの割れを起こす。パーツの緩慢な冷却により相転移が回避
できれば、航空機産業の標準に見合った展延性が獲得できると考える。 
・ 次には、加熱サイクル毎のプリント層数の増加に注視し、今回と同等の残留応力低減効果の有無
の確認、より複雑なパーツの作製、同技術のプロセスの理解を深めるためのより定量的な技術の利
用の可能性について、詳細な研究を実施する。 
・ 本研究は、米エネルギー省(DOE)による Laboratory Directed Research and Development program
の資金により実施された。 

URL:  
https://www.llnl.gov/news/high-powered-laser-diodes-can-reduce-residual-stress-metal-
3d-printed-parts  

（関連情報)  

      

Additive Manufacturing 掲載論文(フルテキスト） 

Reducing residual stress by selective large-area diode surface heating during laser powder bed 
fusion additive manufacturing 

URL:  https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2214860419300867?via%3Dihub  

82-3 
スウェーデン王
国・チャルマー
ス工科大学 

    2019/6/27 

樹木の細胞構造を 3D プリンティングで模倣 
(Mimicking wood’s ultrastructure with 3D printing)  

・ チャルマース工科大学が、木質系インクを使用し、樹木の細胞構造を模倣した 3D プリンティングに
成功。天然木材の細胞構造を模倣することにより、衣類、包装用品、家具、ヘルスケアやパーソナル
ケア用品に至るまで、植物繊維由来の環境に優しい製品の画期的な作製が期待できる。                        
・ 樹木の成長過程は遺伝暗号によって制御されていて、多孔性、強靭性、ねじれ強さ等の独特な特
性を備えているが、金属やプラスチックとは異なり、溶融できず再形成が容易でないため、加工するに
は研削や平面化、湾曲が必要。木材から紙や繊維などへの変換には、強靭性を有する細胞構造を破
壊しなければならない。新技術では、木材本来の特性を生かしながら製品を思い通りの形に 3Dプリン
トできる。                                  
・ 同大学では、木材パルプをナノセルロースゲルに変換した 3D プリンティング用のインクをすでに作
製済み。新技術では、木材の遺伝暗号の解析やデジタル化に成功し、３D プリンターに指示できるよう
になった。これにより、セルロースナノフィブリルの配列がプリント過程で正確に制御できるようになり、
木材の細胞構造が再現。配向と形を管理できるため、天然木材の有用な特性を捕獲できる。                            
・ 新技術ではさらに、植物細胞中の天然成分であるヘミセルロースを、ナノセルロースゲルに添加。
ヘミセルロースは接着剤として働き、細胞壁を形成する過程において、自然界の木質化プロセスと類
似した方法でセルロースに十分な強度を与える。本技術による木質ベースの製品は、天然木材使用
時に比べ、設計や生産時間を大幅に削減できる。 
・ 研究グループは、革新的なパッケージコンセプトの試作品をすでに開発済み。プリントされた細胞壁
間のチャンバーにハニカム構造をプリントし、その内部に固体粒子を封入した。セルロースは酸素バリ
ア性が優れているため、食品や医薬品用の密封容器を作製するには有望な手法だ。また、ヘルスケ
ア製品や衣料品の試作品も開発した。今後は、宇宙空間における同技術開発の進展の可能性を検
討中。 

https://www.llnl.gov/news/high-powered-laser-diodes-can-reduce-residual-stress-metal-3d-printed-parts
https://www.llnl.gov/news/high-powered-laser-diodes-can-reduce-residual-stress-metal-3d-printed-parts
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2214860419300867?via%3Dihub
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・ 本研究は、欧州宇宙機関（ESA)のワークショップですでに実証済み。また、Florida Institute of 
Technology(Florida Tech)と米航空宇宙局(NASA)とでは、微小重力での物質の試験など、新たなプロ
ジェクトに取り組み中。                                                                 

URL:  
https://www.chalmers.se/en/departments/chem/news/Pages/Mimicking-the-
ultrastructure-of-wood-with-3D-printing-for-green-products.aspx  

（関連情報)  

      

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

Materials from trees assembled by 3D printing – Wood tissue beyond nature limits 

URL:  https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2352940718304918?via%3Dihub  

