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スイス連邦工
科大学ローザ
ンヌ校(EPFL) 
(ローザンヌ工
科大学) 

    2016/11/24 

新しいペロブスカイトが次世代のデータ記憶装置をリード 
(A new perovskite could lead the next generation of data storage) 

・ EPFL が、次世代ハードドライブの構築に最適なユニークな特性の新しいペロブスカイト材料を開
発。 
・ 材料の磁性は局在電子と運動電子との相互作用から生じており、磁気特性を操作すると材料の化
学的性質または結晶構造中の電子構造に影響を及ぼしてしまう。 
・ 今回発見された初の磁気光伝導体とも言える新しい結晶構造は、磁気モーメントが明確に定義され
た秩序で配列された強磁性体と光照射が高密度な自由伝導電子を生成する光伝導体の両方の利点
を組み合わせたものであり、光電子が磁化を「溶融」する。レーザーポインタよりもずっと弱い赤色 LED
でも材料の磁気秩序を溶かして高密度の移動電子を生成でき、光の強度を変えることで自由に調整
可能。また、この材料の磁性をシフトさせる時間スケールは、約千兆分の 1 秒と極めて高速。 
・ 磁気記憶の利点（長期安定性・高データ密度・不揮発性の作動・再書込み可能性）と光の読み書き
スピードを組み合わせたこの新材料で、低エネルギー需要かつ大容量な次世代のメモリ記憶システム
の構築に期待。 

URL:  http://actu.epfl.ch/news/a-new-perovskite-could-lead-the-next-generation-of/  

(関連情報）  

      

Nature Communications 掲載論文(フルテキスト） 

Optically switched magnetism in photovoltaic perovskite CH3NH3(Mn:Pb)I3 

URL:  http://www.nature.com/articles/ncomms13406  

(関連情報）  

      

CORDIS ニュースリリース 

New material a breakthrough for magnetic data storage 

URL:  http://cordis.europa.eu/news/rcn/126708_en.html  

  

 

《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・
ライス大学 

    2016/12/7 

セメントの形状を解読してグリーンなコンクリートを創る 
(Decoding cement’s shape promises greener concrete) 

・ ライス大学が、コンクリートを結合させるケイ酸カルシウム水和物(C-S-H)セメント結晶内のナノスケ
ールでの反応（形態形成）を解明。セメントのキネティック特性を理解してマイクロ構造の半結晶性粒
子を「プログラム」して作製する方法を開発。 
・ 世界で年間 30 億トン超が生産されるコンクリートは多孔質な非晶質のコロイドで、強度と耐久性に
課題があることに加え、大気中の温暖化ガスのうち最大 10%のCO2を放出。同技術で作る秩序立った
形状の粒子により、より少量のコンクリートでより頑強な構造を実現する可能性が期待。 
・ 同大学は初めて、C-S-H 粒子を立方体、直方体、デンドライト等様々な形状に合成し、コンクリート
のボトムアップ開発を希望する製造業者等に向けてそれらを総合的な形態ダイヤグラムにマッピング
した。 
・ 従来の非晶質 C-S-H マイクロ構造に比してより高い充填密度でマイクロ構造に自己組織化できる
よう、C-S-H の基本構成要素の形態やサイズを制御できることを実証。 
・ 最初に自動的に形成されるシード粒子が、その周囲で残りの材料が形成されるプロセスを方向付
ける。このようなシードを媒介する成長には、結晶化や成長を促す産業プロセスと異なりシード粒子の
追加が不要。 
・ 研究室で C-H-S に少量の陰イオン又は陽イオン性界面活性剤とケイ酸カルシウムを加えてこれを
CO2と超音波に曝すことで立方体や直方体を作製。結晶シードが界面活性剤ミセルの周囲で 25分以
内に形を作った。ケイ酸カルシウムの減量でより球体の粒子や小型の立方体を、増量すると凝集した
球体や重なり合う立方体を形成。前駆体の濃度、温度、反応時間の微調整により最終的な粒子の
量、サイズ、形態が変わる。 
・ 同大学はこのようなマイクロ構造粒子の強度の試験方法も開発。先端部がダイヤモンドのナノイン
テンダーで単一の C-H-S 粒子を一個ずつ粉砕し、一度に数百個の様々な形状の粒子の機械的デー
タを収集した。 
・ 同技術は、骨組織再生、ドラッグデリバリーや耐火材料等のアプリケーションでの利用やセラミクス
やコロイド等の複合的なシステムに影響を与える可能性も考えられる。 

URL:  
http://news.rice.edu/2016/12/07/decoding-cements-shape-promises-greener-concrete-2
/  

(関連情報）  

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

URL:  http://pubs.rsc.org/en/Content/ArticleLanding/2016/TA/C6TA09389B  

31-3 

ﾄﾞｲﾂ連邦共和
国・フンボルト
大学ベルリン 

    2016/12/14 

光が材料の修復を制御 
(Light controls repair of materials) 

・ フンボルト大学等が、光の照射により選択的に損傷を回復できる新しい種類のプラスチック塗料を
開発。 
・ これまで一般に適用されてきた熱を用いて修復する方法は、損傷していない部分を含む全体的な
材料特性に影響し、結果的に材料の劣化を引き起こす。 
・ 今回開発された手法では、光を用いて自己修復能力の‘on’と‘off’の切り替え制御が可能。あらか
じめ特定の色の光で照らされた損傷部位のみに熱を集中させて修復する。 
・ ナノファブリケーションや 3D印刷における様々な処理ステップでの潜伏性レジスト（保護膜）としての
用途を含む幅広い応用に期待。 

URL:  http://www.adlershof.de/en/news/light-controls-repair-of-materials/  

(関連情報）  

      
Nature Communications 掲載論文（フルテキスト） 
Conditional repair by locally switching the thermal healing capability of dynamic covalent polymers with 
light 

