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ｱﾒﾘｶ合衆国・
ニューヨーク
大学 (NYU) 

    2016/11/8 

ナノスケールエレクトロニクスを実験室で実現 
(Nano-Scale Electronics Score Laboratory Victory) 

・ NYU が、高性能な二硫化タングステン(WS2)の単一層の大面積シートの合成方法を開発。 
・ WS2 はエレクトロニクスやオプトエレクトロニクスで広範囲に利用できる材料として、次世代のトラン
ジスタやウェアラブルエレクトロニクスの開発に期待されている。 
・ 化学気相蒸着(CVD)法で同材料を成長させるリアクター設計と成長プロセスに変更を加え、過去の
科学文献で報告された中でも最も高品質の WS2 を作製した。 
・ グラフェンと異なり、WS2 は適度なバンドギャップを有し、原子層数が増えることでバンドギャップの
調整が可能となり、単一層では光の吸収と放出が強力であるため、オプトエレクトロニクス、センシン
グやフレキシブルエレクトロニクスでのアプリケーションに適する。 
・ 成長促進剤利用を省略し、キャリアガスとしてアルゴンの代わりに窒素を利用することで構造的な
欠陥の低減に成功した。 
・ 試験の結果、単一層 WS2 では最高の電子移動度を確認した。 

URL:  
http://engineering.nyu.edu/press-releases/2016/11/08/nano-scale-electronics-score-labor
atory-victory  

(関連情報）  

      

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

Electronic properties of monolayer tungsten disulfide grown by chemical vapor deposition 

URL:  http://scitation.aip.org/content/aip/journal/apl/109/19/10.1063/1.4967188  

  

 

《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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ｱﾒﾘｶ合衆国・
ｵﾊｲｵ州立大

学 

    2016/11/15 

新しい LED が遠隔地でのより優れた水浄化方法を提供 
(New LEDs may offer better way to clean water in remote areas) 

・ オハイオ州立大学が、軽量でフレキシブルな金属箔上に紫外線(UV)の発光ダイオード(LED)を初め
て作製。 
・ このような箔ベースのポータブルな UV ライトは、飲料水の浄化や医療器具の殺菌に利用できる。
同大学はさらに開発を進めるため、企業に同技術のライセンシングを供与予定。 
・ 従来の遠紫外線(DUV)ランプは重く、持ち運びが不便。また毒性のある水銀を使用しており、電気
的にも非効率。 
・ DUV LED は研究室スケールで他にも開発されているが、基板に高純度で硬い単結晶半導体を使う
ためコストの問題がある。 
・ 箔を基板として利用したナノテクノロジーにより、より軽量、安価で環境に優しい DUV LED の大量生
産が可能となる。さらに同大学は同技術がニッチなナノフォトニクス研究分野を実用的な産業に転換
することを期待。スケールアップが困難であるため、ナノフォトニクスの商業的な重要性は疑問視され
ているが、同技術ではシートサイズの大規模製造が可能。 
・ 同技術は、一般的な半導体成長手法である分子線エピタキシー法(molecular beam epitaxy)を用い
て、チタンやタンタル等の金属箔上に窒化アルミニウムガリウム(AlGaN)のワイヤを高密度に充填した
シートを成長させた。ワイヤは長さが約 200nm、直径が約 20～50nm。 
・ 研究室での試験では、金属箔に成長させたナノワイヤが単結晶シリコン上のものとほぼ同等の輝
度を有することを確認。同大学は輝度をより向上させると共に、今後はスチールやアルミ等のより一般
的な金属箔上にナノワイヤを成長させる。 

URL:  https://news.osu.edu/news/2016/11/15/uvled/  

(関連情報）  

      

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

Nanowire LEDs grown directly on flexible metal foil 

URL:  http://scitation.aip.org/content/aip/journal/apl/108/14/10.1063/1.4945419  
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ｱﾒﾘｶ合衆国・
ﾛｰﾚﾝｽﾘﾊﾞﾓｱ
国立研究所

(LLNL) 

    2016/11/21 

LLNL チームのコードが分子動力学シミュレーションの精度を数桁向上 
(LLNL team’s code that improves molecular dynamic performance by orders of magnitude among 
Gordon Bell Prize finalists) 

・ LLNL が第一原理分子動力学コードを飛躍的に改善。2016 年の Golden Bell 賞最終候補に選出。
頑健な新アルゴリズムを用い、数値誤差を完全に制御可能な、電子構造問題のオーダーN 法複雑系
ソルバーを開発。 
・ 第一原理分子動力学法（FPMD）は非常に有効であるが、電子の量子モデリングのため計算コスト
が高い。従来の FPMD 手法では、時間とソルバーの複雑さや高度な並列計算に要する通信量の多さ
から、一般的にシミュレーションで扱う原子の数の上限は数千個程度。 
・ LLNL は同研究所のスパコン Sequoia を用い、同コードの最小限のグローバル通信による優れた拡
張性を実証。コア数 100 万以上で 100 万個以上の原子の高精度な FPMD シミュレーションを実現。 
・ このコア数と原子数を従来の平面波から計算すると、解決までにかかる時間は大まかな予測で 2
年とされるが、新手法では 90 秒。同手法は物理的な問題へのグローバルな解を局所化した量の集合
として表し、膨大な通信量と要求メモリを削減。大幅なメモリの縮小と計算の高速化により、これまで
不可能であったサイズの複雑な系（絶縁体、半導体、生物等）のシミュレーションが可能に。 

URL:  
https://www.llnl.gov/news/llnl-team%E2%80%99s-code-improves-molecular-dynamic-perform
ance-orders-magnitude-among-gordon-bell  

(関連情報）  

      

SC16 (Supercomputing Conference: International Conference for High Performance Computing, 
Networking, Storage and Analysis)発表資料(pdf ファイル) 

Modeling Dilute Solutions using First-Principles Molecular Dynamics: Computing more than a Million 
Atoms with over a Million Cores 

URL:  https://www.computer.org/csdl/proceedings/sc/2016/8815/00/8815a012.pdf  
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英国・ユニバ
ーシティ・カレ
ッジ・ロンドン 

(UCL) 

    2016/11/21 

2D ナノ材料を作る新しいソリューション 
(New solution for making 2D nanomaterials) 

