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【ナノテクノロジー・材料分野】  

85-1 

ｱﾒﾘｶ合衆国・
イリノイ大学
アーバナ・シ
ャンペーン校 

    2019/7/22 

酸化ガリウムでヒートアップする新しい半導体開発 
(Search for new semiconductors heats up with gallium oxide) 

・ イリノイ大学アーバナ・シャンペーン校が、MacEtch 法(metal-assisted chemical etching)により、高
アスペクト比を有する 3D ナノ構造のベータ酸化ガリウム(β-G2O3)パワー半導体の作製に成功。 
・ MacEtch 法はデリケートな半導体表面をあまり損傷しないことから、従来の乾式エッチング技術より
優れている。 
・ 酸化ガリウムは、高電圧エレクトロニクスや高速スイッチングの低電圧エレクトロニクスで必要とな
る、電子が自由に移動できる広いエネルギーギャップを有するが、高純度のシリコンに比して結晶構
造が複雑なためエッチングプロセスでの制御が難しい。 
・ 本研究では、結晶方位に対する金属触媒の配置方向により、三角錐、台形および先細の 3D フィン
構造をβ-G2O3 基板上に作製。これらは最適な形状ではないものの、エッチング処理していない平坦
なβ-G2O3 表面に比して導電性に優れることを発見。原子レベルでの特性評価では、優良な界面品質
を備えたβ-G2O3 が MacEtch 法で製造できることがわかった。窒化ガリウム(GaN)の低コスト代替とし
ての可能性が期待できる。 
・ ただし、同エッチングプロセス速度が極めて遅いことと、同材料の結晶構造の複雑性により、効率
的にエネルギーを使用できる垂直な 3D フィン構造の形成が困難なことが現在の課題。エッチング速
度が向上すれば、それぞれに異なる全ての結晶方位に反応する時間を節約できるため、垂直な 3D フ
ィン構造が形成できると考える。 
・ 高出力エレクトロニクスでは多量の熱を発するため、デバイス開発者らは熱処理方法を探求してい
る。今回実証したような 3D 構造は、デバイスタイプによっては放熱を促進すると考える。 
・ 本研究は、米国立科学財団(NSF)と米エネルギー省(DOE)が支援した。 

URL:  https://news.illinois.edu/view/6367/801428  

（関連情報)  

      

ACS Nano 掲載論文(アブストラクトのみ：全文は有料) 

High Aspect Ratio β-Ga2O3 Fin Arrays with Low-Interface Charge Density by Inverse Metal-
Assisted Chemical Etching 

URL:  https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acsnano.9b01709  

  

海外技術情報(2019 年 9月 13 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。 
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85-2 

ｱﾒﾘｶ合衆国・
カリフォルニ
ア工科大学
(Caltech) 

    2019/7/29 

錆の超薄膜層が流れる水で発電 
(Ultra-thin Layers of Rust Generate Electricity from Flowing Water) 