URL:  http://www.nature.com/articles/ncomms13623  

31-4 

オーストリア・
ウィーン工科
大学(TU 
WIEN) 

    2016/12/21 

グラフェンがナノスケールで大電流を通す 
(Graphene able to transport huge currents on the nano scale) 

・ TU Wien 等が、グラフェン内の電子が極めて可動的で非常に迅速に反応することを実証。 
・ グラフェン膜に高電荷のキセノンイオンを衝突させると、多数の電子がグラフェンから引き離され、
衝突点を取り囲む炭素原子がプラスの電荷を帯びる。通常であれば、プラスに帯電した炭素イオンが
互いに反発していわゆるクーロン爆発が生じると予測されるが、グラフェンは数フェムト秒内に電子を
置換し瞬間的に電荷を中和。この時の電流密度は、通常の条件下だと材料の破壊に至る電流密度の
約 1,000 倍になるが、グラフェンは一切の損傷を受けずにこのような極度の大電流に耐久。 
・ この並はずれた電子移動度を活かした超高速エレクトロニクスの構築等、将来の応用に有望。 

URL:  https://www.tuwien.ac.at/en/news/news_detail/article/124630/  

(関連情報）  

      
Nature Communications 掲載論文（フルテキスト） 
Ultrafast electronic response of graphene to a strong and localized electric field 

URL:  http://www.nature.com/articles/ncomms13948  

http://news.rice.edu/2016/12/07/decoding-cements-shape-promises-greener-concrete-2/
http://news.rice.edu/2016/12/07/decoding-cements-shape-promises-greener-concrete-2/
http://pubs.rsc.org/en/Content/ArticleLanding/2016/TA/C6TA09389B
http://www.adlershof.de/en/news/light-controls-repair-of-materials/
http://www.nature.com/articles/ncomms13623
https://www.tuwien.ac.at/en/news/news_detail/article/124630/
http://www.nature.com/articles/ncomms13948
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ｱﾒﾘｶ合衆国・
SLAC 国立加
速器研究所 

    2016/12/26 

世界最小のダイヤモンドを使って 3 原子幅のワイヤを作製 
(Researchers Use World's Smallest Diamonds to Make Wires Three Atoms Wide) 

・ スタンフォード大学と SLAC 等の共同研究チームが、ダイヤモンドイドを用いて様々な原子を組み立
てて、3 原子幅の極細導線を作製する方法を発見。この製法によって、発電する繊維やオプトエレクト
ロニクスデバイス、超電導材料等、多様な用途に適する微細ワイヤを製作できる可能性。 
・ 同製法はシンプルなワンポット合成で、材料を投入してから約 30 分間で完了。固体の結晶コアを有
し電子特性に優れるナノワイヤを、自己組織化を利用して世界で初めて作製した。 
・ このナノワイヤは、銅と硫黄のカルコゲナイド化合物のコアをダイヤモンドイドの絶縁性シェルが囲
む構造。使用したダイヤモンドイドは石油流体に含まれるものを抽出し、サイズと形状により分離した
もの。 
・ 同製法は、ダイヤモンドイドがファンデルワールス力によって互いに引き合う性質を利用。銅原子 1
個を結合させた各ダイヤモンドイドは溶液中で硫黄原子 1 個と結び付き、ナノワイヤ構成要素が生
成。これがサイズと形状に従って溶液中で一定の方法で引き付け合うため、上述の構造のナノワイヤ
が自然に形成される。 
・ 同研究チームは、カドミウム、亜鉛、鉄、銀のナノワイヤを作製し、その一部を肉眼で見える長さま
で成長させた。また、他の溶媒や、ダイヤモンドイドの代わりにケージ状構造を有する他の分子（カル
ボラン等）を用いた実験も実施。 

URL:  
https://www6.slac.stanford.edu/news/2016-12-26-researchers-use-worlds-smallest-diam
onds-make-wires-three-atoms-wide.aspx  

(関連情報）  

      

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

Hybrid metal–organic chalcogenide nanowires with electrically conductive inorganic core through 
diamondoid-directed assembly 

URL:  http://www.nature.com/nmat/journal/vaop/ncurrent/full/nmat4823.html  

【電子・情報通信分野】  

31-6 

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） 

    2016/12/2 

高精度な磁場センシング 
(High-precision magnetic field sensing) 

・ ETHが、強力な磁場の微小な変化を検出できる高感度センサーを開発。MRI内で磁化した水滴の、
MRIスキャナー磁場強度の 7テスラの 1 兆分の 1 の変化を検出。 
・ 現在、地球等の数十マイクロテスラの弱い磁場では微小な変化を高感度で測定できるが、医療イメ
ージングで利用される 1テスラを超える強力な磁場では初めて。 
・ 同センシング技術は、核磁気共鳴(NMR)をベースにした高精度センサー。同センサーに含まれる高
感度なデジタルラジオレシーバが、測定中に背景ノイズを極低レベルに低減。 
・ NMR では磁場での原子核励起にラジオ波が使われるが、これが原子核固有の微弱なラジオ波を
放出させて、ラジオアンテナがこれを測定。この周波数が磁場の強度を示す。 
・ 銅製のアンテナがこのような測定を歪めないよう、その配置場所を工夫。特殊加工したポリマーで
アンテナと水滴を包み、ポリマーの磁化率が銅製のアンテナと一致することを確認。このように水滴サ
ンプルでのアンテナの影響を排除。 
・同センサーは極めて高感度であるため、心拍に伴った心臓の収縮等、身体でおこる機械的プロセス
も測定できる。MRI スキャナー内で被験者胸部前に同センサーを配置した実験では、心拍と同調して
脈動する磁場の経時的な変化を検出した。 
・ 同センサーによる非侵襲かつリアルタイムな心疾患情報の提供が最終的な目標。 
・ また、同技術は MRI の新しい造影剤開発にも利用が可能。画像コントラストは原子核スピンの平衡
状態への復帰(緩和現象）速度で決まり、造影剤は低濃度でもこの緩和現象に影響を与える。 
・ 同技術により、強力な磁場における全次元での原子核スピンの直接測定が初めて可能に。生物学
や化学研究で利用できる NMR開発の可能性が拓く。 