・ UCL やブリストル大学等から成る研究チームが、2D 材料を液体に溶かしてスケーラブルに低コスト
で 2D ナノ材料を作製する方法を開発。 
・ コンピュータディスプレイからスマートテキスタイルまで多様なアプリケーションを可能とする特性と
独自のサイズを持つ 2D 材料の製造・利用方法の多くでは、スケールアップの困難さや材料の損傷が
課題。UCL の新しい作製方法はこのような課題に対処するもの。 
・ 正電荷を帯びたリチウムおよびカリウムイオンを、テルル化ビスマス(Bi2Te3)、二硫化モリブデン
(MoS2)や二硫化チタン(TiS2)等の異なる 2D 材料の層間に挿入し、各層に負電荷を与えて「層状の塩」
を作った。 
・ 化学反応や攪拌を用いずにこの層を精選した溶液中で溶解させ、出発原料と同等の形状を維持し
ながらも負電荷を帯びた 2D ナノ材料シート溶液が完成。 
・ 原子間力顕微鏡と透過型電子顕微鏡で同溶液を分析した結果、2D 材料は溶液中で無傷、単層で
単離した微細なシート状であることを確認。このような数百万個の原子から成る 2D ナノ材料シートで
も、懸濁液でなく安定した溶液を作ることを実証できた。 
・ このような 2D ナノ材料溶液は、表面に塗って乾燥すると様々なタイル形状に自己組成する。また、
金めっきのように表面に電着することもできる。同プロセスを使って様々な 2D ナノ材料を作製し、多様
なアプリケーションでの利用が期待。 
・ UCL の商業化企業である Business PLC (UCLB)が同技術の特許を取得。商業化プロセスを支援す
る。 

URL:  http://www.ucl.ac.uk/news/news-articles/1116/211116-New-solution-for-2D-nanomaterials  

(関連情報）  

      

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

Ionic solutions of two-dimensional materials 

URL:  http://www.nature.com/nchem/journal/vaop/ncurrent/full/nchem.2650.html  
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英国・マンチェ
スター大学 

    2016/11/21 

ムーアの法則を延長する新しい超薄型半導体 
(New ultra-thin semiconductor could extend life of Moore’s Law) 

・ マンチェスター大学が、グラフェンと同様な 2D 材料で次世代の超高速エレクトロニクスでの利用が
期待されるセレン化インジウム(InSe)デバイスを開発。 
・ InSe はグラフェンのように原子数個の薄さに製造できるが、グラフェンとは異なりシリコンのような広
いバンドギャップを有するためオン・オフのトランジスタ機能が可能となる。 
・ グラフェンの優れた特性を捕捉する他の 2D 材料とグラフェンを組合せることで科学的進展をもたら
し、想像を超えるようなアプリケーションを生み出す。 
・ 同大学は National Graphene Institute(NGI)が新たに開発した技術とアルゴンガスを用いてデバイス
を作製し、InSe が酸素と湿気により損傷し易いという主要な課題を克服して高品質の InSe デバイス製
造に初めて成功。 
・ 同デバイスの室温下での電子移動度はシリコンを大幅に超える 2,000 ㎠/Vs を測定。数μm のサイ
ズで製造。現在幅広く利用されているグラフェンの大面積製造方法を採用すれば商業レベルでの製
造が可能。 
・ グラフェンやそれに関連する 2D 材料の研究は、科学と工学を橋渡しする材料科学において急成長
している分野。 

URL:  
http://www.manchester.ac.uk/discover/news/new-ultra-thin-semiconductor-could-extend-li
fe-of-moores-law/  

(関連情報）  

      

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

High electron mobility, quantum Hall effect and anomalous optical response in atomically thin InSe 

URL:  http://www.nature.com/nnano/journal/vaop/ncurrent/full/nnano.2016.242.html  
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英国・サリー
大学 

    2016/11/22 

スプレー印刷された結晶が有機エレクトロニクスアプリケーションを進展 
（Spray printed crystals to move forward organic electronic applications） 

・ サリー大学等が、有機半導体インクを単離された結晶に変換し、あらゆる表面に直接スプレー堆積
できる印刷プロセスを初めて実証。 
・ 貧溶媒添加晶析（antisolvent crystallization）及び溶液せん断法（solution shearing）の利点を組み
合わせて室温で半導体の低分子を溶剤中で溶解し半導体インクを作製するこの方法は、安価かつス
ケーラブルで多種多様の低分子材料に適用可能。表面を非溶剤で覆うことにより半導体分子が上部
に浮上し自己組織化して高秩序の結晶となる。結晶の大きさ・形状・配向性を制御するには、貧溶媒
表面へのスプレー液滴衝撃を左右する基材へのスプレーの角度と距離を調整。 
・ 結晶成長に高温や高エネルギーが必要な従来のシリコン製インクと置換できれば、柔軟、軽量、ウ
ェアラブルで安価なプリンテッドエレクトロニクスでの応用可能性が拡大。 

URL:  
http://www.surrey.ac.uk/mediacentre/press/2016/spray-printed-crystals-move-forward-org
anic-electronic-applications  

(関連情報）  

      

Scientific Reports 掲載論文(フルテキスト） 

Precise Characterisation of Molecular Orientation in a Single Crystal Field-Effect Transistor Using 
Polarised Raman Spectroscopy 

URL:  http://www.nature.com/articles/srep33057  
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ｱﾒﾘｶ合衆国・
ﾊｰﾊﾞｰﾄﾞ大学 

    2016/11/22 

鳥類に着想を得た構造的色彩の新技術 
(A new technique for structural color, inspired by birds) 

・ ハーバード大学がアブドラ国立科学技術大学と共同で、構造色を有するメタマテリアルをより強靭・
コスト効果的、スケーラブルに作製する方法を開発。 
・ 青緑色や青色に光るクジャクの羽は、色素ではなく特定の波長の光を反射する高秩序なナノスケー
ルネットワークである構造色によるもの。構造色の仕組みは耐久性向上、ソーラーアレイやバイオミメ
ティクス細胞等の様々なアプリケーションの可能性から研究者らが関心を寄せるが、現在の技術を使
った材料への取り込みには時間とコストがかかる。 
・ 同大学はナノ繊維の高秩序な配列といったクジャクの羽の構造色でなく、スポンジのようなケラチン
の無秩序で多孔質なナノネットワークにより鮮やかな色相を持つカザリドリ科の鳥類の羽に着目。光
が羽に当たると多孔質なケラチンパターンにより赤と黄色の波長が互いに打ち消し合い、青色の光の
波長が増幅し合う。 
・ この現象に着想を得て、シンプルなエッチングプロセスを使って金属合金にランダムな多孔質ナノネ
ットワークを作製。これを極薄い酸化アルミニウムの層でコーティングした。 
・ このような多孔質ナノ構造は、合金中で多様な色の局所的なホットスポットを作り出し、それにより
反射される色はこの透明コーティングの厚さによって変化する。酸化アルミニウム層無しの材料は灰
色に見え、33nm のコーティング時には青色を、45nm では赤色、53nm では黄色を反射。 
・ 同研究結果は、無秩序なナノ構造の材料が、従来のメディアでは不可能だった大規模なアプリケー
ションを可能にする極めて強力な技術となりうることを証明。 
・ このようなメタ表面は極めて軽量で傷に強く、自動車、バイオミメティック細胞やカモフラージュ用の
軽量コーティング等に大規模な商業利用が可能。 