82-4 

ｱﾒﾘｶ合衆国・ｻ
ﾝﾃﾞｨｱ国立研究

所(SNL) 

    2019/6/27 

新次元に縮小したポータブルガス検出器 
(Portable gas detection shrinks to new dimensions)  

・ サンディア国立研究所が、化学兵器対応のポータブル有毒ガス検出器のセンサーの小型化、高速
化、高性能化を実現。高感度な携帯システムの統合に適した性能で、小型化により空気中の毒素を
現場で迅速に検出可能、緊急非常時対応の安全確保と効果的な処置に直結した情報提供が可能
だ。                          
・ 化学物質の検出は通常、化学物質放出現場でサンプルを採取した後、ラボに持ち帰り、専門の職
員が検出器にかけ、多様なガスサンプル中を推移させて分子を計量し、ガスの種類を特定する。携帯
用のガス検出器では、マススペクトロメーター（質量分析計）が市販されているが、ラボ使用のものより
感度が低い。                                  
・ サンディア国立研究所では、ポータブルガス検出器の性能低下の回避に、20 年以上取り組んでき
た。センサーにガスクロマトグラフィー(GC)技術を適用した書類ケースサイズの検知器が、ボストン市
内の地下鉄で 22 か月間の試運転中、誤警報をおこさずに神経ガスやびらん剤を検出。センサーは単
三電池サイズで、汗中の化合物も検出可能。干ばつや疫病発生時等に植物がストレスを受けて放出
するガスを特定、農作物の育成状況をモニタリングできる。 
・ 新技術では、同センサーの更なる性能向上と共に、1 ドル紙幣程度までサイズを縮小。ガスサンプ
ルは 2 回分離、全体の解析を 10 秒間で行う。分離過程を 1 回追加したことにより、化学物質放出時
に同時に空気中に存在する溶剤、洗浄剤やディーゼル燃料からの干渉が減少、検出された目標化合
物のシグナルの信頼性が向上する。 
・ 『Lab on a Chip』誌に掲載された本研究の論文には、同センサーを使用して、29 種類の化合物混合
物の各成分を 7 秒間で特定したことが紹介されている。また、同システムは、40 日間の連続試運転
中、マスタードガスとホスホン酸塩基の神経ガスを模倣した化合物を正確に検出した。 
・ 各分離段階でガスが流れる速さを制御するセンサーの圧力弁の作用により、迅速な分析が可能。
温度制御されたシステム使用時より、センサーの消費電力が少なくてすむからだ。今後は、ラボ使用
機材の性能を上回るような統合した化学的分離、選択的検出、コンピューターデータ分析能力を備え
た、完全にポータブルな分析システムの開発に挑む。                          
・ 本研究の大部分は、米国防高等研究計画局(DARPA)と米国防脅威削減局(DTRA)、サンディア国
立研究所の Directed Research and Development program から資金を得た。また、統合システムの構
築やラボ使用機材に匹敵する付加機能導入のため、現在資金提供を募集中。 

URL:  https://share-ng.sandia.gov/news/resources/news_releases/gas_detection/  

（関連情報)  

      

Lab on a Chip 掲載論文(アブストラクトのみ：全文は有料） 

A high-speed, high-performance, microfabricated comprehensive two-dimensional gas 
chromatograph  

URL:  https://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2019/LC/C9LC00027E#!divAbstract  

  

https://www.chalmers.se/en/departments/chem/news/Pages/Mimicking-the-ultrastructure-of-wood-with-3D-printing-for-green-products.aspx
https://www.chalmers.se/en/departments/chem/news/Pages/Mimicking-the-ultrastructure-of-wood-with-3D-printing-for-green-products.aspx
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2352940718304918?via%3Dihub
https://share-ng.sandia.gov/news/resources/news_releases/gas_detection/
https://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2019/LC/C9LC00027E#!divAbstract
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【ロボット・AI 技術分野】  

82-5 

ｱﾒﾘｶ合衆国・ラ
トガース大学 

    2019/6/26 

AI 制御による箱詰めでコストを削減するロボットアーム 
(Artificial Intelligence Controls Robotic Arm to Pack Boxes and Cut Costs) 