URL:  
https://www.ethz.ch/en/news-and-events/eth-news/news/2016/12/hochpraezise-magne
tfeld-messung.html  

(関連情報）  

      

Nature Communications 掲載論文(フルテキスト） 

Dynamic nuclear magnetic resonance field sensing with part-per-trillion resolution 

URL:  http://www.nature.com/articles/ncomms13702  

  

https://www6.slac.stanford.edu/news/2016-12-26-researchers-use-worlds-smallest-diamonds-make-wires-three-atoms-wide.aspx
https://www6.slac.stanford.edu/news/2016-12-26-researchers-use-worlds-smallest-diamonds-make-wires-three-atoms-wide.aspx
http://www.nature.com/nmat/journal/vaop/ncurrent/full/nmat4823.html
https://www.ethz.ch/en/news-and-events/eth-news/news/2016/12/hochpraezise-magnetfeld-messung.html
https://www.ethz.ch/en/news-and-events/eth-news/news/2016/12/hochpraezise-magnetfeld-messung.html
http://www.nature.com/articles/ncomms13702
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31-7 

ｱﾒﾘｶ合衆国・
ﾏｻﾁｭｰｾｯﾂ工
科大学(MIT) 

    2016/12/7 

印刷できるエレクトロニクス 
(Printable electronics) 

・ MIT が高速で正確な電子プリンティングプロセスを開発。硬・柔両質の表面に導電性インクをプリン
トするカーボンナノチューブ(CNT)の森(CNT がシリンダー状に揃った束）のスタンプを製造。 
・ プリンテッドエレクトロニクス作製方法にはインクジェットやゴムスタンプ等の技術があるが、それら
の現行技術では微細スケールでのインク制御能力に限界あり。 
・ 同大学は、スポンジの様に小指の爪サイズに縮み、人間の毛髪よりも微細なパターンを持つ「ナノ
多孔質」の CNT スタンプを製造。この多孔質によりインクがスタンプ内とプリントする表面に均一に流
れ、従来のゴムスタンププリンティング法 (flexography)を超える解像度を達成。同大学の長年の CNT
研究の成果を活用した同スタンプは、大量の微細な羽ペンのようにインクを表面に移送できる。 
・ 過去に開発した技術でシリコン上に CNTを様々なパターンに成長させ、CNT内でのインクの浸透を
促してインクプリント後の CNTの縮みを防ぐため、CNTをポリマーの薄膜でコーティングした。インクは
銀、酸化亜鉛や半導体量子ドット等のナノ粒子を含む。 
・ また、CNT スタンプと基板の粗さやインク中のナノ粒子の濃度を踏まえ、基板上に均一なインクの
層をプリントするのに最適な圧力を予測するモデルを開発。多様なフレキシブル基板を取り付けたモ
ーターローラーを搭載したプリンティングマシンを構築して同プリンティングプロセスをスケールアップ。
個々のスタンプをスプリングに取り付けたプラットフォームに配置し、基板に押し付けるスタンプの力を
制御する。 
・ 同プリンティングシステムで使用したモーターによる制限があったが、1 秒当たり 200mm を連続して
プリントできた。これは産業プリンティング技術の速度に匹敵し、今回実証済の 10倍向上した解像度と
併せれば有望な技術と考える。多様なパターンでのプリント後の導電性の確認では、アニーリング後、
高性能透明電極として利用できるような高い導電性を示した。 
・ 今後は完全にプリンティングで作るエレクトロニクスの可能性を追求することに加え、同プリンティン
グ技術をグラフェン等の 2D材料を組み合わせて新たな超薄膜電子デバイスやエネルギー変換デバイ
ス開発を目指す。 

URL:  http://news.mit.edu/2016/stamping-technique-printable-electronics-1207  

(関連情報）  

      

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

Ultrathin high-resolution flexographic printing using nanoporous stamps 

URL:  http://advances.sciencemag.org/content/2/12/e1601660  

31-8 

ｱﾒﾘｶ合衆国･
国立標準技
術研究所

(NIST) 

    2016/12/15 

原子スケール以下の動きを検知する NIST 開発のデバイスはロボティクスや国土安全保障に応用可
能 
(NIST Device for Detecting Subatomic-Scale Motion Has Potential Robotics, Homeland Security 
Applications) 

・ NIST が、ごくわずかな距離（水素原子の直径よりも小さな距離）を移動する超微小粒子の動きを測
定できる携帯用デバイスを開発。また、同デバイスを大量製造する手法も考案。この種のデバイス
は、微量の有害生物剤・化学物質の検知や小型ロボットの動作向上等、様々な分野で応用可能。 
・ 本研究では金ナノ粒子と金シートとの間に 15nm の空隙を設けた上でレーザー光を照射して、同ナ
ノ粒子の動きを測定。レーザー光はこの空隙を貫通できないが、表面プラズモンが励起されるため、
レーザー光の波長を調整すると特定の周波数のプラズモンが空隙に沿って共鳴。金ナノ粒子の移動
に伴い空隙の幅が変動してプラズモンの共鳴周波数が変化するため、反射レーザー光の強さから空
隙の幅とナノ粒子の動きを知ることができる。 
・ 同研究チームは、金ナノ粒子を長さ数μm の窒化ケイ素製振動カンチレバーに埋め込むことにより、
同技術をデバイス化。より大型の類似機構が、既に実用センサーとして自動車やスマートフォンの動
き・方向検知等に利用されており、本技術が微小機械システムのさらなる微細化・高性能化に貢献す
るものと期待。 
・ 同チームの考案した製造方法では、製造者のニーズに従って各々の動作検知機能を調整した本デ
バイス約 25,000 個を 1 つのコンピュータチップ上で製造可能。 