URL:  
https://www.seas.harvard.edu/news/2016/11/new-technique-for-structural-color-inspired-
by-birds  

(関連情報）  

      

Nature Light Science & Applications 掲載論文(アブストラクトのみ：全文は有料） 

Scalable, ultra-resistant structural colors based on network metamaterials 

URL:  https://arxiv.org/abs/1605.03700  

  

http://www.surrey.ac.uk/mediacentre/press/2016/spray-printed-crystals-move-forward-organic-electronic-applications
http://www.surrey.ac.uk/mediacentre/press/2016/spray-printed-crystals-move-forward-organic-electronic-applications
http://www.nature.com/articles/srep33057
https://www.seas.harvard.edu/news/2016/11/new-technique-for-structural-color-inspired-by-birds
https://www.seas.harvard.edu/news/2016/11/new-technique-for-structural-color-inspired-by-birds
https://arxiv.org/abs/1605.03700
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ｱﾒﾘｶ合衆国・
ﾏｻﾁｭｰｾｯﾂ工
科大学(MIT) 

    2016/11/23 

筋肉のように収縮するナイロン繊維 
(Nylon fibers made to flex like muscles) 

・ MIT が、生体筋組織の曲げ伸ばし動作を模倣する「人工筋肉」をナイロン繊維から作製する簡便で
低コストのシステムを考案。これまでに CNT や形状記憶合金を用いた人工筋肉が開発されているが、
前者は価格、後者はサイクル寿命が課題。今回開発されたナイロン製人工筋肉は、安価な材料とシ
ンプルな製造プロセスを用いており、サイクル寿命も長い。 
・ 本研究では、加熱すると長さが短くなり直径が大きくなるという高配向ナイロンの特性を利用。同特
性はリニアアクチュエータで既に利用されているが、今回滑車やリール等の機械部品を使わずに曲げ
動作を実現したのは大きな進展。 
・ その仕組みは、同繊維の熱収縮による歪みの大きさと熱伝導率の低さを組み合わせたもの。ナイ
ロン釣り糸を圧延機で圧縮し、円形の断面を長方形や正方形に変化させてから片側のみを加熱する
と、その熱が反対側に伝わる前に加熱された側が収縮して屈曲。加熱方向を変えることで、より複雑
な動作も可能。 
・ 同繊維の加熱には様々な熱源を使用できるが、その中でも特殊な導電性インクを樹脂バインダーと
共に用いた実験では、電圧印加により塗布部分が選択的に加熱され、その方向に屈曲することを確
認。また、10 万回の屈曲サイクル後も性能が低下しないこと、1 秒間に 17 サイクル以上の曲げ伸ばし
動作が可能であることを実証。 
・ ロボットや機械部品向けの屈曲アクチュエータとしての利用のほか、将来的には個々人の身体に合
わせて形状を自動調整する衣服や靴、自己調整式カテーテル等の生医学デバイスなど、幅広い分野
での応用が期待。 

URL:  http://news.mit.edu/2016/nylon-muscle-fibers-1123  

(関連情報）  

      

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

Multidirectional Artificial Muscles from Nylon 

URL:  http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/adma.201604734/abstract  
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アイルランド・
ダブリン大学
トリニティ・カ

レッジ 

    2016/12/9 

グラフェンとおもちゃの silly putty®を用いて最先端のセンサーを作製 
(Scientists use graphene and toy silly putty® to make state-of-the-art sensors) 

・ ダブリン大学トリニティカレッジ内の先端材料・生体工学研究所（AMBER）等が、子供のおもちゃ silly 
putty®（ポリシリコン）にグラフェンを加えて導電性を持たせ、極めて高感度なセンサーを作製。 
・ グラフェンを注入された putty（G-putty）の電気抵抗はほんのわずかな歪みや衝撃に対して極めて
高感度で、被験者の胸や首に G-putty を装着しセンサーとして呼吸・心拍・血圧を測定すると、従来の
ものよりも数百倍の精度を達成。高感度衝撃センサーとしても機能し、小さなクモの足音さえ検出可
能。また、putty が時間と共に元の形状に戻るにつれ、電気抵抗も元々の値まで回復する。 
・ 医療その他の分野において、新しく安価なデバイスや診断への適用が期待。 

URL:  
https://www.tcd.ie/news_events/articles/scientists-use-graphene-and-toy-silly-putty-to-m
ake-state-of-the-art-sensors/7469  

(関連情報）  

      

Science 掲載論文(アブストラクトのみ：全文は有料） 

Sensitive electromechanical sensors using viscoelastic graphene-polymer nanocomposites 

URL:  http://science.sciencemag.org/content/354/6317/1257  

(関連情報）  

      

マンチェスター大学 News Release 

Graphene makes state of the art sensors from children’s toy Silly Putty® 

URL:  
http://www.manchester.ac.uk/discover/news/graphene-makes-state-of-the-art-sensors-fr
om-childrens-toy-silly-putty  

  

http://news.mit.edu/2016/nylon-muscle-fibers-1123
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/adma.201604734/abstract
https://www.tcd.ie/news_events/articles/scientists-use-graphene-and-toy-silly-putty-to-make-state-of-the-art-sensors/7469
https://www.tcd.ie/news_events/articles/scientists-use-graphene-and-toy-silly-putty-to-make-state-of-the-art-sensors/7469
http://science.sciencemag.org/content/354/6317/1257
http://www.manchester.ac.uk/discover/news/graphene-makes-state-of-the-art-sensors-from-childrens-toy-silly-putty
http://www.manchester.ac.uk/discover/news/graphene-makes-state-of-the-art-sensors-from-childrens-toy-silly-putty
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【電子・情報通信分野】  

30-10 

ｱﾒﾘｶ合衆国・
ｵﾚｺﾞﾝ州立大

学 (OSU) 

    2016/11/7 

新しい「オプトフルイディクス」技術が珪藻の力でセンサー機能を向上 
(New ‘optofluidic’ technology taps power of diatoms to improve sensor performance) 

