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(1117-1) 

【材料･ナノテクノロジー分野】 

 

仮訳 

 

 

ポリマーの超高速電荷輸送を実現するブレイクスルー (スウェーデン) 

 
 

[2016年 01月 28日]ウメオ大学の研究チームが、初めて、半導体ポリマーにおける非

常に効率的な垂直電荷輸送が制御鎖と結晶方位により可能であることを示した。ポリ

マーでの電荷輸送を 1,000倍以上に高めるこの先駆的な研究結果は、有機光電子デバ

イスに影響を与える。なお、同内容は、先日 Advanced Materials 誌に発表された。 

 

共役系半導体ポリマー（プラスチック）は、例えば

有機太陽電池（OPV）・有機 EL（OLED）・レーザー

といった有機光電子デバイスの製造に大変魅力的な

並はずれた光学特性と電子特性を持つ。 

 

ポリ（3-ヘキシルチオフェン）（P3HT）といったポ

リチオフェンポリマーは、その強い光学的吸収性と

溶液から薄膜を作製できる簡易さから最も研究され

ている半導体ポリマーであると言える。OPVと OLED

のいずれにおいても、電荷は、ポリマー薄膜内で面

外（垂直）方向へと輸送されなければならない。 

 

しかしながら、これまでは有機半導体の垂直電荷移

動度（すなわち、電荷が材料内部へと移動する能力）が非常に低いため、電子デバイ

スでの高速な電荷輸送は不可能であった。より高速な電荷輸送は、ポリマー鎖骨格に

沿って生じうる。けれども、制御された鎖配向と垂直方向の高い移動度を生み出す方

法は、今まで定義できないままであった。 

 

今回の研究において、ウメオ大学の David R. Barbero教授が率いる化学者と材料科学

者のチームは、鎖を垂直に配列し鎖骨格を介して効率的な電荷輸送を生じさせる新し

い方法を発見した。そのうえ、しばしばポリマーでの電荷輸送を人工的に高めるため

に用いられる化学ドーピングなしで、高い電荷輸送性と高い移動度が得られた。 
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「電荷輸送は、薄膜内部の制御鎖と結晶方位のみによって大幅に高められます。測定

された移動度は、同様の有機半導体で以前報告されたもののおよそ 1,000倍でし

た。」と、David Barbero氏は言う。 

 

この結果はどのように有機エレクトロニクス分野に影響を与えるか？ 

 

「我々は、この研究結果が、デバイス内で電荷が垂直に輸送されるポリマー太陽電池

分野および有機フォトダイオード分野に影響を与えるであろうと信じています。有機

デバイスは、一つには有機（プラスチック）半導体の低い移動度が原因で、無機のも

の（例えば、シリコン製）より元々遅くて効率が悪いものです。一般的に、半結晶で

しかないプラスチック半導体は、多くの電子デバイスで用いられるドーピングしたシ

リコンに比べて約 10,000分の 1の正孔移動度しか持ちません。今回我々は、ドーピン

グせずに制御された垂直鎖配列により、シリコン製のものにより近い著しく高い移動

度を得られることを示します。」と、David Barbero氏は言う。 

 

電荷輸送は、ナノスケールの電気計測法を用いて測定され、平均して 3.1 cm2/Vsとい

う移動度を示した。これは、P3HTにおいてこれまで測定された中で最も高い移動度で

あり、理論計算上の P3HTの最高移動度に近い値である。ポリマーの結晶化度と分子充

填特性は、スタンフォード大学の国立加速器研究所（SLAC）のシンクロトロンＸ線回

折により測定され、その高い測定移動度がポリマー骨格に沿った高速電荷輸送を引き

起こすポリマー鎖と晶子の再配向によるものであることを確認した。 

 

Advanced Materials誌に発表されたこの研究結果は、ポリマーの化学的改良を必要と

しない簡素かつ安価な方法で、より効率的な垂直電荷輸送をする有機電子デバイス

（例えば、OPV・OLED・レーザー等）を製造する道を開くであろう。  

 

       

翻訳：NEDO（担当 技術戦略研究センター 山本 恭子） 

 

出典：本資料はスウェーデン・ウメオ大学（Umeå University)の以下の記事を翻訳し

たものである。 

“Breakthrough enables ultra fast transport of electrical charges in polymers”  

http://www.umu.se/sok/english/news-and-press-

releases/newsdetail/breakthrough-enables-ultra-fast-transport-of-electrical-

charges-in-polymers.cid262569 

(Used with Permission of Umeå University) 

http://www.umu.se/sok/english/news-and-press-releases/newsdetail/breakthrough-enables-ultra-fast-transport-of-electrical-charges-in-polymers.cid262569
http://www.umu.se/sok/english/news-and-press-releases/newsdetail/breakthrough-enables-ultra-fast-transport-of-electrical-charges-in-polymers.cid262569
http://www.umu.se/sok/english/news-and-press-releases/newsdetail/breakthrough-enables-ultra-fast-transport-of-electrical-charges-in-polymers.cid262569
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(1117-2) 

【ロボット・AI 技術分野】 

 

仮訳 

 

歩行者検知の速度と精度が向上した新しいアルゴリズム (米国) 
2016年 2月 8日 

 

 

コンピュータが人間の脳のように物体を認識できたら？ 

カリフォルニア大学サンディエゴ校のエンジニアらは、ほぼリアルタイム(毎秒 2～4

フレーム)で既存のシステムに比較するとより高精度(エラーがほぼ半減)に作動する歩

行者検知システムを開発し、この目標達成に向けた重要な一歩を踏み出した。ディープ

ラーニング(深層学習)モデルを取り入れたこの技術は、「スマートな」自動車や、ロボ

ット、画像・動画検索システムでの利用が可能となる。 

 