URL:  
https://www.nist.gov/news-events/news/2016/12/nist-device-detecting-subatomic-scale
-motion-has-potential-robotics  

(関連情報）  

      

Nature Communications 掲載論文(フルテキスト） 

Nanomechanical motion transduction with a scalable localized gap plasmon architecture 

URL:  http://www.nature.com/articles/ncomms13746  

  

http://news.mit.edu/2016/stamping-technique-printable-electronics-1207
http://advances.sciencemag.org/content/2/12/e1601660
https://www.nist.gov/news-events/news/2016/12/nist-device-detecting-subatomic-scale-motion-has-potential-robotics
https://www.nist.gov/news-events/news/2016/12/nist-device-detecting-subatomic-scale-motion-has-potential-robotics
http://www.nature.com/articles/ncomms13746
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31-9 

ｱﾒﾘｶ合衆国・
ﾛｰﾚﾝｽﾊﾞｰｸﾚ
ｰ国立研究所

(LBNL) 

    2016/12/16 

新たなグラフェンベースのシステムが心臓・神経細胞内部の電気信号伝達を可視化 
(New Graphene-Based System Could Help Us ‘See’ Electrical Signaling in Heart and Nerve Cells) 

・ LBNL とスタンフォード大学等の共同研究チームが、液体中の微小電場を視覚化するグラフェンベ
ースの画像システムを開発・実証。本技術はスケールアップおよび個別細胞に対する電気インパルス
の計測が可能であり、従来の電気信号測定技術の課題を解決。また、細胞に全く刺激を与えないた
め、細胞膜の遺伝的改質や化学的修飾を伴う既存手法とは根本的に異なる。 
・ 実験では、赤外レーザーをプリズムを通して導波層へ照射。この導波層によって、同レーザー光は
無電場下ではグラフェン層に全て吸収されるが、グラフェン層上の溶液に微小な電気パルスを与える
と一部の光が吸収されなくなる。この漏れた光の連続画像を数ミリ秒間隔で捉えることで、電場の強
度と位置をグラフェン表面に直接視覚化。 
・ CAGE (Critically coupled waveguide-Amplified Graphene Electric field imaging device)と名付けられ
た本イメージング装置は数μV の電圧を感知可能で、心臓細胞網や神経細胞網の細胞間電場（数十μ
V～数 mV）の超高感度測定に適する。電場の位置を 10μm 単位で特定し、強度の減衰を 5ms 単位で
連続的に記録することが可能。実験では、10mV のパルスにより生じた局所電場の位置と消失過程を
約 240msにわたり約 100μVの感度で詳細に示した。 
・ 今後は生きた心臓細胞を用いて実験を行う計画。また、グラフェンの代わりに他の原子厚材料を使
用できる可能性もある。 

URL:  
http://newscenter.lbl.gov/2016/12/16/graphene-sees-electrical-signaling-heart-nerve-cel
ls/  

(関連情報）  

      

Nature Communications 掲載論文(フルテキスト） 

Imaging electric field dynamics with graphene optoelectronics 

URL:  http://www.nature.com/articles/ncomms13704  

31-10 

ｱﾒﾘｶ合衆国・
ﾊｰﾊﾞｰﾄﾞ大学 

    2016/12/16 

原子 2 個分の構成要素から成る世界最小のラジオ 
(World’s smallest radio receiver has building blocks the size of two atoms) 

・ ハーバード大学が、原子 2 個から構成される世界最小のラジオ受信機を開発。 
・ ピンクダイヤモンド結晶中の炭素原子 1個を窒素原子に置き換え、隣接する原子を除外して窒素空
孔中心(NV センター)を作製。NV センターは単一光子の放出や微弱な磁場の検出に利用でき、その
光ルミネセンス特性により情報を光に変換するため量子コンピューティングやフォトニクス、センサー
技術に期待できるシステム。 
・ 同デバイスではダイヤモンド NV センターの電子がレーザーからの緑色の光でエネルギーを得る。
FM ラジオに使用される波長を含む電磁場に高感度な電子は、NVセンターがラジオ波を受信すると変
換され、赤色の光として音響信号を発生させる。一般的なフォトダイオードではこのような光を電流に
変換し、単純なスピーカやヘッドフォンを通して音に変換する。 
・ 電磁石がダイヤモンドの周辺に作る強力な磁場により、NV センターの受信周波数をチューニングし
てラジオ局を変更できる。 
・ 信号を強化するために数十億個もの NV センタ－を作製したが、ラジオとして機能するのは光線で
はなく、一度に一個の光子を放出する単一の NVセンターであった。 
・ 同受信機は極めて頑強で、350℃（約 660℉）で音楽を流すことに成功。宇宙空間等の厳しい環境に
加え、ダイヤモンドの生体適合性から人体での動作も可能と考える。 

URL:  
https://www.seas.harvard.edu/news/2016/12/world-s-smallest-radio-receiver-has-buildin
g-blocks-size-of-two-atoms  

(関連情報）  

      

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

Diamond Radio Receiver: Nitrogen-Vacancy Centers as Fluorescent Transducers of Microwave 
Signals 

URL:  http://journals.aps.org/prapplied/abstract/10.1103/PhysRevApplied.6.064008  

  

http://newscenter.lbl.gov/2016/12/16/graphene-sees-electrical-signaling-heart-nerve-cells/
http://newscenter.lbl.gov/2016/12/16/graphene-sees-electrical-signaling-heart-nerve-cells/
http://www.nature.com/articles/ncomms13704
https://www.seas.harvard.edu/news/2016/12/world-s-smallest-radio-receiver-has-building-blocks-size-of-two-atoms
https://www.seas.harvard.edu/news/2016/12/world-s-smallest-radio-receiver-has-building-blocks-size-of-two-atoms
http://journals.aps.org/prapplied/abstract/10.1103/PhysRevApplied.6.064008
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【ロボット・AI技術分野】  