・ ラトガース大学が、AI 制御による効率的な物品のパッキング能力で時間とコストの節約を可能にす
るロボットアームシステムを開発。 
・ シンプルかつ効果的なハードウェアの利用に加え、強力なアルゴリズムとソフトウェアの採用により
低コストでの自動化を実現。 
・ ランダムに積み重なった物体を一つずつピックアップして隙間なく箱に詰め込むタスクは倉庫での
作業効率化のために不可欠であるが、その大部分は依然として手動に頼っている。このようなタスク
の自動化は、企業の競争力を向上させ、身体的負担となる単純作業からの労働力の解放を可能にす
る。 
・ ICRA(国際ロボット学会）2019 で発表された本研究の論文は、Best Paper Award in Automation の
最終選考候補に残った。同研究は、物流、小売、倉庫のタスクでのロボットの利用という、成長中のト
レンドに合致するもの。 
・ 本研究では、容器からピックアップした物体を小箱に隙間なく詰め込むタスクに焦点を当てた。この
タスクは、物体をピックアップして単純に箱に入れる作業に比べて困難とされる。ロボットアーム用のソ
フトウェアとアルゴリズムを開発し、ヴィジュアルデータと共に、物体を押して倒す指の機能も担えるシ
ンプルな吸盤を採用した。 
・ これらにより、同ロボットアームは物体を押し倒して把持しやすい表面を見つけ、センサーデータを
利用して目的の場所に物体を詰め揃えることができる。この一連の作業では、失敗しそうな場合には
リアルタイムモニタリングがそれを検知して事前に回避する。 
・ 次の研究段階では、今回使用した立方体以外の形状とサイズの物体を扱う。また、特定のタスクを
課された場合のロボティックシステムによる自動学習について研究を進める。 

URL:  
https://news.rutgers.edu/artificial-intelligence-controls-robotic-arm-pack-boxes-and-cut-
costs/20190626#.XSLNq0jgrIU  

（関連情報)  

      

IEEE International Conference on Robotics and Automation(ICRA 2019)発表論文(フルテキスト） 

Towards Robust Product Packing with a Minimalistic End-Effector  

URL:  https://arxiv.org/pdf/1903.00984.pdf  

82-6 

ｱﾒﾘｶ合衆国・カ
リフォルニア大
学デービス校
(UC Davis) 

    2019/6/26 

遺伝子組換えバクテリアで物質を感知するロボットアーム 
（Robot Arm Tastes With Engineered Bacteria）  

・ UC Davis とカーネギーメロン大学の研究チームが、遺伝子組換え細菌を埋め込んだロボットアーム
で化学物質を感知する技術を開発し、生体ベースのソフトロボットを概念実証。 
・ 同研究チームの長期的な目標は、ポリマーの生成による物体の修復、エネルギー創生や環境のバ
イオセンシングを支援するソフトロボット用の合成微生物群の開発。今回、ソフトロボットに生きた細胞
を取り込むことで、生体-機械ハイブリッドマシーン開発の実現に一歩前進した。 
・ 同ロボットアームデバイスでは、IPTG(イソプロピル-β-チオガラクトピラノシド)に反応して蛍光タンパ
ク質を生成するように遺伝子組換えした大腸菌ベースのバイオセンシングモジュールを採用。多孔質
のフレキシブルなメンブレンが、細菌の細胞を漏出させることなく、化学物質を取り込む役割を担う。 
・ 同ロボットアームのフレキシブルグリッパー表面に埋め込まれた同バイオセンシングモジュールが、
グリッパーの指を通じて化学物質を感知する。 
・ IPTG がメンブレンを通じてチャンバーに達すると細菌の細胞が蛍光を発し、モジュールの電子回路
が光を検出する。電気信号を受けたグリッパーの制御ユニットが、物体のピックアップまたはリリース
を判断する。 
・ 同デバイスの試験では、グリッパーが IPTG のウォータバスを判別し、バスの中へに物体を配置す
るか否かを決定した。 
・ 現時点で感知できるのは一種類の物質のみであり、濃度の変化を検出するシステムの設計は難し
い。また、ロボット内部・表面で微生物群を安定的に維持することも今後の課題。 
・ 本研究は、米国科学財団(NSF)、米空軍科学研究局(AFOSR)および米海軍研究局(ONR)が一部支
援した。 