 「コンピュータが自身の周囲の環境をより深く理解できるようにするコンピュータヴ

ィジョンシステムの構築を目指しています。」とこの研究を先導した UCSD Jacobs 

School of Engineeringのエンジニアである Nuno Vasconcelos は説明する。UCSDの

Center for Visual Computing and the Contextual Robotics Institute のファカルティ・

アフィリエイトである彼によれば、リアルタイムヴィジョンの主要な目標は、特に自律

走行自動車用の歩行者検出システムであるという。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

カリフォルニア大学サンディエゴ校の Statistical Visual Computing 

Labが開発した歩行者検知システム 
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Vasconcelosとその研究チームが開発したこの新しい歩行者検知アルゴリズムは、カ

スケード検出として知られる従来型のコンピュータビジョン類別アーキテクチャとデ

ィープラーニングモデルを統合したものだ。 

 

 一般的に、歩行者検出システムでは、歩行者の存在の有無を知らせる分類器が処理す

る小さなウィンドウへと画像が分割される。歩行者のカメラに対する距離によって画像

に現われる歩行者のサイズと場所が異なるため、このアプローチは難しい。通常、毎秒

5～30 フレームの速度で、ビデオフレームが無数のウィンドウを精査する必要がある。 

 

 カスケード検出では、検出器が一連の段階を経て作動する。最初の段階ではアルゴリ

ズムがウィンドウを迅速に認識し、(たとえば空など)人間を含まないものとして容易に

認識できるウィンドウを破棄する。次の段階では、人間のような姿(形状、色、外郭等々)

として認識が可能な樹木などを含むような、アルゴリズムが識別困難なウィンドウを処

理する。アルゴリズムは最終段階で歩行者とそれに類似した物体を見分けなければなら

ないが、この段階で処理されるウィンドウの数は少ないため、複雑性は全体で低くなる。 

 

 従来のカスケード検出は、「ウィークラーナー」という単純な分類器が各段階で作業

を行う。最初の段階では少数のウィークラーナーが容易に認識できるウィンドウを破棄

し、その後の段階では多数のウィークラーナーが識別困難なウィンドウを処理する。こ

れは敏速な方法ではあるが、最終段階に達するとパワーが不十分となる。この理由は、

カスケードの全段階のウィークラーナーが同一のものだからだ。最終段階において分類

器の数が増加するのだが、より高度で複雑な識別が必ずしも可能にはならない。 

 

 

ディープラーニングモデル 

 

 この問題に対処するため、Vasconcelosとその研究チームは、カスケード検出器の最

終段階にディープラーニングを組み入れるアルゴリズムを新たに開発した。ディープラ

ーニングモデルは複雑なパターン認識に最適で、数百から数千件の事例—つまりこの場

合は人間を含む、または含まない画像—で学習した後に作動することができる。とはい

え、ディープラーニングモデルはリアルタイムでの実行には複雑すぎる。カスケードの

最終段階では優れた働きをするが、最初の段階では複雑すぎて利用することができない。 

 

 この解決策は、最初の段階では単純な分類器(ウィークラーナー)、後半段階では複雑

な分類器(ディープラーニング)を利用する、異なる種類の分類器を組み合わせた新しい

カスケードアーキテクチャだ。これは決して容易に達成できるものではないと
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Vasconcelosは説明する。カスケード学習に使用するアルゴリズムは、カスケードの各

段階において検知精度と複雑性の間で最も効率的なトレードオフ、つまり妥協による交

換を遂行するウィークラーナーの組合せを特定しなければならないからだ。この問題の

解決に Vasconcelosらは新たな数式を導入し、カスケード設計の新たなアルゴリズムを

開発した。 

 

 「検知精度と多様に複雑な段階のカスケードの速さの間でトレードオフを最適化でき

るアルゴリズムはこれまでに存在しません。要するにこれは、ディープラーニングの段

階を初めて取り入れたカスケードです。この新しいアルゴリズムで得られる結果は、リ

アルタイムでの歩行者の正確な検知においてかなり優れたものです。」と Vasconcelos

は説明する。 

 

 現時点では、このアルゴリズムは歩行者検出などのバイナリ検知タスクでのみ有効だ

が、研究者らは同時に多数の物体を検知できるよう、このカスケード技術の進展を目指

している。 

 

 「この問題の対処法の一つは、例えば、異なる 5基の検出器に異なる 5個の物体の認

識を訓練させる方法です。しかし、1基の検出器でこれを遂行できるように訓練したい。

このようなアルゴリズムの開発が次の目標です。」と Vasconcelosは言う。 

 

 この歩行者検出システムが作動する様子のビデオはここをクリック。 

 

 “Learning Complexity-Aware Cascades for Deep Pedestrian Detection”と題する本

研究結果は、2015 年 12 月 15 日にチリ、サンティアゴで開催の International 

Conference on Computer Visionにて発表された。研究チームには、UCSDの Zhaowei 

Cai 及び Yahoo Labs の Mohammed Saberian を含む。本研究は、米国立科学財団

(NSF)のアワォードと Northrop Grummanによる資金提供により支援された。 

 

 

      翻訳：NEDO（担当 技術戦略研究センター 松田 典子） 

 

出典：本資料は米国・カリフォルニア大学サンディエゴ校(University of California, 

San Diego (UCSD))の以下の記事を翻訳したものである。 

“New Algorithm Improves Speed and Accuracy of Pedestrian Detection”  

http://ucsdnews.ucsd.edu/pressrelease/new_algorithm_improves_speed_and_accura

cy_of_pedestrian_detection 

(Used with Permission of the University of California, San Diego) 

https://youtu.be/Ajb5FRuKtTg
http://ucsdnews.ucsd.edu/pressrelease/new_algorithm_improves_speed_and_accuracy_of_pedestrian_detection
http://ucsdnews.ucsd.edu/pressrelease/new_algorithm_improves_speed_and_accuracy_of_pedestrian_detection
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(1117-3) 

【材料・ナノテクノロジー分野】 

 

仮訳 

 

