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ｱﾒﾘｶ合衆国・
コーネル大学 

    2016/3/21 

変形する金属が未来のソフトロボティクスを形作る 
(Morphing metal shapes future of soft robotics) 

・ コーネル大学が、金属と多孔質ゴム発泡体から成るハイブリッド材料を開発。 
・ 同材料はダメージを受けても自己回復が可能。 
・ Field's 金属と呼ばれる軟質な合金と多孔質シリコン発泡体を組み合わせた同材料は、融点が 144
℉。鉛を含まないことから同金属を採用。 
・ エラストマー発泡体を溶融金属に浸した後真空に配置して発泡体の孔を金属に入れ替える。孔の
大きさは約 2mm で、材料の硬さと柔らかさを調整できる。 
・ 硬さが必要だが変形できる柔軟性も備えた同材料は、ソフトロボティクスでのアプリケーションが可
能。 

URL:  
http://mediarelations.cornell.edu/2016/03/21/video-morphing-metal-shapes-future-of-soft
-robotics/  

(関連情報）  

      

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

Morphing Metal and Elastomer Bicontinuous Foams for Reversible Stiffness, Shape Memory, and 
Self-Healing Soft Machines 

URL:  http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/adma.201505991/abstract  
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ﾄﾞｲﾂ連邦共和
国・ユーリヒ総
合研究機構 

    2016/3/29 

効率的なグラフェンドーピングは基板材料次第 
(Effective Graphene Doping Depends on Substrate Material) 

・ ユーリヒ総合研究機構が、様々な基板材料上で外来原子の窒素を混入した炭素化合物（ドーピン
グされたグラフェン）のサンプルを調査し、基板材料の構造がグラフェンの電気特性にどのような影響
を与えるのかを研究。 
・ エピタキシャルグラフェンと準自立単分子層グラフェンのサンプルをドーピングし、定在Ｘ線波動場を
用いて数百万分の 1 ㎛の精度でスキャンしたところ、両サンプルは異なる窒素濃度を示すがほとんど
同一の電子数であることが判明。準自立単分子層グラフェンにおいて、グラフェンと基板との間の水素
原子の一部が窒素原子に置き換わることを確認。 
・ グラフェンの電気特性を損なわずに処理できる技術を実用化できれば、ナノエレクトロニクス等にお
ける将来的な適用の幅が広がると期待。 

URL:  
http://www.fz-juelich.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/UK/EN/2016/16-03-39graphene_
doping.html  

(関連情報）  

      

Physical Review Letters 掲載論文（フルテキスト） 

The structural and electronic properties of nitrogen-doped graphenes 

URL:  http://journals.aps.org/prl/abstract/10.1103/PhysRevLett.116.126805  

 

《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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豪・ 
ロイヤルメル
ボルン 
工科大学
(RMIT) 

    2016/4/1 

もう洗濯は不要：ナノ強化繊維が光で自己洗浄 
(No more washing: Nano-enhanced textiles clean themselves with light) 

・ RMIT が、光に曝されると有機物を分解する特殊なナノ構造を安価で効率的に成長させるプロセス
を開発。電球下に置いたり太陽光下で使い込むことで汚れを自己洗浄するナノ強化繊維開発の可能
性を拓く。 
・ 同プロセスは、触媒ベース工業で農薬や薬剤等の多様なアプリケーションが可能で、容易に産業レ
ベルへのスケールアップができる。 
・ 可視光吸収能力の高い銅と銀ベースの 3Dナノ構造が光に曝されて生成される「ホットエレクトロン」
が多量のエネルギーを放出して有機物を分解。 
・ 同プロセスでは数種類の溶液に浸すことで繊維上に直接ナノ構造を成長させ、30 分以内で安定し
たナノ構造ができる。 
・ 次の段階ではトマトソースやワイン等の身近な有機化合物を使って分解能力を試す。 

URL:  
http://www.rmit.edu.au/news/all-news/2016/april/nano-enhanced-textiles-clean-themselve
s-with-light/  

(関連情報）  

      

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

Robust Nanostructured Silver and Copper Fabrics with Localized Surface Plasmon Resonance 
Property for Effective Visible Light Induced Reductive Catalysis 

URL:  
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/admi.201500632/abstract;jsessionid=8C0FA81120
8DEF4BCCCCA182FCD62E76.f04t04  
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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) 

    2016/4/1 

最強のチタン合金で車両燃料の経済性向上と CO2 排出削減を狙う 
(Strongest titanium alloy aims at improving vehicle fuel economy and reducing CO2 emissions) 

・ PNNL が、特殊なナノ構造への原子配置により強靭性を向上させたチタン合金（Ti185)の安価な製
造方法を開発。 
・ PNNL は 6 年前に溶融チタンの代わりに水素化チタン粉末を利用することで合金生産のプロセス時
間とエネルギーの大幅削減に成功。現在 Advanced Materials Inc.がこの水素化チタン粉末や他の高
度材料を航空産業等に販売している。 
・ 今回、PNNL は強力な電子顕微鏡と原子プローブイメージングを利用してチタン合金のナノ構造を
観察。材料を強化する加熱処理プロセスの最適化を探った結果、低温度処理前の高温度処理により
チタン合金の強度が市販のものに比べて 10～15%向上することを発見。これは鋼の約 2 倍の強さ。 
・ 最適化された加熱処理プロセスにより、アルミニウムやチタン元素はナノ結晶構造のα相に、バナジ
ウムと鉄はβ相に移動し、これらの領域で異なる配列をすることを発見。1,450℉の高温加熱処理により
独特な階層的ナノ構造を達成。 
・ このような構造を他の合金に応用し、より軽量で低エネルギー消費で CO2 排出量の少ない車両を
作るアルミニウム等の強度向上も期待できる。 

URL:  http://www.pnnl.gov/news/release.aspx?id=4264  

(関連情報）  

      

Nature Communications 掲載論文(フルテキスト） 

A low-cost hierarchical nanostructured beta-titanium alloy with high strength 

URL:  http://www.nature.com/ncomms/2016/160401/ncomms11176/full/ncomms11176.html  
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ﾄﾞｲﾂ連邦共和
国・ﾌﾗｳﾝﾎｰﾌ
ｧｰ協会(FhG) 

    2016/4/1 

テラヘルツ技術が産業的に成熟 
(Terahertz technology reaches industrial maturity) 

・ フラウンホーファー協会が、テラヘルツを利用したデバイス（センサーヘッド）の小型化・低価格化に
成功。2016 年 4 月の Hannover Messe にて、プラスチック管等の様々な部品を簡単に試験できる革新
的なセンサーヘッドを備えるテラヘルツ測定システムを発表。 
・ これまでテラヘルツ技術普及の障壁であった半導体の必要特性を解決すべく、1.5 ㎛の波長に集中
したレーザー光で刺激されうる半導体を開発。また、従来は 2つの別個の部品で正確な配置が難しか
ったテラヘルツ送受信機につき、送受信を同時にできる集積チップを製造し直径たった 25mm で長さ
35mm の小型センサーヘッドに搭載。目的物に焦点を合わせた単一の光学レンズを用いて柔軟な作
動距離を可能にした。 
・ このプロトタイプは、すでにプラスチック管の製造時における管壁の厚み監視工程に超音波システ
ムに代えて活用されており、将来的には繊維強化複合材料の塗装やコーティングの検証に利用でき
ると想定。 