・ Caltech とノースウェスタン大学の科学者たちが、錆である酸化鉄の薄膜に塩水をかけて発電する
技術を開発。持続可能な発電の新しい手法になりうると期待される。 
・ 金属化合物と塩水の相互作用は電気を発生するが、通常はバッテリー内で 1個以上の化合物が新
しい化合物に変換される際におきる化学反応の結果である。 
・ これとは対照的な新技術は、化学反応には頼らず、流れる塩水の運動エネルギーを電気に変換。
この現象は、六方格子に配列された炭素原子のグラフェンシートの薄膜でもすでに観測されており、
運動エネルギーを電力に変換する効率は約 30%であった。太陽光発電の場合、電気変換効率は最大
でも 20%しかないことを考慮すると、著しく効率的。 
・ しかし、グラフェン膜を使いやすいサイズまでスケールアップすることは難しく、本技術が開発した酸
化鉄膜を使用するほうが、生産しやすくスケールアップも可能。 
・ 鉄合金上に自然に形成される錆を、一貫した薄膜の層に形成するために、新技術では物理気相成
長法（PVD）を用い、鉄を気相にして物質の表面上で凝結させ、10nm 厚の鉄層を生成。金属膜を PVD
装置から取り外すと、空気中に 2nm 厚の錆が自発的に形成された。 
・ 錆でコーティングされた鉄合金に様々な濃度の塩水液をかけると、1 ㎠あたり数 10mV と数ミクロア
ンペアが生成。10 ㎡のプレートでは、数 kW/時間の発電が可能となる計算で、米国の一般的な家庭
用には十分な量。遠隔地から操作可能な低電力デバイスなど、より低電力使用のアプリケーションへ
の適用がさらに期待できる。 
・ イオンの吸着と脱着を伴う発電のメカニズムは複雑で、まず塩水内のイオンが錆の層の下にあるイ
オンを誘発し、塩水が流れると、誘発されたイオンも流れ、その力でイオン内の電子をつかみ、発電す
る。 
・ このような効果は、生理食塩水が流れている特定の環境で有用。例えば、潮汐力発電やブイなど
海洋に漂う波力発電などは、パッシブな電気エネルギーの変換に活用できる。人体にも塩水が流れて
いるので、インプラント等への送電用の発電としても利用可能。 

URL:  
https://www.caltech.edu/about/news/ultra-thin-layers-rust-generate-electricity-flowing-
water  

（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） 

Energy conversion via metal nanolayers 

URL:  https://www.pnas.org/content/early/2019/07/26/1906601116  

85-3 
英国・マンチェ
スター大学 

    2019/7/30 

3D プリントできる 2D 材料ベースのインクがエネルギー貯蔵デバイスを向上 
(3D printable 2D materials based inks show promise to improve energy storage devices) 

・ マンチェスター大学が、スーパーキャパシタなどのエネルギー貯蔵デバイス用の電極を 3D プリント
可能な、2D 材料の MXene を使用したインクを開発。 
・ MXene は、チタンなどの遷移金属と炭素原子で構成された粘土状の 2D 材料であり、ドレクセル大
学で開発された。MXene は他の粘土と違い、乾燥時には高い導電性を有し、親水性があり、水性懸濁
液やインクの中で簡単に拡散する。 
・ グラフェンは、銅より高い導電性を有し、鋼鉄よりも強靭で柔軟性があり極細な世界で最初の 2D 材
料で、様々な特性をもつ他の 2D 材料の研究のさきがけとなったが、その特性を活用する為には、2D
材料をデバイスや構造物に効率的に搭載することが必要。実現にむけた製造アプローチと材料製剤
の開発が課題となっていた。 
・ 新技術では、数原子厚の大きな MXene フレークと水を独立して使用し、粘弾性のあるインクを形成
する。このインクは、高さ 20 層以上の自立構造物を直接 3D プリントできる。また、MXene の高導電性
により、集電装置フリーなスーパーキャパシタも直接 3D プリントできる。レオロジー的特性とアプロー
チの持続性との融合により、特にエネルギー貯蔵やアプリケーションの分野で、2DMXene の機能特性
を必要とするカスタマイズ 3D 構造物に、高い汎用性が見込まれる。 
・ 積層造形は、カスタマイズしたマルチマテリアルエネルギーデバイス製造の一手法だが、本研究を
通じて、MXene の潜在的能力が実証され、エネルギー貯蔵アプリケーション分野での活用につながる
ことが期待される。 
・ スーパーキャパシタは、従来よりもはるかに少ないエネルギーを使用しながら、大量のエネルギー
を発生できるデバイス。このような性質を持つデバイス用の 2D材料使用については、高導電性とデバ
イス重量の軽減に着目した多くの研究がなされてきた。 
・ 今後は、電動自動車などの自動車産業や、携帯電話他エレクトロニクス等のデバイスに本技術を
活用する予定。 