ケンタッキー大学の物理学者が 

グラフェンに勝る新たな二次元材料を発見 (米国) 

By Whitney Harder 

2016 年 2 月 29 日 

 

 

ケンタッキー州レキシントン、2016 年 2 月 29 日－驚異的な材料であるグラフェンの存

在感を低下させ、デジタル技術を進展させる可能性を秘めた新たな一原子厚の平坦材料

が、ドイツ・ダイムラー社(Daimler)およびギリシャ・電子構造レーザー研究所(Institute 

for Electronic Structure and Laser: IESL)の科学者らと共同研究を行うケンタッキー大

学(University of Kentucky)の一人の物理学者によって発見された。 

 

Physical Review B 速報版(Rapid Communications)で報告されたこの新材料は、ケイ

素（シリコン）、ホウ素、窒素といういずれも軽量、安価で地球上に豊富に存在する元素

から構成され、しかも安定性が極めて高い。これは他のグラフェン代替材料にはない特性

である。 

 

 「私たちはシミュレーションによって、（同材料の）元素結合が切断したり分解したり

しないか確認しましたが、いずれも発生しませんでした。この材料は、摂氏 1,000 度ま

で加熱しても壊れなかったのです。」と、ケンタッキー大学計算科学センター(UK Center 

for Computational Sciences: UK CCS)の物理学者 Madhu Menon 氏は述べた。 

 

同氏は、ダイムラー社の Ernst Richter 氏（同大学物理・天文学科(Department of 

Physics and Astronomy)元ポスドク研究員）および IESL の Antonis Andriotis 氏と共同

研究を行った。そして、上述の三元素を組み合わせることで、グラフェンの応用範囲を超

える多様な用途に合わせて特性をきめ細かく調整できる、真の原子厚二次元材料が得られ

ることを最先端の理論計算で実証した。 

 

動画（リンク） 

グラフェンのお株を奪う可能性を秘めた Menon 氏発見の新材料について、より詳しく知りたい方は 

この動画をご覧ください。 

(Video by REVEAL Research Media) 

http://uknow.uky.edu/users/whitney-harder
http://journals.aps.org/prb/abstract/10.1103/PhysRevB.93.081413
https://www.ccs.uky.edu/
https://www.ccs.uky.edu/
https://pa.as.uky.edu/users/super250
https://pa.as.uky.edu/
https://pa.as.uky.edu/
res:////ieframe.dll/sslnavcancel.htm#https://www.youtube.com/embed/lKc_PbTD5go
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 数多くの特異な性質を備え、世界で最も高強度の材料とうたわれるグラフェンだが、不

都合な点が一つある。グラフェンが半導体ではないという事実は、デジタル技術業界を落

胆させるものだ。グラフェンが発見された後、研究者らは新たな二次元半導体材料を探求

する中で、遷移金属ジカルコゲナイド(transition-metal dichalcogenide: TMDC)と呼ばれ

る新タイプの三層材料を発見した。TMDC は多くが半導体で、シリコン製よりも高効率

のデジタルプロセッサを製造できる。しかし、TMDC はグラフェンよりもずっと厚みが

あり、その構成物質は必ずしも賦存量が大きく安価なものばかりではない。 

 

Menon 氏が率いる研究チームは、より優れた選択肢、すなわち軽量で豊富に存在する

安価な半導体材料を求めて、周期表 1～2 列目の元素の様々な組み合わせを研究した。 

 

ケイ素、ホウ素、窒素を組み合わせて平面構造を作り出す方法は多数存在するが、安

定的な構造が形成されたのは、ある特定の元素配列のみだった。この新構造において、原

子はグラフェンと同様の六角格子状に配列される。しかし、両者が似通っているのはここ

までだ。 

 

 新材料を構成する三種類の元素は大きさが異なる上、原子間をつなぐ結合も異なってい

る。その結果、これらの原子が形成する六角形の辺の長さは、グラフェンのように等しく

ならない。また、同材料は金属性だが、ケイ素原子上に他の元素を化学修飾すると容易に

半導体に変化する。 

 

 さらに喜ばしいことに、（同材料内には）ケイ素が存在するため、現在のシリコンベース

の技術とシームレスに統合できる可能性がある。つまり、半導体業界はシリコンの使用を

一気に止めるのではなく、徐々に移行すれば良いということだ。 

 

 「ますます多くの部品が組み込まれ、電子プロセッサが一層小型化される中で、シリコ

ンベースの技術は明らかに限界に達しつつあります。これを無限に続けるのは不可能です

ね。だから、もっとスマートな材料が必要なのです。」と Menon 氏は言う。 

 

 他元素を用いた化学修飾によって、電子バンドギャップを作り出すだけでなく、そのバ

ンドギャップ値を選択的に変化させることもできる。太陽エネルギー変換やエレクトロニ

クス分野での利用において、これはグラフェンに勝る重要な利点である。 

 

グラフェン類似材料は他にも提案されているが、今回発見された材料が有する数々の長

所を備えたものはない。例えばシリセン(silicene)は、平面状ではないため三次元表面を形

成する。その他の材料は非常に不安定で、せいぜい数時間しか持たないものもある。 
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 本研究に要した理論計算の大半は、共同研究者の Richter 氏と Andriotis 氏が UK CCS

のコンピュータに高速ネットワーク経由で直接アクセスして実行された。同チームは現在、

ルイスビル大学(University of Louisville)コン再生エネルギー研究センター(Conn Center 

for Renewable Energy Research)の Mahendra Sunkara 氏が率いる研究チームとの綿密

な連携の下、この新材料を研究室で実際に作成しようとしている。同センターはこれまで

に数多くの新たな材料系について Menon 氏と密接に協力し、新しい太陽電池材料の開発

に向けて同氏の理論を実験により検証してきた。 

 

同氏は次のように話した。「研究室でこの材料が出来上がるのがとても待ち遠しいです。

あらゆる理論の究極の試練は実験による検証ですから、早ければ早いほど良いですね。」 

 