URL:  http://www.fraunhofer.de/en/press/research-news/2016/april/terahertz-technology.html  

(関連情報）  

      

HANNOVER MESSE 2016 (4 月 25～29 日 ハノーバー開催）ウェブサイト 

Terahertz technology reaches industrial maturity 

URL:  
http://www.hannovermesse.de/en/info/for-journalists/press-releases/exhibitror-press-rele
ases/?id=17126&lang=GB  
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http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/admi.201500632/abstract;jsessionid=8C0FA811208DEF4BCCCCA182FCD62E76.f04t04
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/admi.201500632/abstract;jsessionid=8C0FA811208DEF4BCCCCA182FCD62E76.f04t04
http://www.pnnl.gov/news/release.aspx?id=4264
http://www.nature.com/ncomms/2016/160401/ncomms11176/full/ncomms11176.html
http://www.fraunhofer.de/en/press/research-news/2016/april/terahertz-technology.html
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ｱﾒﾘｶ合衆国・
ライス大学 

    2016/4/4 

ナノチューブが整列してフィルムを形成 
(Nanotubes line up to form films) 

・ ライス大学がロスアラモス国立研究所の支援を受け、簡素な濾過プロセス技術により高配列・高密
度の単一層カーボンナノチューブ(SWCNT)でフレキシブルな CNT フィルムを作成。 
・ この分野での最終目標は、特定の電気特性を提供するシングル・キラリティーCNT から成るセンチ
メートルサイズの結晶の作成だが、今回のフィルムはキラリティーを強化した(chirality-enriched)CNT
から構成。 
・ 同大学が 2013 年後半に開発した濾過技術をさらに進展させ、数 nm～数 100nm の薄さでインチ幅
のナノチューブウェハーを作成。 
・ さらに、配列の最適化には濾過紙の種類、真空圧力、ナノチューブと界面活性剤の濃度も影響する
ことも発見。同フィルムは濾過紙から剥離して洗浄・乾燥後に利用でき、標準的なリソグラフィー技術
でパターン作成が可能。 
・ 同フィルムは、液晶技術において全分子が同じ方向に整列したモノドメインを形成したもの。配列の
メカニズムは調査中だが、ファンデルワールス力がナノチューブを集合させて低エネルギー状態を求
めて配列すると考えている。 

URL:  http://news.rice.edu/2016/04/04/nanotubes-line-up-to-form-films/  

(関連情報）  

      

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

Wafer-scale monodomain films of spontaneously aligned single-walled carbon nanotubes 

URL:  http://www.nature.com/nnano/journal/vaop/ncurrent/full/nnano.2016.44.html  
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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) 

    2016/4/4 

カーボンナノチューブを使用した排熱回収の可能性が明らかに 
(NREL Reveals Potential for Capturing Waste Heat via Nanotubes) 

・ NREL が KAIST(旧称韓国科学技術院）他と共同で、単層カーボンナノチューブ(SWCNT)薄膜または
SWCNT含有複合材料を使用した熱電変換素子の作製へと繋がる、半導体性 SWCNTのドーピング法
を開発。 
・ ナノ構造の無機半導体は熱電変換素子の性能向上を期待できるものだが、軽量、柔軟性、不規則
な形状が求められる用途には対応が困難。これに反し有機材料であるカーボンナノチューブ(CNT)は
軽量で柔軟。しかし SWCNT合成時に同時に生成される金属性・半導体性 CNTのうち、熱電性能を向
上させるのは後者。 
・ NREL が開発した金属性・半導体性 CNT 分離法により、ポリフルオレン系ポリマーを使用して多分
散粒子から半導体CNTを採取。これをガラス基板上に成膜し、さらにトリエチルオキソニウムヘキサク
ロロアンチモン(OA)溶液に浸してドーピング。これにより CNT の電荷キャリア密度は向上するが、最も
高い導電性を示したのは比較的高濃度の OA に曝した試料。また研究チームは熱電性能が最大とな
る CNT の直径を解明。 
・ 熱電変換材料で起こる熱電能と導電性のトレードオフは CNT では見られず、非常に高い導電性で
も高い熱電能を維持。さらに本ドーピング法は導電性を飛躍的に向上させながらも熱伝導率を低下。 

URL:  http://www.nrel.gov/news/press/2016/25667  

(関連情報）  

      

Nature Energy 掲載論文(アブストラクトのみ：全文は有料） 

Tailored semiconducting carbon nanotube networks with enhanced thermoelectric properties 

URL:  http://www.nature.com/articles/nenergy201633  

19-8 

ｱﾒﾘｶ合衆国・
ﾏｻﾁｭｰｾｯﾂ工
科大学(MIT) 

    2016/4/12 

強靭、軽量、安価な材料は巻いて作る 
(For stronger, lighter, cheaper materials, scrol up) 

・ MIT が、グラフェンに比して安価な酸化グラフェン片を巻いたナノスクロールを作成。 
・ このようなナノスクロールはグラフェンと同様な機械的特性を有し、製造コストがわずかで、水処理
膜を始め超軽量化学センサーや水素貯蔵プラットフォームでの利用が期待。 
・ 酸化グラフェンのナノスクロールは CNT の閉じた構造に比して開いたスパイラル構造のため、操作
可能な表面積が大きい等、CNT やグラフェンに比して操作の自由度が高い。 
・ ハマーズ法で作成した酸化グラフェンを水溶液中で低周波チップ・ソニケーターと高周波カスタムリ
アクターで刺激することでスクロール状にした。スクロールの寸法は処理時間と超音波の周波数を変
えることで調整できる。 
・ 最初の実験では酸化グラフェン片の約 10%のみがスクロール化したが、技術の最適化により高収率
が可能と予測。スケールアップできれば、特に水質浄化アプリケーションで既存の産業プロセスに適
合する。 

URL:  http://news.mit.edu/2016/perfect-nanoscrolls-graphene-0412  

(関連情報）  

      

Nanoscale 掲載論文(アブストラクトのみ：全文は有料） 

Fabrication and morphology tuning of graphene oxide nanoscrolls 

URL:  http://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2016/nr/c5nr07983g#!divAbstract  

http://news.rice.edu/2016/04/04/nanotubes-line-up-to-form-films/
http://www.nature.com/nnano/journal/vaop/ncurrent/full/nnano.2016.44.html
http://www.nrel.gov/news/press/2016/25667
http://www.nature.com/articles/nenergy201633
http://news.mit.edu/2016/perfect-nanoscrolls-graphene-0412
http://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2016/nr/c5nr07983g#!divAbstract
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ｱﾒﾘｶ合衆国・
ノースウェスタ

ン大学 

    2016/4/18 

フォスフォレンの薄片を高収率で剥離 
(Exfoliating Thinner Flakes of Phosphorene at Higher Yield) 