URL:  
https://www.manchester.ac.uk/discover/news/3d-printable-2d-materials-based-inks-show-
promise-to-improve-energy-storage-devices/  

https://www.caltech.edu/about/news/ultra-thin-layers-rust-generate-electricity-flowing-water
https://www.caltech.edu/about/news/ultra-thin-layers-rust-generate-electricity-flowing-water
https://www.pnas.org/content/early/2019/07/26/1906601116
https://www.manchester.ac.uk/discover/news/3d-printable-2d-materials-based-inks-show-promise-to-improve-energy-storage-devices/
https://www.manchester.ac.uk/discover/news/3d-printable-2d-materials-based-inks-show-promise-to-improve-energy-storage-devices/
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 （関連情報) 

      

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

3D Printing of Freestanding MXene Architectures for Current‐Collector‐Free Supercapacitors 

URL:  https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/adma.201902725  

【電子・情報通信分野】  

85-4 

ｱﾒﾘｶ合衆国・
プリンストン大

学 

    2019/7/24 

テラヘルツ・ギャップを埋める：新センサー開発を促進する微小レーザー 
(Closing the terahertz gap: Tiny laser is an important step toward new sensors） 

・ プリンストン大学が、テラヘルツ波を使用するポータブルなイメージングシステムを開発。 
・ 布地やプラスチック等の材料を透過するテラヘルツ波によるイメージングは長らく研究されている
が、同周波数範囲を利用する実用的なシステムの開発は困難であり、アプリケーションでの利用に至
っていない。このような状況は「テラヘルツ・ギャップ」と呼ばれている。 
・ 可動部を持たない新イメージングシステムは、チップスケールの周波数コム。半導体チップから直
接放射するテラヘルツ波の利用により、分子の特定やそれらの配列、材料の構造的損傷を迅速に精
査できる。同システムのデュアルコム構造が、反射した光の特定のパターンや分光的特徴の効率的
な測定を可能にし、サンプルの分子構造を特定する。 
・ 現行のテラヘルツイメージング技術は高コストと作動の煩雑性が課題であるが、新システムではよ
り低コストの半導体設計で秒毎に多数の画像を生成できる。そのため、製造ライン等の医療用錠剤の
リアルタイムの品質管理での利用も可能。 
・ 一般的な不活性成分（グルコース，ラクトース及びヒスチジン）の 3 領域を含む医療用錠剤で同シス
テムの概念実証を実施。同システムは、錠剤中の各成分を特定し、そららの成分の境界と、他の領域
に流れた薬品のスポット（斑点）数個を明示。このような「ホットスポット」は、有効成分が錠剤に適切に
混合しない場合に起こり、薬品製造において解決すべき課題となっている。 
・ また、米 25 セント硬貨の画像で同システムの分解能を実証。0.2mm のワシの翼の細部を明瞭に可
視化した。 
・ 同システムは、産業・医療用途のテラヘルツイメージングを従来以上に可能にするが、実際のアプ
リケーションでは従来どおり低温度冷却が必要。室温下で作動可能なレーザーの研究は多く実施され
ており、同システムのデュアルコムによるハイパースペクトルイメージング技術では、そのような室温
のレーザー源で適切に機能するため、多様な利用方法の可能性が生まれると考える。 
・ 非電離放射線であるテラヘルツ波は、例えば皮膚がんの診断等、医療分野で安全に利用できる。
また、金属を画像化できるため、飛行中に障害物に当たった航空機の比翼の検査等での利用も可
能。さらに、他の周波数では画像化できない材料の調査にも使用できる。 
・ 本研究は、米国防高等研究計画局(DARPA)と米エネルギー省(DOE)が一部支援した。 

URL:  
https://www.princeton.edu/news/2019/07/24/innovative-tiny-laser-has-potential-uses-
drug-quality-control-medical-diagnosis  

（関連情報)  

      

Optica 掲載論文(フルテキスト） 

Terahertz hyperspectral imaging with dual chip-scale combs  

URL:  https://www.osapublishing.org/optica/abstract.cfm?uri=optica-6-6-766  

  