上記の論文では、様々な種類のナノチューブ形成能力等、同材料の特性の一部につい

て考察しているが、今後の研究でさらなる特性が明らかになると同氏は予想する。 

 

「この発見は、新しい用途を実現する機能的柔軟性と新特性の研究機会を提供し、材

料科学の新たな一章を開くものです。きっと、驚くようなことが発見されるでしょう。」

と同氏は語った。 

 

ケンタッキー大学は、ケンタッキー州のための大学です。本学では現在、創立以来

150年の歴史において最も多くの学生を教育し、最も多くの複合疾患患者を治療し、最

も多くの研究とサービスを実施しています。本学の歴史について、また本学およびケン

タッキー州に対する継続投資を支援する方法について、より詳しく知りたい方は、ウェ

ブサイト uky.edu/uk4kyをご覧ください。ハッシュタグ：#uky4ky #seeblue 

 

メディア対応窓口：Whitney Harder 

（電話番号 859-323-2396・E メール whitney.harder@uky.edu） 

 

   

http://www.uky.edu/see/UK4KY
mailto:whitney.harder@uky.edu
http://uknow.uky.edu/sites/default/files/si2bn_u8_opt.jpg
http://uknow.uky.edu/sites/default/files/charge.jpg
http://uknow.uky.edu/sites/default/files/si2bn_phon_dft_job2236.jpg
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翻訳：NEDO（担当 技術戦略研究センター 多胡 直子） 

出典：本資料は、ケンタッキー大学(University of Kentucky)の以下の記事を翻訳したも

のである。 

“University of Kentucky Physicist Discovers New 2D Material that could Upstage 

Graphene” 
(http://uknow.uky.edu/content/university-kentucky-physicist-discovers-new-2d-

material-could-upstage-graphene) 

(Reprinted with permission of the University of Kentucky) 

http://uknow.uky.edu/content/university-kentucky-physicist-discovers-new-2d-material-could-upstage-graphene
http://uknow.uky.edu/content/university-kentucky-physicist-discovers-new-2d-material-could-upstage-graphene
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(1117-4) 

【新エネルギー分野(バイオマス)】 

 

仮訳 

 

サトウキビ由来バイオディーゼルは大豆由来より経済的(米国) 

2016 年 3 月 17 日 

 

・ 現在、米国のバイオディーゼルのほとんどは、

大豆から生産されている。しかし、そのタンパ

ク源としての価値にもかかわらず、大豆は、1

エーカー当たり約 1 バレルに相当するオイル

しか供給できない。 

・ イリノイ大学が率いるチームは、サトウキビ

を遺伝子操作して 12 重量%のオイルを生産し

た。将来的には 20%に達することを期待して

いる。これは、1 エーカー当たり 17 バレル

のオイルを供給できる。 

・ 『オイルケーン（oil cane）』由来のバイオディーゼルは、バイオディーゼルの生産コ

ストを 1 ガロン当たり$4.10 から$2.20 まで削減でき、さらなる環境的・経済的利益

をもたらす。 

イリノイ州アーバナ － アメリカのオイル消費量は、世界中のどの国の消費量をもはる

かに上回る。さらに、これは持続不可能である。したがって、2007 年にアメリカ連邦議

会は、石油ベースのオイルから脱却し再生可能な資源をより一層活用するよう義務付け

た。重要な食品タンパクであり現在バイオディーゼル生産に使用される植物由来オイルの

主たる資源である大豆は、1 エーカー当たり約 1 バレルしか生産できない。このままで

は、大豆作物が国家のオイル渇望を満たすことは決してない。 

この問題に取り組むため、エネルギー高等研究計画局（ARPA-E）プログラムは、その

PETRO プログラムにおいて新しいドロップイン燃料を開発するハイリスク・ハイリター

ンなプロジェクトを要請した。イリノイ大学の研究者らが率いるチームは、この要請に応

じて、サトウキビから大量のオイルを生産する方法を想定し達成に成功した。彼らの最新

の研究は、大豆油と比べたこの技術の経済的利益を実証する。 

オイルケーン畑 
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「もし白紙に戻してやり直すことができるなら、我々は、非常に生産性の高い作物が必要

であろうと考えました。また、地上で生育し食用として重点的に用いられないものでなく

てはなりません。そこで、サトウキビとスイートソルガムを思い付きました。」と、イリ

ノイ大学の作物学者で本プロジェクトの主任調査員である Stephen P. Long 氏は回想す

る。 

本チームは、サトウキビの代謝を改質し糖類を脂質（またはオイル）に変換してバイオデ

ィーゼルの生産に用いることができるようにした。サトウキビの本来の組成は、通常約

0.05%しかオイルを含まない。プロジェクト開始から 1 年以内に、本チームは、オイル生

産を 20 倍のおよそ 1%に増加することができた。本稿の執筆時点で、いわゆる『オイル

ケーン（oil cane）』植物は、12%のオイルを生産している。最終目標は、20%に達するこ

とである。オイルケーンには、本チームが調整したさらなる利点がある。強化された耐寒

性やより効率的な光合成を含むこれらの利点は、より多くのバイオマス生産とより一層の

オイル産出につながる。 

「糖類生成に使うエネルギーの全てを代わりにオイル生産に費やせば、1 エーカー当たり

17～20 バレルのオイルを得ることができます。」と、Long 氏は説明する。「このような

作物は、バイオディーゼルを大変競争力のある価格で生産することができ、オイルの恒久

的な資源となって、温室効果ガス排出量を大幅に相殺することもできます。」 

この分析において、本チームは、様々なオイル生産のシナリオ（植物中オイル 2%から

20%まで）のもと、オイルケーンバイオマスをバイオディーゼルに加工する際に必要な土

地面積・技術・コストを検討した。これらの数字は、エタノールを製造するのに用いられ

る一般的なサトウキビおよび大豆と比較された。 

オイルケーンの利点は、植物中の残余糖類をエタノールに変換でき、1 つで 2 種類の燃料

源を提供できる点である。 

「ブラジルの最新のサトウキビ工場は、エネルギー投入・コスト・機械に関する全ての情

報を我々と共有しています。我々はまた、米国のコーンエタノール産業に目を向け、どの

ようにコーン油を分離するのかを調査しました。我々が用いたのが全て既存の技術である

ため、見積もりには十分な安定感がありました。」と、Long 氏は言う。 

この分析は、米国南東部の未活用の土地で生育した茎に 20%のオイルを保有するオイル

ケーンが、国家が使用するディーゼルおよびジェット燃料の量の 3 分の 2 以上と置き換
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え可能であることを示した。これは、大豆作物全体がバイオディーゼル生産用に利用され