・ OSUが、光学と流体システムを組み合わせたオプトフルイディクス技術と珪藻を利用した、化合物を
検出するセンサー技術を新たに開発。 
・ 同技術では、化合物の種類によっては 1ppt を下回る感度（小サンプルでの単一分子レベル）での
検出が可能。また超微小なサンプルでも機能し、迅速で低コスト。 
・ 実際のデバイスでの利用により、がんバイオマーカーのバイオ医療センシングや有機食品中の農
薬の検出等、ヘルスモニタリング、環境保護や生物実験分野等での多様なアプリケーションが可能。 
・ 天然の「フォトニック結晶」として作用する珪藻は、拡散に対する対流の力を利用して、オプティカル
センサーからの光子が捕えられるスペースへと分子の加速・濃縮を促進し、光学的サインにより化合
物を特定する。珪藻上にインクジェットデバイスで積層した小滴が迅速に蒸発するプロセスにおいて、
珪藻表面に検出対象となる分子が運ばれることが光学的測定感度向上の鍵。 
・ 一般的な爆発物の成分であるトリニトロトルエン(TNT)の検出で技術を実証。TNT は低揮発性であ
るため、検出を可能にする逃避する分子数が少ないが、新技術では他の検出技法に比して 100 万倍
の感度で TNT を検出した。 

URL:  
http://oregonstate.edu/ua/ncs/archives/2016/nov/new-%E2%80%98optofluidic%E2%80%99-te
chnology-taps-power-diatoms-dramatically-improve-sensor-perfor  

(関連情報）  

      

Nanoscale 掲載論文(アブストラクトのみ：全文は有料） 

Optofluidic sensing from inkjet-printed droplets: the enormous enhancement by evaporation-induced 
spontaneous flow on photonic crystal biosilica  

URL:  http://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2016/nr/c6nr05809d#!divAbstract  

30-11 
 

ｱﾒﾘｶ合衆国・
コロラド大学

ボールダー校 

    2016/11/16 

微小なエレクトロニックデバイスが心拍を測定してスピーチを認識 
(Tiny electronic device can monitor heart, recognize speech) 

・ コロラド大学ボールダー校とノースウェスタン大学が共同で、微細、フレキシブルでウェアラブルな
音響センサーを開発。 
・ 人間の皮膚に適した物理特性で身体の場所を選ばずに貼り付けられる小サイズの絆創膏のような
同デバイスは、市販の微細な加速度計を搭載し、1 オンスの 1/100 を下回る超軽量で生体データを継
続して収集する。 
・ 同センサーは身体の生体信号を捕え、心臓の健康状態のモニタリング、話し言葉の認識やヒューマ
ン・マシーンインターフェース等に日常的に利用できる。 
・ 心臓弁の開閉、声帯の振動や消化管の動き等、人間の身体の細胞や体液を通して伝搬する自然
な生体活動によって起こる機械的な波動を感知し、個々の事象に関する特徴を示す音響信号を明示
する。同センサーはまた、心電図(ECG)信号や筋電図(EMG)信号を記録する電極を取り付けられる。 
・ ワイヤレスデバイスへと容易に転換できるため、戦場等の騒音の多い遠隔地からのデータ送信に
より医療施設での迅速で正確なリアルタイム診断を可能にする。 
・ 声帯振動信号はロボット、車輌やドローンの操作に、音声認識機能は発語障害者の意思疎通の向
上に利用することも可能。 
・ 同センサーが喉で収集した声帯振動は、ビデオゲームの操作に利用できることも実証。 
・ 皮膚に貼り付ける電子デバイスは多く開発されているが、今回、皮膚を通したデバイスと身体の機
械的・音響的カップリングの実証は初めて。日常的に利用できるような実用性を同センサーに持たせ
ることが目標。 

URL:  
http://www.colorado.edu/today/2016/11/16/tiny-electronic-device-can-monitor-heart-rec
ognize-speech  

(関連情報）  

      

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

Epidermal mechano-acoustic sensing electronics for cardiovascular diagnostics and human-machine 
interfaces 

URL:  http://advances.sciencemag.org/content/2/11/e1601185  

  

http://oregonstate.edu/ua/ncs/archives/2016/nov/new-%E2%80%98optofluidic%E2%80%99-technology-taps-power-diatoms-dramatically-improve-sensor-perfor
http://oregonstate.edu/ua/ncs/archives/2016/nov/new-%E2%80%98optofluidic%E2%80%99-technology-taps-power-diatoms-dramatically-improve-sensor-perfor
http://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2016/nr/c6nr05809d#!divAbstract
http://www.colorado.edu/today/2016/11/16/tiny-electronic-device-can-monitor-heart-recognize-speech
http://www.colorado.edu/today/2016/11/16/tiny-electronic-device-can-monitor-heart-recognize-speech
http://advances.sciencemag.org/content/2/11/e1601185
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30-12 

 

ﾄﾞｲﾂ連邦共和
国・ヘルムホ
ルツ協会ドイ
ツ電子シンク
ロトロン研究

所(DESY) 

    2016/11/22 

科学者が電子銃をマッチ箱サイズに縮小 
(Scientists shrink electron gun to matchbox size) 

・ DESYがMITと共同で、通常の無線周波数電磁場の代わりにテラヘルツ放射を生成するレーザーを
用いて静止している電子を加速するマッチ箱サイズの新しい電子銃を作製。 
・ 1nm の銅の薄膜を備えた本デバイスは、背面から紫外線光を照射して電子の短い爆発を生じさ
せ、テラヘルツ周波数を用いたレーザー放射により電子を加速。従来のほぼ 2 倍の 1ｍあたり 350 メ
ガボルトの加速力を達成。 
・ テラヘルツ放射の波長が高周波放射よりもずっと短いため、デバイスの小型化（34×24.5×16.8㎜）
に成功。また、銅膜から電子を取り出すために用いられる紫外フラッシュが同一のレーザーから生成
されるため、絶対的なタイミング同期を確実にし大幅にジッターを低減。 
・ エネルギー拡散の少ない高チャージかつ低ジッターの超短電子ビームは、例えば、金属・半導体・
分子結晶における相転移を分解するための超高速電子線回折実験に有用。 

URL:  http://www.desy.de/news/news_search/index_eng.html?openDirectAnchor=1144  

(関連情報）  

      

Optica 掲載論文(フルテキスト） 

Terahertz-driven, all-optical electron gun  

URL:  https://www.osapublishing.org/optica/fulltext.cfm?uri=optica-3-11-1209&id=352760 

(関連情報）  

    
 

MIT News 

Toward X-ray movies 

URL:  http://news.mit.edu/2016/tabletop-ultrashort-electron-beams-x-ray-movies-1122  

30-13 
 

英国・マンチェ
スター大学 

    2016/11/22 

デザイナーマテリアルで微細なコンピュータ回路を作る 
(Designer materials create miniature computer circuits) 

・ マンチェスター大学が、グラフェン等の2D材料を用いて従来のものよりはるかに小型の光電子回路
を作製する新たな方法を発見。グラフェン、窒化ホウ素とナノスケールの金格子を組み合わせて新型
の光変調器を作製できることを示した。 
・ 同光変調器は強力な変調効果を有する一方で非常に小型であるため、回路サイズの大幅な縮小
が期待。ただ一つのシンプルな設計で、可視光から赤外光までの幅広い波長範囲で光変調が可能な
変調器は前例が無い。  