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/adma.201902725
https://www.princeton.edu/news/2019/07/24/innovative-tiny-laser-has-potential-uses-drug-quality-control-medical-diagnosis
https://www.princeton.edu/news/2019/07/24/innovative-tiny-laser-has-potential-uses-drug-quality-control-medical-diagnosis
https://www.osapublishing.org/optica/abstract.cfm?uri=optica-6-6-766
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85-5 

ｱﾒﾘｶ合衆国・
ジョージア工

科大学
(Georgia 
Tech) 

    2019/7/30 

ストレッチャブルな電子機器によるウェアラブルヘルスモニター 
(Soft Wearable Health Monitor Uses Stretchable Electronics) 

・ Georgia Tech が、ストレッチャブルな電子機器を搭載したワイヤレスなウェアラブルヘルスモニター
を開発。従来品より装着が快適で長期のモニタリング使用に適しており、子供から大人まで、皮膚損
傷や接着剤センサーによるアレルギー反応を心配することなく使用できる。 
・ 柔らかくて着心地の良いヘルスモニターは、心電図（ECG）、心拍数、呼吸数や運動活動データを、
スマートフォンやタブレットコンピューターなどの携帯記録装置に 15m程度の範囲内で送信可能。導体
は伸縮性のある基板に搭載され、医療用フィルムが埋め込まれたストレッチャブルなプリンテッド・コネ
クタを介して、皮膚に似た金属製の電極につながっている。 
・ このヘルスモニターは、激しく動く幼児に最も適しており、柔らかくで着心地良いデバイスが人の動
きに追従して皮膚に密着。また、従来のモニターでは皮膚損傷してしまう敏感肌の患者にも最適。モ
ニターは、人体と動物の両方で試験済み。 
・ デバイスが皮膚に適合するので、皮膚を横断する金属ゲル電極の動きが引き起こす信号の問題を
回避できる。デバイスは、歩いたり走ったり、階段を上ったりしている人からも正確な信号を受信でき
る。 
・ ワイヤレスなウェアラブルヘルスモニターを使用した継続的な医療評価は、子供のアセスメントを改
善し、医療従事者が傾向を迅速に把握して、症状が発生する前に医療介入できる。子供の息遣いま
で観測できるので、深刻な病状悪化が発生する前に検出し、早期に医療介入できる。また、自宅で
は、見た目では通常わからないような変化も検出可能。ワイヤレスなので、子供の装着時の違和感を
軽減できる。 
・ モニターには、電子処理装置を組み込んだフィルムに埋め込まれた 3 個の金属電極を使用。全体
の大きさは、直径わずか 3inch（約 7.62cm）であり、進化したバージョンでは、その半分のサイズとなる
予定。使用する電力は、現在小型の充電式電池から得ているが、将来的には外部の無線充電システ
ムに置き換える予定。 
・ 敏感肌の高齢者の患者にも最適で、例えば 2 週間の連続装着なども可能。また、メンブレンが防水
使用なので、装着したままシャワーを浴びることもできる。使用後の電気部品はリサイクル可能。 
・ モニターは、病院や医療施設で短期使用の医療用テープベースのものと、創傷ケアに認定された
柔らかい医療用エラストマーフィルムを使用しているものと、二種類開発。後者は、より長期間皮膚に
装着できる。 
・ デバイスは完全に乾燥していて、皮膚からの信号受信にゲルは必要なく、皮膚と極薄のセンサー間
には何もないので、着心地が良い。 
・ 長期装着が可能なため、ECG データも長期に渡り観測でき、潜在的な心臓疾患の把握に役立つ。
信号のモニタリングには深層学習を使用、より多くの患者データと比較できる。異常が検出された場合
には、信号をスマートフォンや他のデバイスにワイヤレスで送信できる。 
・ モニターの電気回路はメッシュ状の銅のパターンで、柔軟性があり、柔らかい基板の極薄フィルム
を使用。チップのみがフレキシブルでないが、従来のプラスチック回路基板とは異なる、伸縮性のある
柔らかい基板上に搭載されている。 
・ 今後は、デバイスサイズの縮小を目指し、体温、血中酸素、血圧など、健康関連のパラメーターを
観測する機能を増やす予定。従来のヘルスモニターと比較した機能評価のための臨床試験が主なマ
イルストーンとなる。今後も、科学技術の進歩を患者ケアの現場で生かすために、研究を継続する予
定。 
・ 本研究は、Children’s Healthcare of Atlanta の Imlay Innovation Fund や NextFlex (Flexible Hybrid 
Electronics Manufacturing Institute) から支援を受けた。また、 Georgia Tech の Institute for 
Electronics and Nanotechnology よりシード研究助成金を得た。 