た場合に大豆で供給できる量よりもはるかに大きな割合を示す。さらに、オイルケーン

は、大豆やキャノーラといった作物に必要とされる土地面積のほんの一部でこの水準の生

産性を達成でき、食用作物の生産には不向きとみなされた土地でも可能である。 

大豆由来のバイオディーゼルの総生産費は、現在 1 ガロン当たり$4.10（$1.08／ℓ）であ

る。代わりにオイルケーンを用いれば、このコストは、2%のオイルケーンで 1 ガロン当

たり$3.30、20%のオイルケーンで 1 ガロンあたり$2.20 まで削減できる。1%・5%・10%

のオイルケーンから生産されたエタノールは、費用対効果を増す。 

1 ガロン当たり$2.20 というのは、米国における現在のガソリン価格を大幅に節約するこ

とにはならないが、Long 氏は、消費者や政治家に対し全体像に目を向けるよう警告す

る。 

「過去の経験から、これが持続しないことは分かっています。」と、彼は言う。「ガスがも

はや 1 ガロン当たり$1.50 という安さでなくなる将来に備え始める必要があり、オイルに

関する他国への将来的な依存を回避する必要があります。幸運なことに、我々にはこれを

実行できる土地資源があり、そうすることで次世代に国産かつ再生可能なオイルの供給を

保証することができます。」 

論文『脂質を産出するサトウキビからのバイオディーゼルおよびエタノールの共同生産の

技術経済分析』は、Biofpr 誌に発表されている。筆頭著者の Haibo Huang 氏は、かつて

イリノイ大学の教授であり現在バージニア工科大学の教授である。Stephen Long 氏と共

著者の Vijay Singh 氏は、イリノイ大学アーバナ・シャンペーン校内アシズ大学の教職員

である。本プロジェクトは、ARPA-E プログラムより資金提供を受けた。 

本論文の全文は下記を参照のこと。 

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/bbb.1640/pdf. 

 

翻訳：NEDO（担当 技術戦略研究センター 山本 恭子） 

 

出典：本資料はイリノイ大学アーバナ・シャンペーン校内アシズ大学（College of 

Agricultural, Consumer and Environmental Sciences (ACES), University of Illinois）の

以下の記事を翻訳したものである。 

“Biodiesel from sugarcane more economical than soybean” 

http://news.aces.illinois.edu/news/biodiesel-sugarcane-more-economical-soybean 

(Used with Permission of University of Illinois) 

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/bbb.1640/pdf
http://news.aces.illinois.edu/news/biodiesel-sugarcane-more-economical-soybean
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(1117-5) 

【環境・省資源分野】 

 

仮訳 

 

スタンフォード大学が CO2 と植物から 
再生可能なプラスチックを製造(米国) 

化石燃料ベースのプラスチックボトルやポリエステル製品などの 

グリーンな代替品の製造に期待の新技術 

2016年 3月 9日 

著者：Mark Shwartz 

 

スタンフォード大学の科学者らが、CO2 と農業廃棄物や雑草など非可食植物材料か

らプラスチックを製造する新しい方法を発見した。この新技術は、現在石油から作られ

ているプラスチックボトルなどの製品の低炭素代替品を提供できるという。 

 

 「わたしたちの最終的な目標は、石油由来の製品を CO2 でできたプラスチックで代

替することです。」とスタンフォード大学のMatthew Kanan助教授は説明する。「大

量の非再生可能エネルギーを使うことなくこれが実現できれば、プラスチック産業のカ

ーボンフットプリントを大幅に低減することができるでしょう。」 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

化学専門の大学院生 Aanindeeta Banerjee と Matthew Kanan助教授が、 

二酸化炭素と一般的な植物から再生可能プラスチックを作る新しい方法を 

開発した。(Image credit: Mark Shwartz/Precourt Institute for Energy) 

http://kananlab.stanford.edu/people.html
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Kanan 助教授とスタンフォード大学の同僚研究者らは、この研究結果について 3 月

9日に科学誌 Natureのオンライン版にて説明している。 

 

プラスチックの製造法を変える 

 今日のプラスチック製品は、ポリエチレン・テレフタラート (polyethylene 

terephthalate: PET)と呼ばれる、またはポリエステルとして知られるポリマーからで

きている。世界では毎年約 5 千万トンもの PET が織物、電子機器、リサイクルできる

飲料水ボトルやパーソナルケア製品などで製品化されている。 

 

 PETは、精製した化石燃料と天然ガスから得られるテレフタル酸(terephthalic acid)

とエチレングリコール(ethylene glycol)の 2 種類の物質から製造される。PET 製造で

は、地球温暖化に影響を及ぼす温暖化ガスである CO2を大量に排出する。 

 

 「化石燃料の利用の上、PET製造に必要なエネルギーを加えると、PET1トン製造に

つきその 4トン超の CO2を排出します。」と Kanan助教授は説明する。 

 