31-11 

シンガポール
・南洋（ナンヤ
ン）理工大学

(NTU) 

    2016/11/30 

NTU と Stratasys が航空宇宙グレードの材料を使ったエレクトロニクス搭載ドローンを 3D プリント 
(NTU and Stratasys 3D Print Operational Drone with Embedded Electronics using Aerospace-grade 
Material) 

・ NTU が航空宇宙グレードの材料を使った 3D プリンティングにより、電子機器を組込んだドローンを
作製。 
・ 商用航空機での利用が公認されている極めて強靭で軽量な FDM(熱溶解積層）材料の Stratasys 
ULTEMTM 9085 を採用した 3Dプリンティングプロセスにおいてドローンに電子機器を組込む。 
・ 同ドローンは、3D プリンティングと積層製造技術を提供する Stratasys Ltd.の子会社である
Stratasys Asia Pacific と NTUの Singapore Centre for 3D Printing (SC3DP)が共同で開発。 
・ 商用グレードの電子機器を耐熱に変更し、プリンティングプロセスの各段階で配置することで電子
機器の組込時の 3D プリンティングプロセスの高温度の問題を解決。通常は 80～100℃のところ、160
℃超を耐熱。モーターとプロペラのみシャーシが完了してから取り付けた。同ドローンは 14 時間以下
で完成。60kg 超の重量を吊り下げることが可能。 
・ より優れた耐久性、軽量性、フライトダイナミクスを有する次世代バージョン作製に取りかかる。 

URL:  
http://media.ntu.edu.sg/NewsReleases/Pages/newsdetail.aspx?news=a153e5b5-d315-4d9e
-bd5b-6f23108dd0ee  

31-12 

ｱﾒﾘｶ合衆国・
ﾏｻﾁｭｰｾｯﾂ工
科大学(MIT) 

    2016/12/6 

画像から言葉を学習する 
(Learning words from pictures) 

・ MITが、発話認識(speech recognition)システムの新しいアプローチを開発。 
・ 従来の機械学習では音声ファイルとそれをテキストに書き起こしたものを一致させて学ぶが、録音
のテキスト化は高コストで長時間を要し、発話認識は先進国の少数の言語に限定される。 
・ 新アプローチでは、画像と画像の発話説明の相関関係を分析して学習。人間が言語を学ぶように
機械に学習させることを目標とする。 
・ 例えば、ある発話が特定の画像に関連しており、それらの画像にそれらに関連する用語が付随して
いれば、人間の監修無くその発話に適当なテキストを見つけられる。同様に、別の言語において画像
にテキスト用語が付随していれば、自動翻訳の一手段となる。 
・ 反対に、「嵐」や「雲」等の類似した画像群に付随する用語には、相関した意味を持つことを推測す
る。同システムは、音に加えて言葉の意味（言葉に関連する画像）を学ぶことから、標準的な発話認識
システムに比して幅広いアプリケーションが可能。 
・ 同システムの試験には、画像 1,000枚のデータベースを使用。各画像にはそれらに関連した言葉に
よる説明が録音されており、同システムに一本の録音をフィードしてそれに最も整合する画像 10 枚を
検索させた結果、10 枚中に正確な画像を含む確率は 31%だった。 
・ 最終的には人間の介入を最低限に抑え、デジタルビデオを使って同システムを訓練したいと考え
る。 
・ 同システムでは、インプットとして画像を取り込むものと、スペクトログラムを取り込む 2種のニューラ
ルネットワークを使用。 

URL:  http://news.mit.edu/2016/recorded-speech-images-automated-speech-recognition-1206  

(関連情報）  

      

Neural Information Processing Systems (NIPS) 2016 発表論文(フルテキスト 

Unsupervised Learning of Spoken Language with Visual Context 

URL:  
http://papers.nips.cc/paper/6186-unsupervised-learning-of-spoken-language-with-visual-
context.pdf  

  

http://media.ntu.edu.sg/NewsReleases/Pages/newsdetail.aspx?news=a153e5b5-d315-4d9e-bd5b-6f23108dd0ee
http://media.ntu.edu.sg/NewsReleases/Pages/newsdetail.aspx?news=a153e5b5-d315-4d9e-bd5b-6f23108dd0ee
http://news.mit.edu/2016/recorded-speech-images-automated-speech-recognition-1206
http://papers.nips.cc/paper/6186-unsupervised-learning-of-spoken-language-with-visual-context.pdf
http://papers.nips.cc/paper/6186-unsupervised-learning-of-spoken-language-with-visual-context.pdf
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31-13 

ｱﾒﾘｶ合衆国・
ミネソタ大学 

    2016/12/14 

ミネソタ大の研究が意思によるロボットアーム制御を実現 
(UMN research shows people can control robotic arm with their minds)      

・ ミネソタ大学が、ロボットアームをユーザーの意思のみにより制御する技術を開発。複雑な三次元
環境で、脳インプラントを行わずにロボットアームを動かして物を掴むのに成功したのは世界初。 
・ 本技術は非侵襲的な脳波(EEG)ベースの脳コンピュータ・インターフェース(BCI)によるもので、64 個
の電極を備えた特殊な EEGキャップが装着者の脳の微弱な電気的活動を記録し、先進的な信号処理
と機械学習により「思考」を動作に変換。 
・ 実験に参加した 8 人の健康な被験者は、まず初めにコンピュータスクリーン上で仮想カーソルを動
かす方法を学習。段階的な学習の結果、最終的には机の上にランダムに置かれた物体を 3 段棚に収
納できるようになった。定位置にある物体を持ち上げる動作の平均成功率は 80%超、物体をテーブル
から棚へ移動させる動作の平均成功率は 70%超。 
・ 大脳の運動皮質では、動作を行う時や動作をイメージした時に複数のニューロンで微弱な電流が
発生する。本 BCI 技術では、電流が発生するニューロンの組み合わせが動作ごとに異なる現象を利
用。 
・ 同研究チームは、3 年前に本技術を用いて小型のクワッドコプターを飛ばすことに成功。次のステッ
プは、同技術を利用したロボット義肢の開発や、脳卒中経験者や麻痺患者に対する同技術の有効性
の検証。 