URL:  
https://www.news.gatech.edu/2019/07/30/soft-wearable-health-monitor-uses-stretchable-
electronics  

（関連情報)  

      

Advanced Science 掲載論文(フルテキスト） 

All‐in‐One, Wireless, Stretchable Hybrid Electronics for Smart, Connected, and Ambulatory 
Physiological Monitoring 

URL:  https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/advs.201900939  

  

https://www.news.gatech.edu/2019/07/30/soft-wearable-health-monitor-uses-stretchable-electronics
https://www.news.gatech.edu/2019/07/30/soft-wearable-health-monitor-uses-stretchable-electronics
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/advs.201900939
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【ロボット・AI 技術分野】  

85-6 

ｱﾒﾘｶ合衆国・
カーネギーメ
ロン大学 

    2019/7/26 

ソフトセンサーの課題のエレガントな解決方法 
(An elegant solution to the soft sensing challenge)  

・ カーネギーメロン大学が、単一のタクタイル（触感）センシング素子を備えたソフトなマグネティックス
キンを開発。 
・ 触感センサーのソフトスキンの多くでは、触感を検知する箇所にワイヤを必要とする。大面積のセン
シングではこれらのワイヤが大きな鳥の巣のようになり、複雑化したインターフェースがセンシングシ
ステムの故障を引き起こす可能性がある。 
・ 新開発のソフトマグネティックスキンは、ロボット、人間の皮膚や材料等に貼り付けられるストレッチ
ャブルなマグネット状で触感機能を付与する。数百万個の微粒子を充填したシリコーンゴムから構成
され、各微粒子の持つ N 極と S 極により発生する磁界を利用して触感を検出する。 
・ 同マグネティックスキンが物体に触れるとシリコーンゴムが動きを感知して全微粒子が始動してゴム
内部の磁界が変わる。埋め込みマグネトメーターチップがこの磁界の変化を測定し、物体の触れた場
所とその強度を推測する。また、磁気を利用するため物体に直接触れない触感検出も可能。 
・ 同マグネティックスキンは、バルキーな電子機器や複雑なワイヤリングを使用しないセンシング機
能を必要とするロボティック・エンドスコピー（内視鏡検査）において、ブレイクスルーをもたらす可能性
が考えられる。 
・ 同マグネットスキンのセンサー機能の向上を図るため、内視鏡カテーテルを模倣した筒状の物体に
沿った圧力の検出方法とセンシング面積の拡大(現時点では 1.5 ㎠まで）について研究を進める。ま
た、磁性微粒子が作る磁界の拡大やマグネトメーターの配置場所の変更を試みる。 

URL:  https://engineering.cmu.edu/news-events/news/2019/07/26-majidi-magnetic-skin.html  

（関連情報)  

      

Advanced Intelligent Systems 掲載論文(フルテキスト） 

Soft Magnetic Skin for Continuous Deformation Sensing 

URL:  https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/aisy.201900025  

85-7 

ｱﾒﾘｶ合衆国・
カリフォルニ
ア大学バーク
レー校(UCB) 

    2019/7/31 

踏みつぶすことのできないゴキブリに着想を得たロボット 
(You can’t squash this roach-inspired robot) 