 Nature 掲載の本研究において、研究チームは PET の代替として期待されるポリエ

チレンフランジカルボキシレート(polyethylene furandicarboxylate: PEF)に着目した。

PEF はエチレングリコールと 2, 5-フランジカルボン酸(2-5-Furandicarboxylic acid: 

FDCA)と呼ばれる化合物から製造される。 

 

 「PEFは、PETの代替として期待されている物質です。それは FDCAが化石燃料で

はなく、バイオマス由来であるからです。」と Kanan 助教授は説明し、次のように続

ける。「さらに、PEF は PET よりも酸素の侵入防止に優れており、ボトリング(瓶詰)

のアプリケーションに有用です。」 

 

 このように、PEFには好ましい利点が多くあるが、プラスチック産業は PEFを大規

模で低コストに製造する方法を発見できていない。商業的に採算の取れる方法で FDCA

を持続的に製造する手段の解明が鍵となっている。 

 

 アプローチの一つとしては、コーンシロップのフルクトースを FDCA に変換する方

法がある。オランダ企業の Avantium 社は Coca-Cola 社等とのパートナーシップにて

この技術を開発している。ただし、工業用の植物を育成するための土地、エネルギー、

肥料、水が大量に必要となる。 

 

http://www.nature.com/nature/journal/v531/n7593/full/531180a.html
http://avantium.com/avantium/financing.html
http://avantium.com/avantium/financing.html
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 「フルクトースの利用は、その製造での巨大なカーボンフットプリントが問題です。

また、結果的に食糧生産と競合することになります。雑草や作物収穫後の廃材などの非

食用バイオマスから FDCAを作る方がはるかに望ましいと思います。」と Kanan助教

授は説明する。 

 

植物の廃棄物をプラスチックに変換する 

 スタンフォード大学の研究チームは、トウモロコシの糖を使う代わりに、フルフラー

ルを用いた FDCA の製造実験を行っている。フルフラールは農業廃棄物由来の化合物

で、ここ数十年の間幅広く利用されている。年間約 40 万トンのフルフラールが製造さ

れ、樹脂や溶剤などの様々な製品に利用されている。 

 

 しかし、フルフラールと CO2 を用いた FDCA の製造には、大量のエネルギーを使

う、高価で有害な化学物質が必要である。「これでは私たちが達成しようとしている目

的に完全に相反します。」と Kanan助教授は言う。 

 

 スタンフォード大学の研究チームは、はるかに無害な化合物である炭酸塩を利用する

ことでこの問題を解決した。Nature掲載論文の筆頭著者である大学院生の Aanindeeta 

Banerjee は、CO2 とフルフラールの誘導体であるフランカルボン酸(furoic acid)を炭

酸塩と混合し、華氏約 290度(摂氏約 200度)で加熱することで溶融塩を作った。 

 

 その結果は目覚ましいものだった。5 時間後には溶融塩混合物の 89％が FDCA に換

わっていたのである。FDCAを PEF樹脂に変換する次のステップは、他の研究者らが

すでに確立した簡単なプロセスであると Kanan助教授は説明する。 

 

リサイクルした炭素 

 PEFの製造に必要なCO2は化石燃料を使う発電所や他の工業施設から得られること

から、この技術には温暖化ガスの排出量を大幅に削減できる可能性があると Kanan 助

教授は言う。 

 

  PEFで作った製品はまた、リサイクルや燃焼により CO2に戻すことができる。最

終的にその CO2は芝生や雑草等の植物が吸収し、それから再び PEFの製造に利用で

きる。 

 

 「私たちの化学的手法は、まだ実現していない PEFの可能性を解き放つことができ

ると思っています。」と Kanan助教授は言い、次のように続ける。「これは最初のス
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テップです。大規模製造の可能性を探ったり、カーボンフットプリントを定量化した

りと、することがたくさんありますよ。」 

 

 Kanan助教授と同僚研究者らはまた、水素と CO2を使った再生可能燃料や化合物

の製造にこの新たな化学的手法の利用を開始している。「これは極めて興味深く、新

しいアプリケーションです。」と同助教授は言う。 

 

 Nature掲載論文の共同著者は他に、大学院生の Graham Dick、および現在は北海

道大学に所属する前ポスドクの吉野達彦。 

 

本研究への支援は、Center for Molecular Analysis and Design、 Camille & Henry 

Dreyfus Foundation、および日本学術振興会(Japan Society for the Promotion of 

Science)をとおしてスタンフォード大学が提供した。 

 

メディア連絡先： 

Matt Kanan, Chemistry: (650) 725-3451, mkanan@stanford.edu  

Mark Shwartz, Precourt Institute for Energy: (650) 723-9296, 

mshwartz@stanford.edu  

Bjorn Carey, Stanford News Service: (650) 725-1944, bccarey@stanford.edu 

 

 

 

      翻訳：NEDO（担当 技術戦略研究センター 松田 典子） 

 

出典：本資料は米国・スタンフォード大学(Stanford University)の以下の記事を翻訳

したものである。 

“Stanford scientists make renewable plastic from carbon dioxide and plants”  

http://news.stanford.edu/news/2016/march/low-carbon-bioplastic-030916.html   

(Used with Permission of Stanford University) 

 

http://cmad.stanford.edu/
http://www.dreyfus.org/
http://www.dreyfus.org/
http://www.jsps.go.jp/english/
http://www.jsps.go.jp/english/
http://news.stanford.edu/news/2016/march/low-carbon-bioplastic-030916.html
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(1117-6) 

【電子・情報通信分野】 

 

仮訳 

 

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(米国) 

2016 年 4 月 26 日 

 

 

ニューメキシコ州アルバカーキ —メーカーと視聴者が絶えず探し求めているのは、よ

り低価格かつより低消費電力の材料で構成されるフラットパネルディスプレイの、かつ

てないより鮮やかな色彩と良質な画像である。 

 