URL:  
http://twin-cities.umn.edu/news-events/umn-research-shows-people-can-control-roboti
c-arm-their-minds  

(関連情報）  

      

Scientific Reports 掲載論文(フルテキスト） 

Noninvasive Electroencephalogram Based Control of a Robotic Arm for Reach and Grasp Tasks 

URL:  http://www.nature.com/articles/srep38565  

【環境・省資源分野】  

31-14 

ｱﾒﾘｶ合衆国・
シカゴ大学 

    2016/11/30 

シカゴ大学スタートアップ企業が再生可能エネルギーを天然ガスに変換 
(UChicago startup turns renewable energy into natural gas) 

・ シカゴ大学が開発したパワートゥーガス技術を、同大学のスタートアップ企業の Electrochaea が商
業化。 
・ 太陽光や風力発電等の再生可能エネルギー源からの余剰電力を単細胞微生物であるメタン生成
アーキアによりメタンに転換し、貯蔵、輸送、パワーオンデマンド利用できる。 
・ 再生可能エネルギー源からの余剰電力で水を水素と酸素に分解し、バイオガスや産業プロセス等
からの CO2 と水素をバイオリアクタでメタンと水に転換。最終的なメタンは既存のパイプラインで輸送
するか、圧縮天然ガスや液化天然ガスに転換し、すぐに発電利用が可能。蓄電池や揚水式電気貯蔵
といったバルクのエネルギー貯蔵システム以上のエネルギーキャリア能力を提供する。 
・ パワートゥーガス技術はカーボンニュートラルであることに加え、エネルギー生産の化石燃料燃焼
によるネット炭素排出を再生可能エネルギーに代替する重要な影響あり。 
・ メタンは電力やヒーティング等の社会のエネルギー需要のプライマリーソースとなり得るため、再生
可能エネルギー由来のクリーンなメタンの確立された生成方法は現在のエネルギーシステムを転換さ
せる可能性を秘める。 
・ 研究を継続し、技術精度を高めてガソリンとジェット燃料生成に応用したいと考える。 
・ Electrochaeaは 2006年に設立。2011年のパワートゥーガス技術フィールドテストの 3年後にコペン
ハーゲン郊外の廃水処理プラントに大規模な実証設備を建設。BioCat と呼ばれるプロジェクトの成功
をもとに、同社は 10 メガワット級のプラントをハンガリーに建設中。世界初の商業スケールのパワート
ゥーガスプラントとなる。 
・ また、最高 1,000 メガワットのプラントをスイスに建設予定。米国内では Southern California Gas 
Company が小規模実証プラントをコロラド州の米国立再生可能エネルギー研究所(NREL)に建設中。 

URL:  
https://news.uchicago.edu/article/2016/11/30/uchicago-startup-turns-renewable-energy
-natural-gas  

(関連情報）  

      

Electrochaea ウェブサイト 

URL:  http://www.electrochaea.com/  

  

http://twin-cities.umn.edu/news-events/umn-research-shows-people-can-control-robotic-arm-their-minds
http://twin-cities.umn.edu/news-events/umn-research-shows-people-can-control-robotic-arm-their-minds
http://www.nature.com/articles/srep38565
https://news.uchicago.edu/article/2016/11/30/uchicago-startup-turns-renewable-energy-natural-gas
https://news.uchicago.edu/article/2016/11/30/uchicago-startup-turns-renewable-energy-natural-gas
http://www.electrochaea.com/
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31-15 

ｱﾒﾘｶ合衆国・
ウィスコンシン
大学マディソ

ン校 

    2016/12/2 

新しい触媒がより持続可能なプラスチック製造の実現化を進展 
(Novel catalysts improve path to more sustainable plastics production) 

・ ウィスコンシン大学マディソン校が、プロパンをプラスチックの主要構成要素であるプロペン(プロピ
レン）に転換するプロパン酸化脱水素(ODHP)反応を促進する新しいタイプの触媒を開発。 
・ 過去 10 年間で米国のリファイナリーが採用しているシェールガスクラッキングは、従来よりプロペン
を生産していたスチームクラッキングと呼ばれる、石油由来のナフサを有用な物質に変換するプロセ
スを代替。その結果プロペン供給量が減少したため ODHPによって同化合物が作られている。 
・ 同触媒は六方晶系窒化ホウ素と窒化ホウ素ナノチューブから構成。従来の酸化物触媒に比してよ
り多い比率でプロペンを生成する。従来触媒では CO2 や他の不要な副生物も生成するが、新触媒は
それらの代わりに有用なエチレンを生成する。 
・ 同触媒は無毒性で貴金属を含まず、反応温度が低く省エネ。さらに、同触媒は他の脱水素プロセス
で必要な中間再生プロセスを不要とし、継続して使用できる。 
・ 将来的にこの触媒技術を利用したプラントの建設が期待できるが、大規模な資本投資を要するた
め産業スケールでの実用化にはまだ数年かかると考える。 

URL:  
http://news.wisc.edu/novel-catalysts-improve-path-to-more-sustainable-plastics-product
ion/  

(関連情報）  

      

Science 掲載論文(アブストラクトのみ：全文は有料） 

Selective oxidative dehydrogenation of propane to propene using boron nitride catalysts 