URL:  
http://www.manchester.ac.uk/discover/news/designer-materials-create-miniature-compute
r-circuits/  

(関連情報）  

      

Nature Communications 掲載論文(フルテキスト） 

Nanomechanical electro-optical modulator based on atomic heterostructures 

URL:  http://www.nature.com/articles/ncomms13590  

30-14 
ヒューレット・
パッカード株
式会社(HPE) 

    2016/11/28 

ヒューレット・パッカード社が世界初のメモリドリブンコンピューティングアーキテクチャを実証 
(Hewlett Packard Enterprise Demonstrates World's First Memory-Driven Computing Architecture) 

・ HPE が、世界初のメモリドリブン型コンピュータの実証に成功。プロセッサではなくメモリをコンピュー
タプラットフォームの中心とし、これまでにない性能と効率を実現。 
・ 同社の「The Machine」 リサーチプログラムの一環として開発された同アーキテクチャの概念実証プ
ロトタイプは、過去 60 年間にわたりコンピュータを構築してきた基礎アーキテクチャに変革をもたらす
ための同社の取組における主要なマイルストーンとなる。 
・ 2020 年にはネットワークに接続するデバイスが 208 億個に達し、前例のない量のデータを発生させ
ると予測されているが、現在のコンピューティングアーキテクチャの処理、記憶、管理、保全能力では
対処不可能であることが懸念されている。 
・ 設計段階のシミュレーションでは、新アーキテクチャが現在のコンピューティング能力を大幅に向上
させることを予測。既存製品での新しいソフトウェア開発ツールの作動では、様々なタスク実行速度が
最高で 8,000 倍高速化した。同プロトタイプのノードとメモリの増設により、同様な高速化の実現を期待
する。 
・ 同リサーチプロジェクトではまた、エクサスケールコンピューティングにも着目。エクサスケールは、
現在のコンピュータシステムよりも数桁高い処理能力の開発を目的とした High Performance 
Computing (HPC)において進展している分野。 
・ メモリドリブンコンピューティングアーキテクチャは極めてスケーラブルなため微細な IoT デバイスか
らエクサスケールに対応し、多様な高性能コンピューティングやビッグデータ分析を始めとする大量デ
ータが関わるタスクの理想的な土台となる。 
・ 同社は同リサーチプロジェクト下で、不揮発性メモリ(NVM)、(フォトニクスを含む）ファブリック、エコシ
ステム・イネーブルメント、セキュリティに関する 4 種の技術を新規・既存製品に導入した迅速な商業化
を目指す。 

URL:  https://www.hpe.com/us/en/newsroom/news-archive/press-release/2016/11/1287610-he

http://www.desy.de/news/news_search/index_eng.html?openDirectAnchor=1144
https://www.osapublishing.org/optica/fulltext.cfm?uri=optica-3-11-1209&id=352760
http://news.mit.edu/2016/tabletop-ultrashort-electron-beams-x-ray-movies-1122
http://www.manchester.ac.uk/discover/news/designer-materials-create-miniature-computer-circuits/
http://www.manchester.ac.uk/discover/news/designer-materials-create-miniature-computer-circuits/
http://www.nature.com/articles/ncomms13590
https://www.hpe.com/us/en/newsroom/news-archive/press-release/2016/11/1287610-hewlett-packard-enterprise-demonstrates-worlds-first-memory-driven-computing-architecture.html
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wlett-packard-enterprise-demonstrates-worlds-first-memory-driven-computing-architectur
e.html  

【ロボット・AI 技術分野】  

30-15 

カナダ・トロン
ト大学 

    2016/11/16 

医療診断や自動運転車での AI 利用の新たな可能性を拓くトロント大学のブレイクスルー 
(U of T Engineering breakthrough opens new possibilities for artificial intelligence in fields from medical 
diagnostics to self-driving cars) 

・ トロント大学が、既存する一連の用例からではなく、人間の指令から直接学習する、ヒューリスティッ
ク・トレーニング(heuristic training)呼ばれるモデルの新しい機械学習アルゴリズムを開発。 
・ 従来のニューラルネットワークをトレーニングする方法に比して 160%性能が向上。さらに、トレーニン
グで学習するよりもより優れた信頼性で写真中の毛髪を認識することを学習し、自己トレーニング性
能を 9%上回った。AI 開発における飛躍的な進展を示す。 
・ 毛髪と背景の質感の区別という判断が困難な事例の正確な分類を学習するこの新しいアルゴリズ
ムの能力は、教師から指導を受けた生徒が、その指導内容を超えて学習できる能力に例えられる。 
・ 従来のアルゴリズムでは、人間がラベル付データをニューラルネットワークに提供し、それらのデー
タで憶えたサンプルを基に判断するよう求めることでニューラルネットワークに「教授」する。例えば、
「空」とラベルを付した写真を数百枚見せることでニューラルネットワークに空を識別するようトレーニン
グする。 
・ 新しいアルゴリズムは人間のトレーナーから直接学習。固定化された用例ではなく人間が与える指
示でトレーニングサンプルを事前に分類する。トレーナーは「空(色）は青色の様々な色調である可能
性が高い」や「画像上部のピクセルは下部のピクセルよりも空(色)である可能性が高い」等のガイドラ
インを用いてアルゴリズムをプログラムする。 
・ このようなヒューリスティック・トレーニングアプローチは、未知・ラベル無しのデータを正確に分類す
るというニューラルネットワークの大きな課題の一つに対処するもの。このことは、医療診断でのがん
細胞の正確な特定や自動運転車の環境にある・接近する全ての物体の分類等、機械学習を新しいシ
チュエーションに適応させる場合に重要となる。 

URL:  
https://www.utoronto.ca/news/artificial-intelligence-u-t-new-algorithm-learns-directly-hum
an-instruction  

(関連情報）  

      

IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems 

Hair Segmentation Using Heuristically-Trained Neural Networks 

URL:  http://ieeexplore.ieee.org/document/7592406/  

30-16 
 

ｱﾒﾘｶ合衆国・
イェール大学 

    2016/11/17 

ロボティクスの新しいスタンダード 
(A new standard in robotics) 