・ ノースウェスタン大学が、グラフェンに代わり薄膜エレクトロニクスでの利用が期待されるフォスフォ
レンについて、これまでより薄く、高収率で母材の黒リンから薄膜片を作成する方法を開発。 
・ フォスフォレンは母材とは大幅に異なる電気・機械特性を有し、原子レベルの薄さの 2D層半導体で
あることに加え、効率的に発光するためオプトエレクトロニクスでの利用も可能。 
・ 水や酸素等の空気構成要素に曝されると化学反応により劣化するフォスフォレンの問題を、水や空
気の無い閉じられた環境で有機溶剤を利用することで回避したが、有機溶剤の利用は低収率や片が
厚めとなり非効率的。 
・ そこで、不活性ガスを注入して脱酸素化した水性溶媒と界面活性剤で黒リンを超音波処理し、高収
率でフォスフォレン薄膜を剥離。 
・ このフォスフォレンでトランジスタを作成し、これまでに報告されている剥離フォスフォレンのうちでデ
バイスメトリックが最も優れていることを確認。劣化無くスケーラブルな方法による高品質材料獲得に
確信。 

URL:  
http://www.mccormick.northwestern.edu/news/articles/2016/04/exfoliating-thinner-flakes-
of-phosphorene-at-higher-yield.html  

(関連情報）  

      

米国科学アカデミー紀要(PNAS)掲載論文（フルテキスト） 

Stable aqueous dispersions of optically and electronically active phosphorene 

URL:  http://www.pnas.org/content/early/2016/04/15/1602215113.full  

【電子・情報通信分野】  
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豪・シドニー大
学 

    2016/3/22 

サイバーセキュリティを向上させる革新的技術 
(Breakthrough technology to improve cyber security) 

・ シドニー大学の国際研究チームが、サイバーシステムにおける量子情報キャリアとしてのシングル
フォトン(単一光子）の必要に応じた生成においてブレイクスルーを達成。 
・ 比較的単純な技術を使うことで、必要に応じて可能なシングルフォトンを発生させる確率を倍増し、
100％の確率でシングルフォトンを発生させるようその技術をスケールアップできることを同大学が開
発した「CUDOS Photonic chip」を用いて実証。 
・ 同研究は 4月に設立の Sydney Nanoscience Hubにおいて継続される。3年～5年以内に実際のア
プリケーションを目指す。 

URL:  
http://sydney.edu.au/news-opinion/news/2016/03/22/breakthrough-technology-to-improve
-cyber-security-.html  

(関連情報）  

      

Nature Communications 掲載論文(フルテキスト） 

Active temporal multiplexing of indistinguishable heralded single photons 

URL:  http://www.nature.com/ncomms/2016/160321/ncomms10853/full/ncomms10853.html  
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ｱﾒﾘｶ合衆国・
イリノイ大学 

    2016/3/22 

ビッグデータのアクセスを容易にする記録的なデータ転送速度を達成 
(Record-speed data transmission could make big data more accessible) 

・ イリノイ大学は、ビッグデータの高速送信を目指した VCSEL(Vertical-Cavity Surface Emitting 
Laser)技術開発において、室温下にて 57Gbps、85℃(185℉)の高温下で 50Gbpsでのエラーフリー伝送
を実現。 
・ 米国、アナハイム開催のOptical Fiber Communication Conference 2016にて発表。高温度下におけ
る高速データ伝送が科学的に可能であり、商業化に有用であることを期待。 

URL:  https://news.illinois.edu/blog/view/6367/341965  

(関連情報）  

      

Optical Fiber Communication Conference 2016 発表論文(アブストラクトのみ：全文は有料) 

Heat-assisted magnetic recording of bit-patterned media beyond 10 Tb/in2 

URL:  https://www.osapublishing.org/abstract.cfm?uri=OFC-2016-Tu3D.2  

  

http://www.mccormick.northwestern.edu/news/articles/2016/04/exfoliating-thinner-flakes-of-phosphorene-at-higher-yield.html
http://www.mccormick.northwestern.edu/news/articles/2016/04/exfoliating-thinner-flakes-of-phosphorene-at-higher-yield.html
http://www.pnas.org/content/early/2016/04/15/1602215113.full
http://sydney.edu.au/news-opinion/news/2016/03/22/breakthrough-technology-to-improve-cyber-security-.html
http://sydney.edu.au/news-opinion/news/2016/03/22/breakthrough-technology-to-improve-cyber-security-.html
http://www.nature.com/ncomms/2016/160321/ncomms10853/full/ncomms10853.html
https://news.illinois.edu/blog/view/6367/341965
https://www.osapublishing.org/abstract.cfm?uri=OFC-2016-Tu3D.2
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19-12 

ｱﾒﾘｶ合衆国・
ﾏｻﾁｭｰｾｯﾂ工
科大学(MIT) 

    2016/3/28 

屋外で作動するスマホベースのレーザーレンジファインダー 
(Phone-based laser rangefinder works outdoors) 

・ MITのCSAIL（コンピュータ科学・人工知能研究所）が、新たなデプスセンシングシステム（レンジファ
インダー）を開発。安価な(10 ドル程度）の赤外線レーザーを搭載したスマートフォンで構成され、屋外
でも利用できる。5 月ストックホルム開催の「ICRA 2016」にて発表。 
・ ゴルフカートや車椅子に装着して自律性を与えたり、荷物運搬ドローンのような小型の自律型ロボ
ット等でのアプリケーションを想定。 
・ 市販の赤外線デプスセンサーは、太陽光等からの赤外線との混同回避のため高エネルギーのレー
ザー光を、眼の損傷リスク回避のため短く大放出するが、短い反射光の検出には高コストの高機能ハ
ードウェアが必要。 
・ 同センシングシステムでは、三角測量原理を利用。プロトタイプでは、1秒当たり30フレームのカメラ
付スマートフォン下部に搭載したレーザーで一方向に光を放出し、カメラの 2D センサーが反射光の角
度を測定する。 
・ 3～4m のレンジでは、ミリメートルの精度で測定のところ、5m レンジでは 6cm に低減。しかし、毎時
15km までの速度で動く車両には十分な深さ分解能なことを発見。カメラ技術が現在のローリングシャ
ッターから「グローバルシャッター」へ進展することで、レンジの拡大が可能。 

URL:  http://news.mit.edu/2016/phone-based-laser-rangefinder-works-outdoors-0325  

(関連情報）  

      

ICRA 2016 発表論文(フルテキスト） 

A smartphone-based laser distance sensor for outdoor environments 

URL:  http://media.jgao.org/app/GaoPeh_SmartphoneLDS_ICRA2016.pdf  

19-13 

ﾄﾞｲﾂ連邦共和
国・ﾌﾗｳﾝﾎｰﾌ
ｧｰ協会(FhG) 

    2016/4/1 

360°見渡すレーダー 
(Radar with 360° vision) 

・ フラウンホーファー協会が、360°の範囲で周囲の状況を監視でき、煙やほこり等が見通しを遮って
も正確に作動する新しい高周波レーダースキャナを開発。人とロボットが共に働く場所において理想
的な安全性確保を供する。 
・ 本レーダーは、対象物により反射されるミリ波と連動しており、送受信した信号を数値アルゴリズム
にて評価し計算に基づいて対象物の距離・位置・スピードを決定。ミリ波が一点集中の線状でなくこん
棒状に発信されるため、障害物があっても正確に対象物を検知。 
・ また、ヒ化ガリウムインジウム半導体技術を計算に入れた高周波モジュールは、安価かつ小型（78 
x 42 x 28mmに収まるサイズ）に製造可能。 
・ さらに本システムは、誘電体レンズを備える送受信アンテナを有し 45°の偏向角度で取り付けられ
た自己回転型ミラーがミリ波を屈折させて導くため、自由な角度で近接するものから最高で数百 m 先
のものまで検知可能。 
・ 2016 年 4 月 25～29 日開催の Hannover Messe にてシステム実証機を発表。 