URL:  http://science.sciencemag.org/content/early/2016/11/30/science.aaf7885  

【新エネルギー分野(太陽光発電)】  

31-16 

オーストラリア
連邦・ニュー
サウスウェー
ルズ大学
(UNSW) 

    2016/12/2 

最新流行の太陽電池で世界最高効率を記録 
(Trendy solar cells hit new world efficiency record) 

・UNSW が、現在最高効率のペロブスカイト太陽電池の 10 倍のサイズ、16 ㎠でエネルギー変換効率
12.1%を達成。世界最高記録となる同効率は Newport社による太陽電池評価で認証済み。 
・ また、1.2 ㎠のペロブスカイト太陽電池で 18%、16 ㎠の 4 セル・ペロブスカイトミニモジュールで 11.5%
の変換効率も達成。1 年以内程度で 24%の達成も可能と考える。 
・ 現在主流のシリコン太陽電池は約 800℃以上での製造プロセスが必要だが、ペロブスカイト太陽電
池は低温度下でシリコン太陽電池の 1/200 の薄さに製造できる。 
・ 低コスト太陽電池として期待できるが、温度変化や湿度に弱いため保護なしでは寿命がわずか数
か月間。同大学はこのような耐久性の課題にも取り組み、最終的には 26%の変換効率達成を目指す。 
・ 同研究は、Australian Renewable Energy Agency (ARENA)の"Solar excellence"イニシアティブによ
る 360 万ドルの資金を受ける共同研究の一環として実施。 

URL:  
http://newsroom.unsw.edu.au/news/science-tech/trendy-solar-cells-hit-new-world-effici
ency-record  

(関連情報）  

      

ARENA Round 1: Solar excellence 

URL:  https://arena.gov.au/programs/research-and-development-program/round-1/  

  

http://news.wisc.edu/novel-catalysts-improve-path-to-more-sustainable-plastics-production/
http://news.wisc.edu/novel-catalysts-improve-path-to-more-sustainable-plastics-production/
http://science.sciencemag.org/content/early/2016/11/30/science.aaf7885
http://newsroom.unsw.edu.au/news/science-tech/trendy-solar-cells-hit-new-world-efficiency-record
http://newsroom.unsw.edu.au/news/science-tech/trendy-solar-cells-hit-new-world-efficiency-record
https://arena.gov.au/programs/research-and-development-program/round-1/
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31-17 

ｱﾒﾘｶ合衆国・
ジョージア工
科大学 

    2016/12/5 

シンプルなプロセス技術で有機太陽電池とウェアラブルエレクトロニクスのコストを低減 
(Simple Processing Technique Could Cut Cost of Organic PV and Wearable Electronics) 

・ ジョージア工科大学やカリフォルニア大学サンタバーバラ校の研究者から成るチームが、ポリマー
太陽電池や有機電子デバイスのコストを低減させる、溶液を使ったシンプルな有機半導体膜 p型電子
ドーピング技術を開発。 
・ プリンテッド有機エレクトロニクス、センサー、フォトディテクター、LED 等の多様なデバイスプラットフ
ォームへの影響と共に、従来の複雑な真空プロセスの代替として期待できる。 
・ 同技術は、有機半導体膜と(受容体との）それらの混合物をニトロメタン中のポリ酸（PMA と PTA)溶
液に数分間浸してドーパント分子を膜に浸透させ、膜表面から 10～20nm の限定した範囲を効率的に
p型電子ドープするもの。 
・ p 型ドープされた領域では導電性と仕事関数が向上。またプロセス溶液での溶解性が低減し、空気
中での光酸化に対する安定性が改善した。 
・ 同技術は、効率的なポリマー太陽電池の多くで使われる酸化モリブデン層のシンプルな代替製造
法となる。酸化モリブデン層は空気に敏感なためプロセスには高コストな真空機器を要する。 
・ ポリマー太陽電池に同技術を利用したところ、効率的な正孔収集が可能となり、反対極での効率的
な電子収集を促すアミン含有ポリマーの自律的な垂直相分離と同技術を組み合わせることで、初めて
単層ポリマー太陽電池を実証。正孔と電子収集の機能が光吸収活性層に構築され、界面をほとんど
持たない最もシンプルな単層の形態を実現した。 
・ このような単層PVでは低コストの導電性材料で正負両極を作れるようになるため、デバイス形態が
飛躍的に単純化し、供与体ポリマーの光酸化安定性を改善する。 
・ このような有機太陽電池製造方法の簡易化により、アフリカ等の地域での太陽電池製造の可能性
が期待。太陽電池製造に必要な材料が一つのキットとして提供できるよう、製造方法をさらに単純化
することが目標。半導体に調整可能な導電性を与える同技術は他の有機エレクトロニクス分野でも幅
広く利用でき、大量生産において産業界に多大な影響を与え得ると考える。 

URL:  
http://www.news.gatech.edu/2016/12/05/simple-processing-technique-could-cut-cost-or
ganic-pv-and-wearable-electronics  

(関連情報）  

      

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

Solution-based electrical doping of semiconducting polymer films over a limited depth 

URL:  http://www.nature.com/nmat/journal/vaop/ncurrent/full/nmat4818.html  

(関連情報）  

      

カリフォルニア大学サンタバーバラ校リリース記事 

太陽電池のゲームチェンジャー 
(Solar Cell Game Changer) 

URL:  http://www.news.ucsb.edu/2016/017438/game-changer-organic-solar-cells  

【新エネルギー分野(風力発電)】   

31-18 

ｱﾒﾘｶ合衆国・
国立再生可
能ｴﾈﾙｷﾞｰ研
究所(NREL) 

    2016/12/19 

NRELがプラントレベルでの風車制御の新規現場実証試験プロジェクトを主導 
(NREL to Lead Novel Field Demonstration of Wind Turbine Control at the Wind Power Plant Level ) 