・ イェール大学等は「Yale-CMU-Berkeley (YCB) Object and Model Set」として、77 種類の家庭用品等
のセットを作成・販売している。YCB セットはロボットによる物体操作の研究および人工装具研究の国
際的なベンチマークとして開発され、2015 年 5 月に IEEE ICRA にて発表後、現在までに約 100 の研究
室が導入。 
・ 工場等とは対照的な「非構造化環境」(unstructured environment)で人々の日常生活を支援する家
庭用ロボットの実現には、技術的飛躍と世界中のロボット研究者らによる協調的な取組みが必要。そ
の前段階として、全研究者が合意できる何らかの基準が求められる。 
・ 同セットの内容物は、食料品（缶詰・シリアル等）、日用品、工具類、タスク用物品（レゴブロック等）
や、デジタルタイマー他。ロボットの物体操作タスク実行能力を定量的に評価・比較できるよう工夫さ
れている。 
・ 同内容物は、物体操作実験で広く使用されている物や、耐久性があり将来的に大きく変化すること
なく流通すると考えられる物を中心に選択。一般的な商品を選ぶことで、価格を約 350 ドルに抑えた。 
・ さらに、操作タスク 5 例と各タスクのベンチマークをウェブサイト上で公開して共有。同サイトでは他
の研究チームによるプロトコルやベンチマークの追加を歓迎しており、ウェブフォーラムでの議論も可
能。 

URL:  http://news.yale.edu/2016/11/17/new-standard-robotics  

(関連情報）  

      

YCB プロジェクトのウェブサイト 

YCB Benchmarks 

URL:  http://www.ycbbenchmarks.org/  

  

https://www.hpe.com/us/en/newsroom/news-archive/press-release/2016/11/1287610-hewlett-packard-enterprise-demonstrates-worlds-first-memory-driven-computing-architecture.html
https://www.hpe.com/us/en/newsroom/news-archive/press-release/2016/11/1287610-hewlett-packard-enterprise-demonstrates-worlds-first-memory-driven-computing-architecture.html
https://www.utoronto.ca/news/artificial-intelligence-u-t-new-algorithm-learns-directly-human-instruction
https://www.utoronto.ca/news/artificial-intelligence-u-t-new-algorithm-learns-directly-human-instruction
http://ieeexplore.ieee.org/document/7592406/
http://news.yale.edu/2016/11/17/new-standard-robotics
http://www.ycbbenchmarks.org/
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30-17 

 

ｱﾒﾘｶ合衆国・
ﾉｰｽｶﾛﾗｲﾅ州
立大学(NC 

State) 

    2016/11/22 

ドローンと昆虫型バイオボットで被災地域マッピング 
(Tech Would Use Drones and Insect Biobots to Map Disaster Areas) 

・ NC State の研究チームが、UAV と昆虫サイボーグ(バイオボット)を使用して災害により倒壊した建
物等の、広大な未知の空間の地図作成を可能にする、ソフトウェアとハードウェアの組み合わせを実
現。 
・ 構想は、センサーを装備したゴキブリ等の一群のバイオボットを放つ、というもの。バイオボットの移
動を UAV が搭載するビーコンとの近接度により規定された空間内に制限。バイオボットはその区域を
自由に動き回り、他のボットが近付くと研究者に信号を発信。 
・ バイオボットのセンサーが集めたデータは専用ソフトウェアが解析し未知の環境を大まかにマッピン
グ。ひとたびプログラムが該当区域の地図作成に十分なデータを受信すると、UAVは隣接する未開区
画の上空へ移動。このプロセスは繰り返され、ソフトウェアプログラムが前に作成した地図と新たな地
図を貼り合わせて全域または構造全体を網羅するまで継続可能。これは GPS を使用できない空間で
有用。 
・ 研究チームはゴキブリの行動を模す体長 1.5 インチのロボットを使用し同技術を試験。これまでバイ
オボットを用いる狭い空間の地図作成を可能にするコンセプト実証ソフトウェアを開発しているが、今
回の試験では格段に広い空間の地図作成とこれらの地図の包括的な全体像への組み込みを実現。
次のステップはバイオボットを使い実験を再現すること。 

URL:  https://news.ncsu.edu/2016/11/biobot-mapping-tech-2016/  

(関連情報）  

      

IEEE Transactions on Signal and Information Processing over Networks 掲載論文(アブストラクトのみ：
全文は有料） 

Geometric Learning and Topological Inference with Biobotic Networks 

URL:  http://ieeexplore.ieee.org/document/7725505/  

(関連情報）  

      

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

A Framework for Mapping with Biobotic Insect Networks: From Local to Global Maps 

URL:  http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S092188901530289X  

【環境・省資源分野】  

30-18 
 

ｱﾒﾘｶ合衆国・
ﾏｻﾁｭｰｾｯﾂ工
科大学(MIT) 

    2016/11/11 

生分解性プラスチック実現への一歩 
(A step toward biodegradable plastics) 

・ MIT が、生分解性プラスチックを生成する細菌酵素の構造を解明。 
・ 細菌酵素は、出発原料の種類により硬質や軟質のプラスチックを形成できるポリマー長鎖を生成す
る。このような酵素の構造を詳しく知ることで、ポリマーの構成やサイズの制御に加え、従来の石油由
来のものとは異なる生分解性プラスチックの商業生産への一歩を踏み出せる。 
・ ポリヒドロキシアルカン酸(polyhydroxyalkanoate: PHA)シンターゼは、ほぼ全ての細菌に含まれる。
細菌はこれを利用して大量のポリマーを生成し、エサが不足するとそこに炭素を貯蔵する。細菌の一
種であるカプリアビダス・ネカトール(Cupriavidus necator)は、自身の乾燥重量の最大 85%までをこのよ
うなポリマーとして貯蔵することができる。 
・ 同酵素は通常、ヒドロキシアルキルコエンザイム A（hydroxyalkyl-coenzyme A)と呼ばれる多数の分
子のバリアント中の 1 種類以上のポリマーを生成（化学基「アルキル」がポリマー特性を決定づける）
する。PHA シンターゼは最高で 30,000 個のサブユニット、またはモノマーを正確に制御してつなぐこと
ができるため、化学エンジニアリングでは大きな関心を集めている。 
・ これまで困難とされていたタンパク質の結晶化に成功し、X 線クリスタログラフィーで得たデータを分
析して酵素構造を解明。PHA シンターゼは、ダイマーを形成する同一のサブユニット 2 個から構成され
ることがわかった。各サブユニットには活性部があり、そこでポリメリゼーションが起こることから、活性
部がダイマーのインターフェースにあるとするこれまでの考えを覆す。 
・ さらに、酵素には、出発原料が入り、形成されたポリマー鎖が出ていく 2 カ所の開口部があることも
発見。両開口部は高度に保存されたアミノ酸基で囲まれており、特に出口部の開口は狭く、ポリマー
を押し出す際にタンパク質保護の役割を担うと考える。 
・ 今後は同酵素が基質と生成物に結合した状態の構造の解明を試みる予定。酵素作用の理解に不
可欠な情報を収集する。 
・ バイオテクノロジー企業数社がPHAシンターゼと他種酵素でPHAsを作製し、ポリマー生成に着手。
ある企業ではこれを利用して医療用ポリマーを作製している。同プロセスの大部分は、石油由来の低
コストプラスチックとまだコスト的に競合できないが、同技術は特殊ポリマーの添加剤、ラテックスや医
療アプリケーションで利用できるユニークな PHA ポリマー構成の生成を可能にする。 