・ UCB が、昆虫スケールで素早く動く、非常に頑丈なロボットを開発。ロボット実用化の課題である素
早い動作と頑丈性を同時に備えた小型ロボットを、自然界より着想を得て開発した。 
・ この昆虫スケールのロボットは、屈曲変位を起こす圧電素子のユニモルフ構造を利用して作製して
おり、自らの体長の 20 倍を 1 秒間で移動する速度は、ゴキブリ並みで、現在最速。ピーナッツなどを
持ったり、坂を上ったりが可能で、ゴキブリ並みの強靭さも備える。ロボットの重さは、0.1g 程だが、約
60kg の大人の人間が踏んだ場合でも、システムは破壊されずにそのまま作動。 
・ 素早い動作とロバスト性は、圧電素子のユニモルフ構造の大振幅振動に起因。設計原理、駆動装
置、動作特性は、他のフレキシブルデバイスにも使用できるように最適化が可能。 
・ このような小型ロボットは、地震発生時などに、人間や犬が行けないような狭く危険な場所での検索
や救助に役立つ。 
・ 大型の切手サイズの同ロボットは、圧電性に優れたポリフッ化ビニリデン(PVDF)の薄いシートでで
きている。圧電材料は、電圧をかけることにより材料が膨張または収縮する特性をもつ。 
・ 本研究では、弾性変形するポリマーの層に PVDF をコーティングして、伸縮させるかわりにシート全
体が曲がるようにした。その後、前脚を追加して、電場下で材料を曲げたりまっすぐにしたりすると、振
動がデバイスを前に動かし、「リープ・フロッグ（蛙飛び）」運動をする。 
・ ロボットは現在、振動を起こすために電圧を搭載した細いワイヤーにつながれているが、将来的に
は、ロボットが自立して動けるように、本体にバッテリーを搭載する予定。また、ガス検出センサーも搭
載して、デザインも改善し、障害物の間をより動きやすくする予定。 
・ 本研究は、Berkeley Sensor and Actuator Center および Industry-University Cooperation Research 
Center より一部支援を受けた。 

URL:  https://news.berkeley.edu/2019/07/31/you-cant-squash-this-roach-inspired-robot/  

（関連情報)  

      

Science Robotics 掲載論文(フルテキスト） 

Insect-scale fast moving and ultrarobust soft robot 

URL:  https://robotics.sciencemag.org/content/4/32/eaax1594  

  

https://engineering.cmu.edu/news-events/news/2019/07/26-majidi-magnetic-skin.html
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/aisy.201900025
https://news.berkeley.edu/2019/07/31/you-cant-squash-this-roach-inspired-robot/
https://robotics.sciencemag.org/content/4/32/eaax1594
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【環境・省資源分野】  

85-8 

スイス連邦工
科大学チュー
リッヒ校(ETH)
（チューリッヒ
工科大学） 

    2019/7/29 

サステナブルなメタノールを作る触媒 
(A catalyst for sustainable methanol) 

・ ETH と仏・Total 社が、CO2 と水素をメタノールに効率的に直接変換する、酸化インジウムとパラジ
ウムを使用した触媒を新たに開発。 
・ バルクケミカルのメタノールは、現在では主に化石燃料をベースとしている燃料や様々な化学物質
に変換できる。また、メタノール燃料電池の推進剤としての利用も期待できる。 
・ ETH は数年前に酸化インジウム触媒によるメタノール生成（副生物はほぼ水のみ）の実証に成功
し、高度な安定性を確認しているが、不十分な触媒活性度を補うための、酸化インジウムの多量利用
が商用化の可能性を阻んでいた。 
・ 今回の研究では、選択性と安定性を維持したまま触媒活性を向上することに成功。酸化インジウム
の結晶格子構造に数個のパラジウムの単一原子を挿入することで触媒表面にパラジウム原子が集
合し、優れた触媒性能を提供する微小なクラスタを形成する。 
・ 現在、産業規模のメタノール生成は化石燃料由来であり、これに伴ってカーボンフットプリントも高く
なっている。CO2 からメタノールを生成する今回の技術では、メタノールから燃料を合成・燃焼後に
CO2 を再利用するため、クローズドなカーボンサイクルの実現が可能と考える。 
・ 水素の生成には電力を要するが、風力、太陽、水力等の再生可能エネルギー源の活用により、サ
ステナブルなメタノールとそれを使用した化学物質や燃料の合成が可能と考える。 
・ ETH と Total 社は、本技術について特許を出願。Total 社は同技術のスケールアップと実証ユニット
での同技術の実証を数年内に実施予定。 