URL:  https://www.ucdavis.edu/news/robot-arm-tastes-engineered-bacteria  

（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 biosensing soft robot: Autonomous parsing of chemical signals through integrated organic and 
inorganic interfaces 

URL:  https://robotics.sciencemag.org/content/4/31/eaax0765  

https://news.rutgers.edu/artificial-intelligence-controls-robotic-arm-pack-boxes-and-cut-costs/20190626#.XSLNq0jgrIU
https://news.rutgers.edu/artificial-intelligence-controls-robotic-arm-pack-boxes-and-cut-costs/20190626#.XSLNq0jgrIU
https://arxiv.org/pdf/1903.00984.pdf
https://www.ucdavis.edu/news/robot-arm-tastes-engineered-bacteria
https://robotics.sciencemag.org/content/4/31/eaax0765
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【バイオテクノロジー分野】  

82-7 

ｱﾒﾘｶ合衆国・コ
ロラド大学ボー
ルダー校(CU 

Boulder) 

    2019/6/11 

CO2 をエサとして環境に優しい燃料を作るナノ微生物 
(These nano-bugs eat CO2 and make eco-friendly fuel)  

・ CU Boulder が、大気中の CO2 と N2 からプラスチックや燃料等の有用な化学物質を生成する、量
子ドットを使用したナノ-バイオハイブリッド微生物を開発。 
・ 光で活性化する量子ドットを利用して微生物の細胞の特定の酵素に働きかけることで、CO2 や N2
を生分解性プラスチック、ガソリン、アンモニアやバイオディーゼルに変換する、 「リビングファクトリー
(生物工場）」を作製した。 
・ 本研究は、量子ドットが有する多様な可能性の探求のため 2013 年に開始。量子ドットは微生物の
細胞に注入できて、目的の酵素への付着または自己組織化設計が可能。注入後特定の光の波長に
よりその酵素を作動させる。 
・ 今回は、大気中の CO2 と N2 の取込み・変換の経路を有するが、光合成が起こらないためそのよう
な働きができない特定の酵素を起動する、スパークプラグとしての量子ドット機能を調査した。 
・ このように特別設計した量子ドットを細胞に注入すると、多量のエネルギーを要する生化学的変換
のためのエネルギー源やエサを使用することなく、間接的な少量の日射光でも微生物の CO2 処理機
能が活性化した。 
・ 同ハイブリッド微生物は、緑色の波長では N2 を処理してアンモニアを、赤色の波長では CO2 を処
理してプラスチックを生成。量子ドットと光の組合せを変えることで異なる化学物質の生成が可能。 
・ また、このような生成プロセスのスケールアップの可能性も期待できる。このような微生物ファクトリ
ーを長時間継続的に作動させた後も劣化等の兆候が見られず、微生物が再生可能で頻繁なローテー
ションが不要なことも提示。 
・ 将来的には、一般家庭や産業が排出する CO2 を近隣の溜池に直接取り込んで、微生物にバイオ
プラスチックを生成させるシナリオを想定。最終製品を販売することで、少々の利益を得ながらカーボ
ンフットプリントのオフセットにも貢献できる。  
・ 今後は同変換プロセスを最適化を目指し、同大学の Engineering Excellence Fund グラントの資金に
よる研究活動を実施する。 

URL:  
https://www.colorado.edu/today/2019/06/11/these-nano-bugs-eat-co2-and-make-eco-
friendly-fuel  

（関連情報)  

      

Journal of the American Chemical Society(JACS)掲載論文(アブストラクトのみ：全文は有料） 

Nanorg microbial factories: Light-driven renewable biochemical synthesis using quantum dot-bacteria 
nano-biohybrids 

URL:  https://pubs.acs.org/doi/10.1021/jacs.9b02549  

  

https://www.colorado.edu/today/2019/06/11/these-nano-bugs-eat-co2-and-make-eco-friendly-fuel
https://www.colorado.edu/today/2019/06/11/these-nano-bugs-eat-co2-and-make-eco-friendly-fuel
https://pubs.acs.org/doi/10.1021/jacs.9b02549
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【新エネルギー分野（太陽光発電）】  

82-8 

オーストラリア
連邦・フリンダ
ース大学 

    2019/6/21 

次世代太陽電池が新方向にスピン 
(Next-gen solar cells spin in new direction) 