URL:  http://www.fraunhofer.de/en/press/research-news/2016/april/radar-with-360-vision.html  

(関連情報）  

      

HANNOVER MESSE 2016 (4 月 25～29 日 ハノーバー開催）ウェブサイト 

360°radar scanner for Industry 4.0 

URL:  
http://www.hannovermesse.de/product/360-radar-scanner-for-industry-4.0/2002262/G797
148  

19-14 

英国・ケンブリ
ッジ大学 

    2016/4/4 

超高速・極安全な量子暗号で有望なレーザー技術 
(Laser technique promises super-fast and super-secure quantum cryptography) 

・ ケンブリッジ大学が、量子暗号システム実行における主要課題の一つを解決する方法を新たに開
発。 
・  量子暗号技術で頻繁に攻撃を受ける検出器を持たない測定装置無依存量子鍵配送
（measurement-device-independent quantum key distribution: MDI-QKD)として知られる新たな量子暗
号プロトコルが開発されたが、実際のアプリケーションでは情報送信速度が遅い。第3者のビームスプ
リッターを介して送られるレーザーパルスが長く、数百 bps を下回る速度に制限される。 
・ 同大学は、あるレーザーが他のレーザーに光子を注入する pulsed laser seeding として知られる技
術で、より短いパルスの利用とレーザー光位相のランダムな高速変更を可能にし、最高 1Mbps の速
度を達成した。 

URL:  
http://www.cam.ac.uk/research/news/laser-technique-promises-super-fast-and-super-sec
ure-quantum-cryptography  

(関連情報）  

      

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

Quantum key distribution without detector vulnerabilities using optically seeded lasers 

URL:  http://www.nature.com/nphoton/journal/vaop/ncurrent/full/nphoton.2016.50.html  

  

http://news.mit.edu/2016/phone-based-laser-rangefinder-works-outdoors-0325
http://media.jgao.org/app/GaoPeh_SmartphoneLDS_ICRA2016.pdf
http://www.fraunhofer.de/en/press/research-news/2016/april/radar-with-360-vision.html
http://www.hannovermesse.de/product/360-radar-scanner-for-industry-4.0/2002262/G797148
http://www.hannovermesse.de/product/360-radar-scanner-for-industry-4.0/2002262/G797148
http://www.cam.ac.uk/research/news/laser-technique-promises-super-fast-and-super-secure-quantum-cryptography
http://www.cam.ac.uk/research/news/laser-technique-promises-super-fast-and-super-secure-quantum-cryptography
http://www.nature.com/nphoton/journal/vaop/ncurrent/full/nphoton.2016.50.html
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19-15 

ｱﾒﾘｶ合衆国・
ペンシルバニ
ア大学 

  
 

2016/4/7 

ペンシルバニア大学がナノ結晶「インク」のみで構成されたトランジスタを初めて開発 
(Penn Engineers Develop First Transistors Made Entirely of Nanocrystal ‘Inks’) 

・ ペンシルバニア大学が、液体ナノ結晶の「インク」で電界効果トランジスタ(FET)を製造する新たなア
プローチを開発。 
・ フレキシブルな樹脂基板に、スピンコーティングによるパターニングでナノ結晶ベースの FET を製
造。最終的には 3D プリンタのような積層造形システムによる製造の可能性が期待。 
・ 球状ナノ粒子を液体に分散させ、導電体（銀：ゲート電極用）、絶縁体(酸化アルミニウム）、半導体
(セレン化カドミウム）、導電体とドーパントの混合(銀とインジウム：ソース、ドレイン電極用)の、インクジ
ェットプリンタのインクのようなコロイド状のナノ結晶インク 4 種類を作成。これらのインクを組み合わせ
たフルデバイスの作成は初めて。 
・ このようなインクベースの製造プロセスは、従来の真空ベースよりも低温度で実行できるため、同一
樹脂基板に同時に数個のトランジスタが製造できる。 

URL:  
https://news.upenn.edu/news/penn-engineers-develop-first-transistors-made-entirely-nan
ocrystal-inks  

(関連情報）  

      

Science 掲載論文(アブストラクトのみ：全文は有料） 

Exploiting the colloidal nanocrystal library to construct electronic devices 

URL:  http://science.sciencemag.org/content/352/6282/205  

19-16 

ｱﾒﾘｶ合衆国・
ﾌﾞﾙｯｸﾍﾌﾞﾝ国
立研究所

(BNL) 

    2016/4/8 

量子ドットで多層遷移金属ダイカルコゲナイド半導体の光-電流変換が向上 
(Quantum Dots Enhance Light-to-Current Conversion in Layered Metal Dichalcogenide 
Semiconductors) 

・ BNL がニューヨーク州立大学ストーニーブルック校他と共同で、量子ドットの優れた集光特性と多層
2 硫化スズ(SnS2)半導体の調節可能な導電性を組み合わせたハイブリッド材料を開発。 
・ SnS2を含む二次元遷移金属ダイカルコゲナイドは高い表面積対体積比といった太陽光エネルギー
の変換や光検知器への応用に有望な特性を有するものの、光吸収特性は貧弱。そこで研究チームは
これらを量子ドット等、光を吸収するナノ材料と組み合わせ、エネルギー移動による性能の改善を試
行。 
・ 先ず、光による量子ドット(コア:セレン化カドミウム、シェル:硫化亜鉛)の励起と、吸収されたエネルギ
ーの近接する SnS2 への移動を分析。単一ナノ結晶分光を用い、ハイブリッド半導体の部材間の相互
作用がエネルギーによるものか電荷移動であるかを判別。個々の量子ドットから SnS2 への無放射遷
移の比率は SnS2 層の数と共に増加することが判明。 
・ さらに、同材料を光センサに一般的に使用される光電界効果トランジスタに搭載。SnS2 材料のみで
作成されたトランジスタと較べ 500%の光電流反応(光の電流への変換)を観測。 
・ 積層化した二次元材料の量子ドットドーピングによる光吸収特性の向上が、太陽電池や光検知器
の高性能化に有望な技術であると示唆。 

URL:  https://www.bnl.gov/newsroom/news.php?a=11829  

(関連情報）  

      

Applied Physics Letters 掲載論文(アブストラクトのみ：全部は有料) 

Hybrid quantum dot-tin disulfide field-effect transistors with improved photocurrent and spectral 
responsivity 

URL:  http://scitation.aip.org/content/aip/journal/apl/108/12/10.1063/1.4944781  

(関連情報）  

      

ASC Nano 掲載論文(アブストラクトのみ：全文は有料） 

Nonradiative Energy Transfer from Individual CdSe/ZnS Quantum Dots to Single-Layer and 
Few-Layer Tin Disulfide 