URL:  
https://ethz.ch/en/news-and-events/eth-news/news/2019/07/catalyst-for-sustainable-
methanol.html  

（関連情報)  

      

Nature Communications 掲載論文(フルテキスト） 

Atomic-scale engineering of indium oxide promotion by palladium for methanol production via CO2 
hydrogenation 

URL:  https://www.nature.com/articles/s41467-019-11349-9  

  

https://ethz.ch/en/news-and-events/eth-news/news/2019/07/catalyst-for-sustainable-methanol.html
https://ethz.ch/en/news-and-events/eth-news/news/2019/07/catalyst-for-sustainable-methanol.html
https://www.nature.com/articles/s41467-019-11349-9
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【新エネルギー分野（太陽光発電）】  

85-9 

ｱﾒﾘｶ合衆国・
ワシントン大

学 
セントルイス

校 

    2019/7/24 

非毒性太陽電池実現に向けた最初の一歩 
(A good first step toward nontoxic solar cells) 

・ ワシントン大学セントルイス校が、データ解析や量子力学的計算により発見された新しい二重ぺロ
ブスカイト型酸化物を用いて、太陽光発電アプリケーション用のより安定した、鉛成分を含まない毒性
の低い半導体を作製。シリコン系の太陽電池に代わる、安価で高効率な代替品となりうる可能性が期
待される。 
・ 新しい半導体 KBaTeBiO6 は、カリウム、バリウム、テルル、ビスマスと酵素で構成。この非鉛化二
重ぺロブスカイト型酸化物は、30,000の潜在的なビスマス系酸化物のひとつ。これら 30,000のうち、わ
ずか 25 が既知の化合物。 
・ 研究チームは、材料情報科学と量子力学的計算を用いて、KBaTeBiO6 が 30,000 のビスマス系酸
化物の中では最も信頼性が高いことを発見。大部分の酸化物は大きなバンドギャップをもつ傾向にあ
るが、新技術による化合物はより低いバンドギャップをもち、ハロゲン化ぺロブスカイトに近く、特性は
適度に良好。 
・ バンドギャップは、電子が自由キャリアを形成するために乗り越えなければならないエネルギー障
壁であり、太陽電池は、自由キャリアを抽出して電子デバイスに電力を供給、貯蓄できる。バンドギャ
ップを乗り越えるために必要なエネルギーは、太陽光から与えられる。太陽光発電アプリケーション用
として最も信頼性が高い化合物のバンドギャップは、約 1.5eV。 
・ 研究チームは 6 か月かけて材料を合成し、バンドギャップが 1.88eV で安定した予想通りの半導体
を実証。 
・ 今後バンドギャップの微調整が必要ではあるが、本研究は、非毒性太陽電池開発実現への更なる
一歩となった。ハロゲン化鉛ペロブスカイトから離脱できれば、太陽電池のみならず、LCD ディスプレ
イのような他の半導体アプリケーション用の半導体設計においても、非常に大きな分野が拓かれる。 
・ 今後は、この新しい半導体の欠陥の役割を検証し、エアロゾル技術のようなより進化した合成技術
の利用を探求する。 
・ 本研究は、米国科学財団(NSF)助成金番号 1806147 と、オークリッジ関連大学の Ralph E. Powe 
Junior Faculty Enhancement Award より資金を得た。 