・ フリンダース大学が、ペロブスカイト太陽電池で利用できる、フォスフォレン（黒リンの 2D 材料）ナノ
シートを初めて作製。 
・ 同フォスフォレンナノシートは、同大学が開発した革新的な vortex fluidic device(VFD)による高速ス
ピンのせん断応力を利用して作製したもの。VFD は元来バイオ医療研究用途で、卵白の変性したタン
パク質を元の状態に戻す技術として 2015 年にイグノーベル賞を受賞している。 
・ 優れた導電性と可視光の吸収能力を有するフォスフォレンを、低温度プロセスで作製したペロブス
カイト太陽電池に統合した結果、エネルギー変換効率が 14.32%から 16.53%に向上。効率的で安価な
太陽電池の実現を促進する。  
・ グラフェンやフォスフォレン等の高品質の 2D 材料を大量に製造する研究は、VFD、近赤外レーザー
光パルスや産業規模の電子レンジの利用による効率的でサステナブルな材料製造の可能性を導くも
の。フォスフォレンは、水分解で水素と酸素を生成する光触媒での活用も期待されている。 
・ ペロブスカイト太陽電池の商用化は、セルのスケールアップで実現が見込まれるが、当面はセル性
能の向上と最適化に関する研究が進められる。 
・ 本研究は、豪州研究会議(Australian Research Council)の Discovery Program、Royal Society of 
Chemistry による研究グラント、Microscopy Australia、Australian National Fabrication Facility および
同大学の Microscopy and Microanalysis Centre が支援した。 

URL:  https://news.flinders.edu.au/blog/2019/06/21/next-gen-solar-cells-spin-in-new-direction/  

（関連情報)  

      

Small Methods 掲載論文(アブストラクトのみ：全文は有料） 

Efficient Production of Phosphorene Nanosheets via Shear Stress Mediated Exfoliation for Low‐
Temperature Perovskite Solar Cells 

URL:  https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/smtd.201800521  

82-9 

英国・サリー大
学 

    2019/6/24 

サリー大学研究者らがスズベースのペロブスカイト太陽電池を開発 
(Surrey researchers clear runway for tin based perovskite solar cells) 

・ サリー大学が、スズの使用により有毒な鉛の含有量を低減したペロブスカイト太陽電池を開発。 
・ 比較的新しい材料のペロブスカイトは、太陽電池材料として現在主流のシリコンに比して安価で太
陽光の吸収効率により優れる。ペロブスカイトを溶液処理したインクを使用したロール・ツー・ロールプ
リンティング等の技術により、効率的で薄く(半透明）フレキシブルな太陽電池が作製できるため、壁掛
けパネルから窓ガラスまで、シリコン太陽電池では不可能な様々な利用方法が可能。 
・ しかし、ペロブスカイトは有毒な鉛を含むため、環境への配慮から同材料の性能を維持しながら毒
性を低減する手法が研究されている。 
・ 同大学は、無毒性のスズの使用により銅含有量を 50%低減したペロブスカイト太陽電池を作製。そ
の微調整によりシリコン太陽電池のような赤外光の吸収能力を獲得した。 
・ また、鉛のみのセルとスズを混合したセルを積層すると、シリコン太陽電池のエネルギー変換効率
を超えることを確認した。スズベースのペロブスカイト太陽電池は環境に優しく効率的な太陽光パネル
を低コストで提供する次なる技術と考える。 

URL:  
https://www.surrey.ac.uk/news/surrey-researchers-clear-runway-tin-based-perovskite-
solar-cells  

（関連情報)  

      

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

Tin(IV) dopant removal through anti-solvent engineering enabling tin based perovskite solar cells with high 
charge carrier mobilities 

URL:  https://www.repository.cam.ac.uk/handle/1810/293286  

 

 

https://news.flinders.edu.au/blog/2019/06/21/next-gen-solar-cells-spin-in-new-direction/
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/smtd.201800521
https://www.surrey.ac.uk/news/surrey-researchers-clear-runway-tin-based-perovskite-solar-cells
https://www.surrey.ac.uk/news/surrey-researchers-clear-runway-tin-based-perovskite-solar-cells
https://www.repository.cam.ac.uk/handle/1810/293286
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