URL:  http://pubsdc3.acs.org/doi/full/10.1021/acsnano.6b01538  

  

https://news.upenn.edu/news/penn-engineers-develop-first-transistors-made-entirely-nanocrystal-inks
https://news.upenn.edu/news/penn-engineers-develop-first-transistors-made-entirely-nanocrystal-inks
http://science.sciencemag.org/content/352/6282/205
https://www.bnl.gov/newsroom/news.php?a=11829
http://scitation.aip.org/content/aip/journal/apl/108/12/10.1063/1.4944781
http://pubsdc3.acs.org/doi/full/10.1021/acsnano.6b01538
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19-17 

ｱﾒﾘｶ合衆国・
ｵﾊｲｵ州立大

学 

    2016/4/13 

衣類にコンピュータ搭載？ウェアラブルエレクトロニクスのマイルストーン 
(Computers in your clothes? A milestone for wearable electronics) 

・ オハイオ州立大学が、家庭用ミシンを使ってセンサーやコンピュータメモリデバイスの衣類への統合
に最適なサイズである 0.1mm の精度で布地に回路を刺繍。デジタル情報を収集、記憶、送信する機
能性テキスタイル設計に向けて一歩前進。 
・ 同技術をさらに進展させることで、スマホ等のアンテナとして機能するシャツや細胞の治癒状態を医
師に知らせる絆創膏、さらには脳の活動を感知するフレキシブルな布製キャップの実現が期待。 
・ 「e-textiles」とも称される機能性テキスタイルのプロトタイプを、同大学が 2 年前に開発した技術に
比してわずかなコストと半分の時間で作成。刺繍後には通常の糸と同様の感触となる精密な銀ワイヤ
を使用。 
・ 刺繍の形状によりアンテナや回路の作動周波数が決まる。試験により 6インチ幅の渦巻型アンテナ
が 1～5GHz の信号をほぼ完全な効率で送信することを確認。 

URL:  
https://news.osu.edu/news/2016/04/13/computers-in-your-clothes-a-milestone-for-weara
ble-electronics/  

(関連情報）  

      

IEEE Antennas and Wireless Propagation Letters 掲載論文(アブストラクトのみ：全文は有料） 

Fabrication of Textile Antennas and Circuits With 0.1 mm Precision  

URL:  
http://ieeexplore.ieee.org/xpl/login.jsp?tp=&arnumber=7110536&url=http%3A%2F%2Fieeexplor
e.ieee.org%2Fiel7%2F7727%2F4357943%2F07110536.pdf%3Farnumber%3D7110536  

19-18 

ｱﾒﾘｶ合衆国・
国防総省国
防高等研究
計画局

(DARPA) 

    2016/4/15 

新しい微小サーキュレータがワイヤレス通信容量を倍増する突破口に 
(Novel miniaturized circulator opens way to doubling wireless capacity) 

・ DARPAの「Arrays at Commercial Timescales (ACT)」プログラムから資金提供を受けたコロンビア大
学主導の研究チームが、特殊な電子部品であるサーキュレータを大幅に小型化し、標準的なシリコン
ベースの回路に組み込むことに初めて成功。 
・ 従来のサーキュレータはフェライトベースの外部磁石を使用するため高価で小型化が難しく、CMOS
回路技術との適合性に問題があった。 
・ 今回開発されたサーキュレータは、微小かつ正確なクロックと連動する直列キャパシタによって一
方向の RFの流れを実現する新設計。従来のサーキュレータにおいて RF信号の流れる方向を決定す
る磁界の「ねじれ」を電子的に模倣することで、送信と受信を 1 つの共有アンテナを使用して同じ周波
数で同時に実行。 
・ 将来的に全二重(full-duplex)方式が実現すれば、音声・データ等の様々な形式の情報通信におけ
るネットワーク容量が倍増する可能性。また、本サーキュレータは CMOS 技術との適合性にも優れ、
既存のチップ製造法への統合も容易。 

URL:  http://www.darpa.mil/news-events/2016-04-15  

(関連情報）  

      

Nature Communications 掲載論文(フルテキスト） 

Magnetic-free non-reciprocity based on staggered commutation 

URL:  http://www.nature.com/ncomms/2016/160415/ncomms11217/full/ncomms11217.html  

(関連情報）  

      

コロンビア大学のリリース記事 

WiFi Capacity Doubled at Less than Half the Size  

URL:  http://engineering.columbia.edu/wifi-capacity-doubled-less-half-size  

(関連情報）  

      

2016 IEEE International Solid-State Circuits Conference (ISSCC) 発表論文(フルテキスト） 

9.8 Receiver with integrated magnetic-free N-path-filter-based non-reciprocal circulator and 
baseband self-interference cancellation for full-duplex wireless  

URL:  http://www.ee.columbia.edu/~harish/uploads/2/6/9/2/26925901/c39.pdf  

  

https://news.osu.edu/news/2016/04/13/computers-in-your-clothes-a-milestone-for-wearable-electronics/
https://news.osu.edu/news/2016/04/13/computers-in-your-clothes-a-milestone-for-wearable-electronics/
http://ieeexplore.ieee.org/xpl/login.jsp?tp=&arnumber=7110536&url=http%3A%2F%2Fieeexplore.ieee.org%2Fiel7%2F7727%2F4357943%2F07110536.pdf%3Farnumber%3D7110536
http://ieeexplore.ieee.org/xpl/login.jsp?tp=&arnumber=7110536&url=http%3A%2F%2Fieeexplore.ieee.org%2Fiel7%2F7727%2F4357943%2F07110536.pdf%3Farnumber%3D7110536
http://www.darpa.mil/news-events/2016-04-15
http://www.nature.com/ncomms/2016/160415/ncomms11217/full/ncomms11217.html
http://engineering.columbia.edu/wifi-capacity-doubled-less-half-size
http://www.ee.columbia.edu/~harish/uploads/2/6/9/2/26925901/c39.pdf
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19-19 

ｱﾒﾘｶ合衆国・
ｻﾝﾃﾞｨｱ国立
研究所(SNL) 

    2016/4/26 

低エネルギーコストで鮮明なフラットパネルディスプレイを実現する巧妙な製造法 
(Ingenious method enables sharper flat-panel displays at lower energy costs)         

・ SNLがNIST他と共同で、低価格な極薄層のエレクトロクロミックポリマーを開発。鮮やかな発色と迅
速な色変化を初めて実現。 
・ エレクトロクロミック特性を示すポリマーは電圧印加に反応して色彩を変化させ、着色/透明状態の
切り替えにのみエネルギーを消費。しかし従来のエレクトロクロミックディスプレイは高いコントラストを
得るため厚いポリマー層が不可欠であったが、その厚さからイオンと電子の拡散による電荷状態の変
化に時間を要し、動画に必要とされる 1/1000 秒単位での素子のオン/オフに課題。さらにフルカラー
表示には 3 種類のポリマーを使用。 
・ 研究チームは、入射光の方位に対し垂直にナノスケールのスリットのアレイを作成。これは薄いア
ルミニウムのトラックに切り込みを入れ、エレクトロクロミックポリマーで覆ったもの。ここに光が当たる
と表面プラズモンポラリトン、つまり可視スペクトルの周波数を有する電磁波に変換され、アルミ/ポリ
マー界面を移動。ポリマー層は非常に薄く、そのため電荷状態の変化、即ち色光の吸収にかかる時
間は僅かだが、光はスリットをポリマー層の表面に沿って比較的長距離移動することで実際の膜厚よ
りもはるかに厚いポリマー層を経ることに。 
・ スリット上部に微少な電流を通過させて光の入射を阻むと、材料はミリ秒の速さで所望の濃黒に変
化。さらに、各アレイはスリットの間隔により特定の周波数の光のみを通すため、1種類のポリマーが3
色全てを呈色。同技術により、エレクトクロミック薄膜内のコントラストは約 10%から 80%超向上。 