URL:  http://news.mit.edu/2016/step-toward-biodegradable-plastics-1111  

(関連情報）  

      

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

Structure of the Catalytic Domain of the Class I Polyhydroxybutyrate Synthase from Cupriavidus 
necator 

URL:  http://www.jbc.org/content/early/2016/10/14/jbc.M116.756833  

https://news.ncsu.edu/2016/11/biobot-mapping-tech-2016/
http://ieeexplore.ieee.org/document/7725505/
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S092188901530289X
http://news.mit.edu/2016/step-toward-biodegradable-plastics-1111
http://www.jbc.org/content/early/2016/10/14/jbc.M116.756833
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30-19 
 

ｱﾒﾘｶ合衆国・
ﾏｻﾁｭｰｾｯﾂ工
科大学(MIT) 

    2016/11/15 

温暖化ガスをガソリンに変える 
(Turning greenhouse gas into gasoline) 

・ MIT が選択的に CO2 を CO に変換する新しい触媒材料を開発。 
・ 同触媒は超多孔質な銀の電極材料で、異なるアプリケーションに適用できるよう調合が可能。材料
の孔寸法を調整することで、最終生成物の CO を任意の配分で生成できる。 
・ CO 生成のための銀触媒の選択性の「調整」には、表面活性部位の化学反応を変えるが、銀インバ
ースオパール(silver inverse opal)と呼ばれる同多孔質材料では、孔寸法の調整により触媒の選択性
や活性を調整できる。 
・ 同多孔質材料は、導電性の電極基板にポリスチレンの微小なビーズを積層した上に銀を電着後、
ビーズを除去したもの。ビーズの寸法により孔のサイズが決定する。ビーズ球体が詰まると自然に自
己集合し、六角形セルのハニカム構造ができる。 
・ また、同多孔質触媒の薄さを調整し、インバースオパールの厚さが増すと、CO2 からの CO の生成
を 3 倍に向上させながら、水素ガスの生成を最高で 1/10 に抑えるという効果が出現。このような効果
の組合せにより、反応生成物の CO の配分を 5～85%に容易に多様化できる。 
・ 同技術は CO2 の有用な燃料変換へのワンステップにすぎず、初回実証は研究室スケールなため、
輸送用燃料を実際に生成するにはさらに研究が必要。しかし、初回変換ステップでの選択性と効率性
が CO2 からの燃料生成の全体的な効率性に上限値を与えたことで、同研究結果はガソリンスタンド等
の既存インフラ全てを利用可能としながら既存の化石燃料システムを代替するカーボンニュートラル
な技術開発の基礎的な見識を提供すると考える。 

URL:  http://news.mit.edu/2016/greenhouse-gas-into-gasoline-1115  

(関連情報）  

      

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

Tuning of Silver Catalyst Mesostructure Promotes Selective Carbon Dioxide Conversion into Fuels 

URL:  http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/anie.201607942/full  

30-20 

ｱﾒﾘｶ合衆国・
国立ｴﾈﾙｷﾞｰ
技術研究所

(NETL) 

    2016/12/15 

DOE が支援する研究チームが先進型タービンの排出量削減に燃焼器によるアプローチを実証 
(DOE-Supported Research Team Demonstrates Combustor Approaches to Slash Emissions from 
Advanced Turbines) 

・ ジョージア工科大学が、新たに開発した計算ツールを用い、2 万種類以上の設計案を高速でスクリ
ーニングし、NOx 排出を最低限に抑えながら高温燃焼器の性能を最適化する方法の提案を実現。同
研究は、新ツールがNOx排出量を従来比で80～90%削減すると同時に入口温度3,100℉(1,700℃)超で
の超高効率な運転が可能な、次世代型ガスタービンの設計にも使用できる可能性があることを示唆。 
・ NETL の University Turbine Systems Research (UTSR)プログラムの資金提供による同大学のプロ
ジェクトは、プログラムのミッションである、燃料フレキシブルなシステムを含む、クリーンで高効率なフ
レキシブル先進型タービンとタービンベース・システムの開発と推進をサポートするもの。 
・ エネルギー効率向上のための燃焼温度の上昇に伴う NOx レベルの達成可能な理論的最小値は、
研究者にとって大きな疑問。今回の主要な成果は最小値の同定であるが、研究チームはその NOx レ
ベルの達成にはタービン技術の著しい進展が求められると指摘。 
・ さらに同ツールを使用した、燃焼器内部で局所的に生じる温度、混合状況等のパラメータの望ましく
ない僅かな乱れによる、NOx と CO 排出量への影響の検証にも成功。このように、同ツールは迅速で
コスト効率的な高効率・低排出燃焼器技術の提唱と、開発期間の短縮に寄与し得る。 

URL:  
http://www.netl.doe.gov/newsroom/news-releases/news-details?id=e4ef565e-7aca-4d50-b3
a2-b3de0267c2f0  

【蓄電池・ｴﾈﾙｷﾞｰｼｽﾃﾑ分野】  

30-21 
 

ｱﾒﾘｶ合衆国・
テキサス A&M

大学 

    2016/11/10 

テキサス A&M 大学が身体で充電するスーパーキャパシタを初めて開発 
(First supercapacitor that can be charged by human body heat developed at Texas A&M University) 

・ テキサス A&M 大学が、熱エネルギーで充電できるスーパーキャパシタを開発。 
・ 固体ポリマー電解質が熱により発電できることを初めて発見。スーパーキャパシタの温度勾配が高
温側から低温側へとイオンを移動させるソレー効果として知られる現象を活用し、同電解質を使って
熱誘起電圧を発生させる。 
・ 同キャパシタは、熱エネルギーを電気エネルギーに変換すると同時にデバイスにそのエネルギーを
貯蔵する。例えば身体の熱や、周囲との温度差を生じさせる熱拡散物体で外部電源無く充電できる。 
・ また、フレキシブルなため、ウェアラブルエレクトロニクスの電源としての利用や、ワイヤレスデータ
送信システムに統合して IoT センサーを作動させることも可能。外部電源や蓄電池に頼らないエレクト
ロニクスデバイスに電源を供給する全く新しい方法として大きな潜在力を秘める。 