サンディア国立研究所の研究員、Alec Talin と国立標準技術研究所(NIST)・Center 

for Nanoscale Science and Technology の共同研究者によって発見された驚異的な手法

はその探求の次の一歩となるかもしれない。この手法は廉価な極薄のエレクトロクロミ

ックポリマー層を用いて鮮明な色を生成するもので、初めて迅速な色変化を可能にした。

本研究は 1 月 27 日刊行の Nature Communications にて報告されている。 

 

エレクトロクロミックポリマーそれ自

体は新発明ではない。同ポリマーは印加さ

れた電圧に反応して色を変化させ、着色/

透明状態の切替時にのみエネルギーを必

要とする。しかし Talin 氏らの研究に至る

まで、動画の生成に求められる、数千分の

1 秒単位で反応のオンとオフを切り替え

る方法は考案されていなかった。 

 

問題はポリマーの厚さにある。従来のエ

レクトロクロミックディスプレイには、明

るい画素と暗い画素の高いコントラスト

を得るために分厚いポリマーの層が欠か

せない。だが厚い層はイオンと電子が拡散

してポリマーの電荷状態を変化させるのに長い時間を要する。それはアクション映画は

おろか円卓討論にすら要求される数千分の 1 秒の変化ではないため、同材料は動きのな

 
プローブステーション顕微鏡を使用しプラズモン

アレイのサンプルを点検する、サンディア国立研

究所のAlec Talin研究員。(写真: Dino Vournas) 

クリックして高解像度画像を表示 

http://www.nist.gov/cnst/shiny-and-electrochrome-new-twist-on-old-tech-could-bring-living-color-at-low-power.cfm
http://www.nist.gov/cnst/index.cfm
http://www.nist.gov/cnst/index.cfm
http://www.nature.com/ncomms/2016/160127/ncomms10479/abs/ncomms10479.html
https://share.sandia.gov/news/resources/news_releases/images/2016/electrochromic.jpg
https://share.sandia.gov/news/resources/news_releases/images/2016/electrochromic.jpg
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い情報表示やボーイング 787 の調光シェードに活用されているに過ぎない。これに加

え、フルカラー表示には異なる 3 種類のポリマーを必要とする。 

 

研究チームはこの迅速性の問題をごく小さいながらも目を見張るイノベーションに

よって解決した。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形成し

たのである。このスリットは薄いアルミニウム層に切り込みを入れてエレクトロクロミ

ックポリマーで覆ったもの。アルミニウムのナノスリットに光が当たると、光は表面プ

ラズモンポラリトン(SPP) 、つまり可視スペクトルの周波数を有し、誘電体界面（ここ

ではアルミとエレクトロクロミックポリマーの界面）に沿って移動する電磁波に変換さ

れる。 

 

各アレイ内のスリット間の距離(ピッチ)は、赤・緑・青色の光の波長に正確に対応し

ており、このピッチは赤、緑、青いずれの波長がポリマー薄膜とアルミニウム基板の界

面を移動し、そのアレイの下方へ伝達されるかを決定する。 

 

ポリマー層はわずかナノメートル単位の厚さであるため、電荷状態の変化、即ち色光

の光学的吸収に要する時間は非常に短い。 

 

しかしながら、光はポリマー薄膜で覆われたアルミニウム層のスリット表面に沿っ

て比較的長い距離を移動するため、実際の膜厚よりもはるかに厚いポリマー層を経る

ことになる。各スリットの上部を通過する微少な電流が入射光を遮断すると、材料は

ミリ秒の速さで所望の濃黒に変化。この電流を止めると光の周波数はスリットを通り

抜け、即座に画素が点灯する。さらに嬉しい特典として、綿密に間隔を置いたスリッ

トが特定の周波数の光以外を通さないため、1 種類のポリマーコート層が 3 色全てを

呈色する中間色の役目を果たすのである。 

 

「非常に低価格で高精彩、低消費エネルギーのマイクロピクセルのオン・オフが数

千分の 1 秒で切り替えられる、このことがこの素子を次世代のスクリーンやディスプ

レイでのより快適な鑑賞体験の提供に最適な選択肢としています」、と Talin 氏は言

う。「ナノスリットがエレクトクロミック薄膜内の光学的コントラストを約 10%から

80%超向上させるのです。」 

 

サンディアにおける本研究は米国エネルギー省(DOE)Energy Frontier Research 

Centers の一つ、Nanostructures for Electrical Energy Storage の支援によるもの。 

 

 

http://science.energy.gov/bes/efrc/
http://science.energy.gov/bes/efrc/
http://science.energy.gov/bes/efrc/centers/nees/
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サンディア国立研究所は DOE 国家核安全保障庁の委託によりロッキード･マーティ

ン社 (Lockheed Martin Corporation) の完全子会社であるサンディア社(Sandia 

Corporation)が運営する、マルチプログラム研究機関である。主たる施設をニューメキ

シコ州アルバカーキとカリフォルニア州リバモアに置き、同研究所は国家安全保障およ

びエネルギー･環境技術と経済競争力において重要な研究開発を担う。 

 

ニュースメディア連絡先：Neal Singer, (505) 845-7078, nsinger@sandia.gov 

 

 

 

翻訳：NEDO（担当 技術戦略研究センター 渡邉 史子） 

 

出典：本資料は米国・サンディア国立研究所の以下の記事を翻訳したものである。 

“Ingenious method enables sharper flat-panel displays at lower energy costs”  

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

 

 

 

mailto:nsinger@sandia.gov
https://share.sandia.gov/news/resources/news_releases/plasmonic_display/
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(1117-7) 

【環境・省資源分野】 

 

仮訳 

 

適切なサイズと適切な化学的構造の組み合わせで 

適切なプラスチック製造材料を生成 (米国) 

2016年 5月 19日 

 

連絡先：Chad Boutin 

電話番号：301-975-4261 

 