URL:  https://share.sandia.gov/news/resources/news_releases/plasmonic_display/  

(関連情報）  

      

Nature Communications 掲載論文(フルテキスト) 

High-contrast and fast electrochromic switching enabled by plasmonics 

URL:  
http://www.nature.com/ncomms/2016/160127/ncomms10479/abs/ncomms10479.html#affil-
auth  

【ロボット・AI技術分野】  

19-20 
ｱﾒﾘｶ合衆国・
ジョージア大
学 (UGA) 

    2016/4/14 

UGA エンジニア開発のロボットが送電線のより安全で効率的な検査方法を提供 
(Robot developed by UGA engineers offers safer, more efficient way to inspect power lines) 

・ UGA が、送電線を滑走して問題の発見や日常的な保守点検を行うロボットを設計し、プロトタイプを
製造して試験を実施。 
・ 同ロボットは小型ケーブルカーのような外観、コーヒーメーカー程度のサイズで、現在電力事業者が
利用するデバイス(200～300 ポンド）よりも大幅に小型で 20～25 ポンドと軽量。 
・ 回転ブラシで植物や鳥の糞等、送電線を劣化させる要因を取り除く。また、カメラを搭載し、問題が
ありそうな箇所を検査者が綿密に調査。スマートフォンやタブレット等でワイヤレスに操作できる。 
・ 今後は同ロボットの自律性をさらに向上させ、意思決定能力を持たせる。また、GPS 技術を装着す
ることで送電線の問題個所にジオタグを付けて、事業者にフォローアップ検査の必要性を知らせること
もできる。 

URL:  
http://news.uga.edu/releases/article/robot-uga-engineers-safer-more-efficient-power-lines
-0416/  

【環境・省資源分野】  

19-21 

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) 

    2016/3/21 

太陽燃料：“人工葉”の微細な保護層 
(Solar fuels:a refined protective layer for the “artificial leaf”) 

・ ヘルムホルツ協会が、有機で透明な保護層を備える太陽光水分解 (“人工葉”)のための高感度半
導体を提供するプロセスを開発。15mA/㎠を超える電流密度で酸素を発生するハイブリッドなシリコン
ベース光陽極構造の生成に成功。 
・ まず、シンプルな太陽電池としてシリコンの表面に炭素－水素鎖が形成された N 型ドープ半導体材
料を準備し、触媒として二酸化ルテニウムのナノ粒子を蒸着、3～4nm 厚の導電性と安定性を備える
高分子層を形成。この二酸化ルテニウム粒子が、水を酸素と水素に分解するのを加速するうえ、セル
の劣化を防ぎ効率的な有機保護層として活躍。 
・ 保護層の生成工程を大幅に簡素化できる本プロセスは、広範囲な半導体等に応用できると期待。 

URL:  https://www.helmholtz-berlin.de/pubbin/news_seite?nid=14423&sprache=en&typoid=49880  

(関連情報）  

      

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

Sustained Water Oxidation by Direct Electrosynthesis of Ultrathin Organic Protection Films on Silicon 

URL:  http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/aenm.201502314/full  

  

https://share.sandia.gov/news/resources/news_releases/plasmonic_display/
http://www.nature.com/ncomms/2016/160127/ncomms10479/abs/ncomms10479.html#affil-auth
http://www.nature.com/ncomms/2016/160127/ncomms10479/abs/ncomms10479.html#affil-auth
http://news.uga.edu/releases/article/robot-uga-engineers-safer-more-efficient-power-lines-0416/
http://news.uga.edu/releases/article/robot-uga-engineers-safer-more-efficient-power-lines-0416/
https://www.helmholtz-berlin.de/pubbin/news_seite?nid=14423&sprache=en&typoid=49880
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/aenm.201502314/full
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19-22 

ｱﾒﾘｶ合衆国・
カリフォルニ
ア大学ロサン
ゼルス校
(UCLA) 

    2016/4/11 

「合成バイオケミストリー」の飛躍的進展で工業製品とバイオ燃料生産が期待 
（Major advance in ‘synthetic biochemistry’ holds promise for industrial products and biofuels） 

・ UCLA が、細胞壁やタンパク質を糖で作ろうとする細胞の働きを回避してバイオ燃料や薬剤に転換
するシンセティックバイオケミストリーと称する手法を開発。 
・ 組合わせや濃度を特定した 24種類を超える酵素をフラスコ中でグルコースと混合し、バイオ燃料等
の生産に充分な機能を持つ複合的な酵素システムの構築を実証。分解性プラスチック生産で収率約
90%を達成した。 
・ 今後は化学反応に必要な高エネルギー分子生産の制御等の課題解決や大規模工業プラントでの
利用に向けた同手法の強化に取り組む。 

URL:  
http://newsroom.ucla.edu/releases/major-advance-in-synthetic-biochemistry-holds-promis
e-for-industrial-products-and-biofuels  

(関連情報）  

      

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

A synthetic biochemistry module for production of bio-based chemicals from glucose 

URL:  http://www.nature.com/nchembio/journal/vaop/ncurrent/full/nchembio.2062.html  

19-23 

ｱﾒﾘｶ合衆国・
国立再生可
能ｴﾈﾙｷﾞｰ研
究所(NREL) 

    2016/4/22 

NREL が酵素によるアンモニア製造の光駆動プロセスを実証 
(NREL Demonstrates Light-Driven Process for Enzymatic Ammonia Production) 

・ NREL と共同研究チームが新たに光を用いてジ窒素(N2)をアンモニア(NH3)に還元するプロセスを
開発。光化学(光子)エネルギーが、ニトロゲナーゼを駆動しN2をNH3に変換する、生体内で一般的な
アデノシン 5'-三リン酸(ATP)依存性の電子移動メカニズムの代替として機能。本プロセスによる NH3
の収率は ATP 依存的な反応と同等の 60～70%。 
・ 研究チームは硫化カドミウム(CdS)ナノ結晶を光捕集に使用。CdS ナノロッドが集めた光をエネルギ
ーに変換し、これをニトロゲナーゼ MoFe たんぱく質内部での還元反応の生起に充分なポテンシャル
を有する電子に付与。 
・ N2 の還元によるアンモニアの合成法、長年工業生産に用いられているハーバー・ボッシュ法、ニト
ロゲナーゼを触媒とする生物的プロセスのいずれも、高エネルギー投入が必要で高レベルの CO2 を
排出。新プロセスは大幅な省エネルギーを実現し、CO2 排出量は皆無。 
・ アンモニアの用途は化学肥料に加え、エネルギー貯蔵手段としても。これはさらにアンモニア燃料
電池の燃料として利用が可能。今回の研究が現在の商業的プロセスに替わるアンモニア供給システ
ムの構想に繋がると期待。 