URL:  https://source.wustl.edu/2019/07/a-good-first-step-toward-nontoxic-solar-cells/  

（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）  

KBaTeBiO6: A Lead-Free, Inorganic Double-Perovskite Semiconductor for Photovoltaic Applications 

URL:  https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.chemmater.9b01025  

  

https://source.wustl.edu/2019/07/a-good-first-step-toward-nontoxic-solar-cells/
https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.chemmater.9b01025
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【新エネルギー分野（燃料電池・水素）】   

85-10 

ｱﾒﾘｶ合衆国・
リーハイ大学 

    2019/8/1 

太陽エネルギーによる水素生成の新方向 
(A promising new solar-powered path to hydrogen fuel production) 

・ リーハイ大学が、太陽光による水分解で水素を生成する、CdS（硫化カドミウム）量子ドット/還元型
酸化グラフェン光触媒を合成する環境に優しいプロセスを開発。 
・  室温・大気下で同光触媒を合成できる同プロセスは、持続可能性やスケーラビリティーに関する従
来の課題を克服。太陽光による水分解で得られる水素は、輸送用燃料、肥料用化学工業原料や化学
製品製造に利用できる。これらの産業部門は、現在温暖化ガスの主要な排出源となっている。 
・ 太陽光によるエネルギー生成の実現における課題の一つは、環境負荷の高い溶媒と多量なエネル
ギーの使用。これらの要因により、長期的なソリューションとしての実施が不可能となっている。 
・ 同合成プロセスは、シスタチオンγ-リアーゼ(CSE)酵素による生体鉱物形成作用(biomineralization：
生物による無機化合物の形成)を応用し、水溶液ベースのプロセスを通じたスケーラブルでグリーンな
光触媒技術を実現。 
・ 同大学は、過去にバクテリアを使用した量子ドットのワンステップ製造方法を開発している。同製造
方法は、高温度や有毒な化学物質を使用せずに、シンプルな水溶液で機能性半導体ナノ粒子を作製
できる。 
・ 今回の光触媒ナノ材料の生体鉱物形成作用による合成では、エネルギーアプリケーションに最適
な粒子サイズと結晶化度等の材料特性の制御が重要な課題。CdS ナノ粒子の合成に加え、酸化グラ
フェンを還元してより高導電性の還元型酸化グラフェンを形成。還元型酸化グラフェンが CdSナノ粒子
を担持する、より効率的な光触媒を作製した。 
・ 産業界による同新合成プロセスのスケールアップや、同プロセスのコンセプトを利用した技術重要
度の高い他の材料の作製も可能であると考える。 
・ 同研究は、米国立科学財団(NSF)が支援した。 

URL:  
https://engineering.lehigh.edu/news/article/promising-new-solar-powered-path-hydrogen-
fuel-production  

（関連情報)  

      

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

Enzymatic synthesis of supported CdS quantum dot/reduced graphene oxide photocatalysts 

URL:  https://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2019/gc/c9gc00097f#!divAbstract  

 

 

 
 

おことわり 

本「海外技術情報」は、NEDO としての公式見解を示すものではありません。 

記載されている内容については情報の正確さについては万全を期しておりますが、内容に誤りのある可能性もあります。NEDO は

利用者が本情報を用いて行う一切の行為について、何ら責任を負うものではありません。 

本技術情報資料の内容の全部又は一部については、私的使用又は引用等著作権法上認められた行為として、適宜の方法により

出所を明示することにより、引用・転載複製を行うことが出来ます。ただし、NEDO 以外の出典元が明記されている場合は、それぞれ

の著作権者が定める条件に従ってご利用下さい。 

https://engineering.lehigh.edu/news/article/promising-new-solar-powered-path-hydrogen-fuel-production
https://engineering.lehigh.edu/news/article/promising-new-solar-powered-path-hydrogen-fuel-production
https://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2019/gc/c9gc00097f#!divAbstract