プラスチックの製造は、エネルギー集約型プロセスである。今回、国立標準技術研究

所 (National Institute of Standards and Technology: NIST)が実施した研究において、

不純物を従来の製造プロセスよりも効率的に濾過する物質群を用いることにより、プラス

チック製造の重要な一工程におけるエネルギー需要を削減する方法が明らかになった。 

 

Science 誌で発表された本研究成果は、金属有機構造体(metal-organic frameworks: 

MOF)と呼ばれる物質群が、世界の大半のプラスチックの原料となるエチレンから不純物

のアセチレンを効果的に取り除くことを示している。MOF をフィルターとしてアセチレ

ンを除去できれば、現在のような高コストの触媒工程でアセチレンをエチレンに転換する

必要性を回避しつつ、産業界が求める高純度エチレンを製造することが可能になるだろう。 

 

 ペットボトルやレジ袋に家庭用品等、私たちが毎日目にするプラスチックの化学名はポ

リエチレンという。ポリエチレンは、より単純な分子であるエチレンの長い鎖をつなぎ合

 
通常、エチレン（左図・灰色）にはアセチレン（同・青色）が混入しているが、それが原因で、プラスチッ

クの主成分であるポリエチレンの製造プロセスが損なわれることがある。金属有機構造体 SIFSIX（中央

図）はアセチレンを効率的に捕捉するため、純エチレン（右図）が得られる。 

(Credit: Zhou/NIST) 

高解像度の画像を見る 

mailto:chad.boutin@nist.gov
http://science.sciencemag.org/content/353/6295/141
http://patapsco.nist.gov/imagegallery/details.cfm?imageid=1531
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わせて作られる柔軟な材料だ。世界的なプラスチック需要を受けて、エチレンは世界で最

も広く生産される有機化合物となった。エチレン製造量は年 1億トンを優に上回るが、

そのほとんどは原油精製によるものである。 

 

製造直後のエチレンは、プラスチックの原料とするには純度が低い。というのも、原

油精製プロセスではエチレンとともに相当量のアセチレンが生じるからである。そしてア

セチレンは、エチレン分子を結合させる触媒性能を低下させてしまう。現在のプラスチッ

ク製造産業は、不要なアセチレンをエチレンに転換することでこの問題を解決している

が、その工程では触媒として高価な希少金属のパラジウムが必要である上、大量のエネル

ギーを消費する。 

 

NIST中性子研究センター(NIST Center for Neutron Research: NCNR)と世界各地の

5大学から成る今回の研究チームは、より優れたアセチレン除去方法として、1990年代

に発見された SIFSIXと呼ばれるMOF物質群を利用できることに気付いた。多孔質結晶

のMOFを顕微鏡で見ると、まるで建設中の建物のように多数の桁が間隔をあけて並んで

いる。SIFSIX群の名称は、その桁の一部がケイ素(Si)と 6個のフッ素原子(F6)で形成さ

れることに由来する。 

 

 同研究チームは、SIFSIX MOFをエチレンが通過する際、混入アセチレンの大部分を

フッ素が引き付けて捕捉するため、妨げられずに通り抜けたエチレンが結果的に精製され

ることを発見した。同MOFの桁の長さを変えて孔の大きさを様々に変化させたところ、

産業界で一般的な濃度である 1%～50%のエチレン含有アセチレンの濾過が可能になっ

た。 

 

 SIFSIX MOFは、吸着選択性（アセチレンのみを引き付けてエチレンを通過させる能

力）と吸着能のいずれにおいても他の吸着剤を超える記録を打ち立てた。同研究チームに

よれば、この結果は、SIFSIX群が標準的な産業プロセスに代わる実行可能な選択肢を提

供することを示すものである。 

 

 NIST 材料科学者の Wei Zhou 氏は次のように話した。「エチレン中のアセチレン量は

2ppm (parts per million: 1ppmは百万分の一)未満まで低下しました。これはポリエチレ

ンの製造で要求される 5ppmを下回る値です。SIFSIX MOFは製造が容易で安全であり、

何度も再利用できます。安定的であるという利点もありますね。すべての MOF が安定し

ているわけではありませんから。」 

 

このMOFの作製と詳細な調査を行ったのは、中国・浙江大学(Zhejiang University) 

(Huabin Xing氏)、アイルランド・リムリック大学(University of Limerick) (Michael 
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Zaworotko氏)、および米国・テキサス大学サンアントニオ校(University of Texas-San 

Antonio: UTSA)の研究者らである。UTSAの Banglin Chen教授は、本用途における

SIFSIX MOFの重要性に気付き、研究チームを編成・主導した。NISTは同MOFのコ

ンピュータモデリングと中性子回折実験等を担当し、そのアセチレン捕捉メカニズムを明

らかにした。オランダ・アムステルダム大学(University of Amsterdam)およびサウジア

ラビア・キングアブドラ科学技術大学(King Abdullah University of Science and 

Technology)の科学者らも本研究に貢献した。 

 

*X. Cui, K. Chen, H. Xing, Q. Yang, R. Krishna, Z. Bao, H. Wu, W. Zhou, X. Dong, Y. 

Han, B. Li, Q. Ren, M.J. Zaworotko and B. Chen. Pore chemistry and size control in 

hybrid porous materials for acetylene capture from ethylene. Science. 

DOI:10.1126/science.aaf2458. May 20, 2016. 

 

 

翻訳：NEDO（担当 技術戦略研究センター 多胡 直子） 

出典：本資料は、国立標準技術研究所(NIST)の以下の記事を翻訳したものである。 

“Right Size + Right Chemistry = Right Stuff for Plastics Manufacturing” 

http://www.nist.gov/ncnr/right-size-right-chemistry-right-stuff-for-plastics-

manufacturing.cfm 

 

http://science.sciencemag.org/content/353/6295/141
http://www.nist.gov/ncnr/right-size-right-chemistry-right-stuff-for-plastics-manufacturing.cfm
http://www.nist.gov/ncnr/right-size-right-chemistry-right-stuff-for-plastics-manufacturing.cfm
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