URL:  http://www.nrel.gov/news/press/2016/25674  

(関連情報）  

      

Science 掲載論文(アブストラクトのみ：全文は有料） 

Light-driven dinitrogen reduction catalyzed by a CdS:nitrogenase MoFe protein biohybrid 

URL:  http://science.sciencemag.org/content/352/6284/448  

【蓄電池・ｴﾈﾙｷﾞｰｼｽﾃﾑ分野】  

19-24 

ｱﾒﾘｶ合衆国・
カンザス州立

大学 

    2016/3/31 

ガラス-セラミクスで「すぐに使える」蓄電池電極を作成 
(Mechanical engineer builds 'ready-to-go' battery electrode with glass-ceramics) 

・ カンザス州立大学が、オキシ炭化ケイ素ガラス(silicon oxycarbide glass)とグラフェンから成る紙のよ
うな蓄電池電極を開発。 
・ 他の電極に比して 10%超軽量、1,000 充放電サイクルで 100%近くのサイクル効率を有し、－15℃で
は 200mAh/g の容量で 1 ヶ月間作動可能。そのため高緯度飛行無人航空機や宇宙でのアプリケーシ
ョンが考えられる。 
・ 同電極は、化学修飾したグラフェン(CMG)のプレートの間にオキシ炭化ケイ素を挟んだもので、オキ
シ炭化ケイ素により約 600mAh/g (400mAh/㎤)の容量と、20%化学修飾したグラフェンにより紙のような
デザインを有する。 
・ オキシ炭化ケイ素はシリコン産業の副産物である低コスト材料の液体樹脂を利用して製造。同材料
ではシリコン、炭素、酸素の各原子がランダムな 3D構造に再配列され、可逆的なリチウム貯蔵スペー
スとリチウムイオンがスムーズに移動するチャネルが作られる。 
・ 最終的には同電極をより大きなサイズに製造することが目標。機械的な曲げ試験で性能パラメータ
への影響を調査予定。産業界と協働したリチウムイオン蓄電池開発も視野に。 

URL:  http://www.k-state.edu/media/newsreleases/mar16/singh33116.html  

(関連情報）  

      

Nature Communications 掲載論文(フルテキスト） 

Silicon oxycarbide glass-graphene composite paper electrode for long-cycle lithium-ion batteries 

URL:  http://www.nature.com/ncomms/2016/160330/ncomms10998/full/ncomms10998.html  

  

http://newsroom.ucla.edu/releases/major-advance-in-synthetic-biochemistry-holds-promise-for-industrial-products-and-biofuels
http://newsroom.ucla.edu/releases/major-advance-in-synthetic-biochemistry-holds-promise-for-industrial-products-and-biofuels
http://www.nature.com/nchembio/journal/vaop/ncurrent/full/nchembio.2062.html
http://www.nrel.gov/news/press/2016/25674
http://science.sciencemag.org/content/352/6284/448
http://www.k-state.edu/media/newsreleases/mar16/singh33116.html
http://www.nature.com/ncomms/2016/160330/ncomms10998/full/ncomms10998.html
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19-25 

ｱﾒﾘｶ合衆国･
国立標準技
術研究所

(NIST) 

    2016/4/1 

競争相手を打ち砕く蓄電池を材料を粉砕して作製 
(For Rechargeable Batteries That Crush the Competition, Crush This Material) 

・ NIST 主導の研究チームが、固体形蓄電池材料として有望な化合物群を改質・微粉化することによ
り、同蓄電池の実現に向けて大きく前進。使用した化合物は入手が容易な物質から成り、液漏れや発
火の危険性がない安定的な固体材料。 
・ 同化合物群は水素、ホウ素とリチウムまたはナトリウムで構成。同チームはこの材料の性能を、通
電容量の増大と作動温度領域の拡大という 2 点で改良。 
・ 1 点目の成果として、同化合物の組成を一部変更し、ホウ素原子の 1 つを炭素原子に置換すること
で、導電性を約 10 倍向上。 
・ 2 点目の成果は、同化合物粒子をマイクロサイズからナノサイズに微粉化したこと。マイクロ粒子の
場合、蓄電池の作動に必要なイオン伝導は高温環境下でのみ可能であったが、ナノ粒子にすると、室
温または室温をはるかに下回る温度下でも良好に機能することが判明。 

URL:  
http://www.nist.gov/ncnr/for-rechargeable-batteries-that-crush-the-competition-crush-thi
s-material.cfm  

(関連情報）  

      

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

Liquid-Like Ionic Conduction in Solid Lithium and Sodium Monocarba-closo-Decaborates Near or at 
Room Temperature 

URL:  http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/aenm.201502237/full  

(関連情報）  

      

Energy Storage Materials 掲載論文（フルテキスト） 

Stabilizing lithium and sodium fast-ion conduction in solid polyhedral-borate salts at device-relevant 
temperatures 

URL:  http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S240582971630023X   

19-26 

ｱﾒﾘｶ合衆国・
ｻﾝﾃﾞｨｱ国立
研究所(SNL) 

    2016/4/11 

サンディア研究所が水素リスク評価モデル・ツールキットを公開 
(Sandia’s Hydrogen Risk Assessment Models toolkit now available) 

・ SNL が、水素供給・貯蔵インフラの安全性評価用として初のソフトウェアツールキット・’Hydrogen 
Risk Assessment Models (HyRAM)’を公開。 
・ HyRAM は、水素インフラ普及の大きな障壁である、安全性に係るデータ、水素の挙動を表すモデ
ル、規制の見直しに必要な技術的データが不足している等の現状に対応。火災の解析コードに使用
される最新のモデル、手法、データを統合し、水素の安全性評価のための共通プラットフォームを提
供。技術者、規格関連機関、リスクアナリストが事故シナリオの定量化、物理的効果の予測、人間や
建物への危険性の影響評価を行う上で情報の入手が可能に。 
・ 同ツールのリスクインフォームドアプローチから、100 件超の水素ステーションネットワークの展開を
目指すカリフォルニア州では水素供給インフラ設置可能地が大幅に拡大することが判明。 

URL:  
https://share.sandia.gov/news/resources/news_releases/sandias-hydrogen-risk-assessment
-models-toolkit-now-available/  

(関連情報）  

      

Hydrogen Risk Assessment Model (HyRAM) 

URL:  
http://energy.sandia.gov/transportation-energy/hydrogen/quantitative-risk-assessment/hyd
rogen-risk-assessment-model-hyram/  

  

http://www.nist.gov/ncnr/for-rechargeable-batteries-that-crush-the-competition-crush-this-material.cfm
http://www.nist.gov/ncnr/for-rechargeable-batteries-that-crush-the-competition-crush-this-material.cfm
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/aenm.201502237/full
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S240582971630023X
https://share.sandia.gov/news/resources/news_releases/sandias-hydrogen-risk-assessment-models-toolkit-now-available/
https://share.sandia.gov/news/resources/news_releases/sandias-hydrogen-risk-assessment-models-toolkit-now-available/
http://energy.sandia.gov/transportation-energy/hydrogen/quantitative-risk-assessment/hydrogen-risk-assessment-model-hyram/
http://energy.sandia.gov/transportation-energy/hydrogen/quantitative-risk-assessment/hydrogen-risk-assessment-model-hyram/
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【新エネルギー分野(太陽光発電)】  