URL:  
http://engineering.tamu.edu/news/2016/11/10/first-supercapacitor-that-can-be-charged-b
y-human-body-heat-developed-at-texas-am-university  

(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） 

Thermally Chargeable Solid-State Supercapacitor 

URL:  http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/aenm.201600546/full  

http://news.mit.edu/2016/greenhouse-gas-into-gasoline-1115
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/anie.201607942/full
http://www.netl.doe.gov/newsroom/news-releases/news-details?id=e4ef565e-7aca-4d50-b3a2-b3de0267c2f0
http://www.netl.doe.gov/newsroom/news-releases/news-details?id=e4ef565e-7aca-4d50-b3a2-b3de0267c2f0
http://engineering.tamu.edu/news/2016/11/10/first-supercapacitor-that-can-be-charged-by-human-body-heat-developed-at-texas-am-university
http://engineering.tamu.edu/news/2016/11/10/first-supercapacitor-that-can-be-charged-by-human-body-heat-developed-at-texas-am-university
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/aenm.201600546/full
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【新エネルギー分野】  

30-22 
 

ｱﾒﾘｶ合衆国・
セントラルフロ

リダ大学
(UCF) 

    2016/11/14 

映画に着想を得たナノテク動力の衣類 
('Back to the Future' Inspires Solar Nanotech-Powered Clothing) 

・ UCF が、太陽エネルギーを捕獲して貯蔵できるフィラメント(単繊維）を開発。織り上げることでウェア
ラブルな太陽エネルギー発電蓄電池として機能するジャケット等の衣類を作ることが可能に。 
・ 1989 年にリリースされた映画「バック・トゥ・ザ・フューチャーⅡ」に着想を得たこのコンセプトは、ポケ
ットに滑り込ませるだけでスマートフォンを充電する等、ウェアラブルエレクトロニクスに革新をもたらす
可能性が期待。 
・ 同大学は昨年の R&D 100 Award 受賞技術であるエネルギーを送りながら蓄電池のようにエネルギ
ー貯蔵もできるケーブルを開発。同大学はまた、窓に貼り付ける半透明太陽電池の開発も実施中で
あり、今回それら 2 つのデバイスを組み合わせた。 
・ フィラメントは細い銅のリボン状のもので、フレキシブルかつ軽量。フィラメントの片面に太陽電池、
もう片面にはエネルギー貯蔵層が備わる。 
・ 概念実証の結果、ジャケット等の上着に織り込み、エネルギーを捕獲・貯蔵して携帯電話を始め、
パーソナルヘルスセンサー等の機器に電源を供給できることを確認。発電したエネルギーの電力系
統への供給や、移動性を制限する蓄電池貯蔵といった太陽電池の欠点を克服する進展。 

URL:  http://today.ucf.edu/back-future-inspires-solar-nanotech-powered-clothing/  

(関連情報）  

      

Nature Communications 掲載論文(フルテキスト） 

Wearable energy-smart ribbons for synchronous energy harvest and storage 

URL:  http://www.nature.com/articles/ncomms13319  

【新エネルギー分野(太陽光発電)】  

30-23 

イスラエル国・
テクニオン-イ
スラエル工科

大学 

    2016/11/14 

太陽電池のエネルギー変換効率を 70%向上させる新技術 
(New Technology Aims to Make Photovoltaic Cells 70% More Efficient)               

・ テクニオン-イスラエル工科大学が、太陽電池のエネルギー変換効率を約 70%向上させる可能性を
もたらす技術を開発。 
・ 太陽電池は幅広い太陽光スペクトルの中、利用できる太陽光の範囲が制限されており、このような
エネルギー損失により現在のエネルギー変換効率は最高で 30%程度。 
・ 吸収された光が高エネルギーで再放出されてエミッタを冷却する光学冷却(optical refrigeration)に
着想を得た、太陽光と太陽電池間に介在させるフォトルミネセンス材料を開発した。 
・ 同材料は太陽電池が使用しない太陽光スペクトルの光を吸収して熱され、青方偏移スペクトルで放
射線を再放出する。この放射線が太陽電池に照射され、エネルギー変換効率が 30%から 50%に向上。 
・ この技術を用いた最高変換効率を有する作動デバイスを 5 年以内に実証予定。成功すれば太陽エ
ネルギー分野における破壊的技術となると期待する。 

URL:  
http://www.ats.org/news/new-technology-aims-to-make-photovoltaic-cells-70-more-effici
ent/  

(関連情報）  

      

Nature Communications 掲載論文(フルテキスト） 

Thermally enhanced photoluminescence for heat harvesting in photovoltaics 

URL:  http://www.nature.com/articles/ncomms13167  

  

http://today.ucf.edu/back-future-inspires-solar-nanotech-powered-clothing/
http://www.nature.com/articles/ncomms13319
http://www.ats.org/news/new-technology-aims-to-make-photovoltaic-cells-70-more-efficient/
http://www.ats.org/news/new-technology-aims-to-make-photovoltaic-cells-70-more-efficient/
http://www.nature.com/articles/ncomms13167
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30-24 

 

英国・サリー
大学 

    2016/11/30 

プリンテッド有機太陽電池に新たな光を投げかける 
(Throwing new light on printed organic solar cells) 

・ サリー大学がオックスフォード大学等と共同で、欧州委員会 FP7 下の SMARTONICS プログラムに
おいて、フレキシブル、軽量で環境に優しい大面積の有機太陽電池のエネルギー変換効率を 2.2%か
ら 6.7%へ向上。 
・ 同プログラムは有機ポリマー太陽電池の製造とプリンティングの大規模なパイロットライン開発を目
標とする。 
・ 有機太陽電池中の光活性層の構成要素の化学・物理特性間の依存関係が、このような太陽電池
の効率を決定することを実証。一般的で低コストな電子供与体である P3HT と受容体の ICBA を組合
せて有機太陽電池の感光層に利用し、別個の ICBA サンプルが異なる異性体混合物から構成される
ことを発見。 
・ このような特性は感光層における P3HT と ICBA の動的および空間的配列の形成に重要であり、エ
ネルギー変換効率を決定付ける。 
・ この発見をベースに製造プロセスを作り変えることで変換効率が向上。P3HTブレンドの大面積デバ
イスでは最高効率。 
・ 同研究結果をもとにメートル規模の有機太陽電池を製造予定。 

URL:  
https://www.surrey.ac.uk/mediacentre/press/2016/throwing-new-light-printed-organic-sola
r-cells  

(関連情報） 

      

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

Achieving 6.7% Efficiency in P3HT/Indene-C70 Bisadduct Solar Cells through the Control of Vertical 
Volume Fraction Distribution and Optimized Regio-Isomer Ratios 

URL:  http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/aelm.201600362/abstract  
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