19-27 

ｱﾒﾘｶ合衆国・
ｻﾝﾃﾞｨｱ国立
研究所(SNL) 

    2016/3/31 

太陽光発電システムの不具合検出ツール開発プロジェクト： 機械学習による不具合の自動検出 
(Fault Detection Tool Project: Automatic Discovery of Faults using Machine Learning) 

・ SNL が太陽光発電(PV）システムを効率的に作動させるため、大量のデータを幅広く監視する不具
合検出ツールを開発。同ツールはオンサイトもしくは中央サーバーにてデータ収集デバイスに組み込
んだ機械学習アルゴリズム（ガウス過程(GP)、Laterally Primed 適応共鳴理論(LAPART)、サポートベ
クタマシン）により、出力の異常と不具合を自動的に検出・分類。 
・ 実証試験ではプログラミング可能なデータストレージ・Raspberry Pi(RPI)を作動中の PV アレイに設
置。算出したパフォーマンス予測値と実測値の差異から、同ツールはシステムの動作を正常もしくは
不具合の種類別に分類。 
・ また、この手法は異常な動作を識別するだけでなく、その不具合により生じるエネルギーの損益も
算定。 

URL:  
http://energy.sandia.gov/fault-detection-tool-project-automatic-discovery-of-faults-using-
machine-learning/  

(関連情報）  

      

2015 IEEE 42nd Photovoltaic Specialist Conference (PVSC)発表論文(アブストラクトのみ：全文は有
料） 

Photovoltaic system fault detection and diagnostics using Laterally Primed Adaptive Resonance 
Theory neural network 

URL:  
http://ieeexplore.ieee.org/xpl/articleDetails.jsp?arnumber=7355834&refinements%3D4226265
165%26filter%3DAND%28p_IS_Number%3A7355590%29  

(関連情報）  

      

プロジェクトの詳細 

Final Technical Report: PV Fault Detection Tool 

URL:  http://prod.sandia.gov/techlib/access-control.cgi/2015/1510996r.pdf  

19-28 

ｱﾒﾘｶ合衆国・
スタンフォード

大学 

    2016/4/6 

スタンフォード大学がぺロブスカイト型太陽電池の吸収体をギュッと掴んで改良 
(Stanford scientists improve perovskite solar-cell absorbers by giving them a squeeze) 

・ スタンフォード大学が、ぺロブスカイト結晶に圧力を加えると同材料の特性や光に対する反応が変
化することを発見。ペロブスカイト型太陽電池の電圧を外圧によって増大できる可能性。また、同材料
の導電性が高圧状態において大幅に向上することも確認。 
・ ハイブリッド型ぺロブスカイトのサンプルにダイヤモンドアンビルセルで高圧をかけたところ、加圧と
ともに元々のオレンジ色が明るくなり、より高いエネルギーの光波を吸収していることが示唆。機械的
または化学的な圧縮によって、吸収光の波長を調整できる可能性。 
・ ぺロブスカイトをシリコン上に積層した低コストのタンデム型太陽電池では、高効率化に必要な高い
電圧を得るのが困難。本研究で示された加圧によるぺロブスカイト型太陽電池の電圧増加について、
さらなる研究が必要。  

URL:  http://news.stanford.edu/news/2016/april/pressure-solar-perovskite-040616.html  

(関連情報）  

      

ACS Central Science 掲載論文（フルテキスト） 

High-Pressure Single-Crystal Structures of 3D Lead-Halide Hybrid Perovskites and Pressure Effects 
on their Electronic and Optical Properties 

URL:  http://pubs.acs.org/doi/full/10.1021/acscentsci.6b00055  

19-29 

中華人民共
和国・香港理
工大学 
(PolyU) 

    2016/4/12 

ペロブスカイト-シリコンのタンデム太陽電池で世界最高記録のエネルギー変換効率を達成 
(PolyU Develops Perovskite-Silicon Tandem Solar Cells with the World's Highest Power Conversion 
Efficiency) 

・ PolyU が、ペロブスカイトとシリコンのタンデム太陽電池で 25.5%のエネルギー変換効率を達成。現
在市販のシリコン太陽電池発電コスト HK＄3.9/W に比して、同太陽電池コストは HK＄2.73/W に低
減。 
・ 乾燥酸素中での低温度アニーリングプロセスでペロブスカイトの欠陥による影響を低減。 
・ 薄さを最適化した三酸化モリブデン、金、三酸化モリブデンから構成される 3 層構造で透明度が高
く、シリコン下層部に光が届く。 
・ さらに、パネル上部にバラの花びらを模倣した表面加工を施して光をより多量に捕獲。 
・ 今後は変換効率のさらなる向上と同太陽電池の大規模製造を目指す。 

URL:  http://www.polyu.edu.hk/web/en/media/media_releases/index_id_6208.html  

  

http://energy.sandia.gov/fault-detection-tool-project-automatic-discovery-of-faults-using-machine-learning/
http://energy.sandia.gov/fault-detection-tool-project-automatic-discovery-of-faults-using-machine-learning/
http://ieeexplore.ieee.org/xpl/articleDetails.jsp?arnumber=7355834&refinements%3D4226265165%26filter%3DAND%28p_IS_Number%3A7355590%29
http://ieeexplore.ieee.org/xpl/articleDetails.jsp?arnumber=7355834&refinements%3D4226265165%26filter%3DAND%28p_IS_Number%3A7355590%29
http://prod.sandia.gov/techlib/access-control.cgi/2015/1510996r.pdf
http://news.stanford.edu/news/2016/april/pressure-solar-perovskite-040616.html
http://pubs.acs.org/doi/full/10.1021/acscentsci.6b00055
http://www.polyu.edu.hk/web/en/media/media_releases/index_id_6208.html


12 

 

【新エネルギー分野(バイオマス)】  

19-30 

アメリカ合衆
国・Great 

Lakes バイオ
エネルギー研
究センター
(GLBRC) 

    2016/4/14 

新しい『EA』バイオマス前処理技術で酵素使用量削減とバイオ燃料生成量向上 
（New "EA" Biomass Pretreatment Cuts Enzyme Use, Boosts Biofuel Production) 

・  GLBRC が、セルロース系バイオマスの液体アンモニアベースの新たな前処理方法である
「Extractive Ammonia (EA)」を開発。バイオマス処理に必要な酵素の高コストと分解が困難なリグニン
の 2 つの課題に対処。 
・ EAは植物細胞壁のセルロースⅠ型を、酵素による分解が最大でその 5 倍容易なⅢ型に転換。さら
に炭水化物の大部分を維持しながら最大 45%のリグニンを分離し、処理に必要な酵素量を従来の
AFEXTM 前処理法に比して 60%低減。抽出したリグニンはその機能を保持し、バイオリファイナリー共
製品やリグニン由来燃料・化学物質として利用可能。 
・ 今後は同方法で使用するアンモニア量と圧力の低減を目指し、経済性と環境保全性を向上させる。 

URL:  
https://www.glbrc.org/news/new-ea-biomass-pretreatment-cuts-enzyme-use-boosts-biofu
el-production  

 

 

 

 

 

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。 
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