・  NREL の国立風力技術センター (NWTC)が、米国最大の風力発電事業者 NextEra Energy 
Resources、投資会社のYstrategiesと提携し、プラントレベルの風車制御試験を実施することが決定。
本プロジェクトは、2016年 6月に DOEが発表した Technology Commercialization Fund (TCF)の採択プ
ロジェクトの一つ。 
・ NREL は現在デンマーク工科大学と共同で風車と風力発電プラントの汎用モデリングツール
Wind-Plant Integrated System Design & Engineering Model (WISDEM™)を開発中。今回のプロジェクト
では、研究室でのシミュレーションから現場実証へと移行し、制御技術の商業的価値を実証。 
・ 制御技術の一例として wake steering があるが、本プロジェクトでは、ヨー制御によりプラントの前方
に位置する風車を風上の方向に向かないよう転回させることで、風下の風車への後流干渉の低減を
目指す。 
・ 研究チームは WISDEMのシミュレーション環境を用いてこのような風力発電プラント制御モデルをよ
り大きな枠組みと連動させ、各タービンが個別に稼働する現状と比較した利点を検証。プラント前方の
各風車の発電量の減少は予想されるが、目標はプラント全体のエネルギー生産量の向上。 

URL:  
https://www.nrel.gov/news/program/2016/nrel-lead-novel-field-demonstration-wind-turbi
ne-control-wind-power-plant-level%20.html  

(関連情報）  

      

DOEが有望なエネルギー技術の商用化促進を目的に 54 件のプロジェクトに対し 1,600 万ドルの資金
提供を発表：TCF が 12 国立研究所と 58 民間パートナーを支援 （海外技術情報 262 号掲載) 

DOE Announces $16 Million for 54 Projects to Help Commercialize Promising Energy Technologies: 
Technology Commercialization Fund Will Support 12 National Labs and 58 Private Sector Partners 

URL:  
http://energy.gov/technologytransitions/articles/doe-announces-16-million-54-projects-h
elp-commercialize-promising  

  

http://www.news.gatech.edu/2016/12/05/simple-processing-technique-could-cut-cost-organic-pv-and-wearable-electronics
http://www.news.gatech.edu/2016/12/05/simple-processing-technique-could-cut-cost-organic-pv-and-wearable-electronics
http://www.nature.com/nmat/journal/vaop/ncurrent/full/nmat4818.html
http://www.news.ucsb.edu/2016/017438/game-changer-organic-solar-cells
https://www.nrel.gov/news/program/2016/nrel-lead-novel-field-demonstration-wind-turbine-control-wind-power-plant-level%20.html
https://www.nrel.gov/news/program/2016/nrel-lead-novel-field-demonstration-wind-turbine-control-wind-power-plant-level%20.html
http://energy.gov/technologytransitions/articles/doe-announces-16-million-54-projects-help-commercialize-promising
http://energy.gov/technologytransitions/articles/doe-announces-16-million-54-projects-help-commercialize-promising
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【新エネルギー分野(燃料電池・水素)】  

31-19 

ｱﾒﾘｶ合衆国・
フロリダ州立
大学(FSU) 

    2016/12/1 

よりクリーンで効率的な燃料電池車のための水素貯蔵に優れた新材料を開発 
(A cleaner, more efficient car? FSU professor designs new material to better store hydrogen fuel) 

・ FSUが、車両やデバイス等でのより効率的な水素燃料貯蔵を可能にする新材料を開発。 
・ 現在の水素圧縮による貯蔵技術は高コスト。このプロセスをより効率化し、経済的に実行可能にす
る試み。 
・ 複雑な数学方程式とコンピュータシミュレーションで遷移金属の多孔質材料を設計。同化合物には
水素が結合するコバルト、鉄およびニッケルが含まれる。このような材料は水素燃料を利用する車両
の燃料タンクに配置して利用可能。 
・ シミュレーションで 270 種類の化合物を設計し、それぞれの水素貯蔵能力を試験。材料が水素と結
合するため、より多量の水素を低圧縮・低温度下で貯蔵する。 
・ 水素は1bar、20K(423.67℉)で液体化し、この場合は71g/ｌ、700bar、298K(76.73℉)では37g/ｌを貯蔵。
同材料を利用すると、室温下、200bar 以下で同等サイズの燃料タンクに水素を満たすことができるた
め、エネルギー効率的。 

URL:  
https://news.fsu.edu/news/science-technology/2016/12/01/cleaner-efficient-car-fsu-pr
ofessor-designs-new-material-better-store-hydrogen-fuel/  

(関連情報）  

      

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

Design Principles for High H2 Storage Using Chelation of Abundant Transition Metals in Covalent 
Organic Frameworks for 0–700 bar at 298K 

URL:  http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/jacs.6b08803  

31-20 

ｱﾒﾘｶ合衆国・
ﾌﾞﾙｯｸﾍﾌﾞﾝ国
立研究所

(BNL) 

    2016/12/16 

共同研究チームが燃料電池の鍵となる化学反応の触媒活性増進を図る 
(Scientists Boost Catalytic Activity for Key Chemical Reaction in Fuel Cells) 

・ 東呉大学(台湾)、北京大学、BNL 等が共同で燃料電池用触媒を開発。5 万回の電圧サイクルを経
ても構造や元素組成の変化は特に見られず、触媒活性の低下はごく僅か。同触媒は、白金(Pt)原子
と鉛(Pb)原子が規則的に配置されたコアを厚く均一な4層の白金から成るシェルが囲む「ナノプレート」
構造。 
・ コア-シェル触媒内の酸素還元反応(ORR)活性は、特定の格子表面(Pt(111)面)の原子に圧縮歪み
を加えることで最適化されることが先行研究により判明。一方で、科学者は同じ面の引っ張り歪みは
白金と酸素の結合を過度に強め、ORR を阻害するものと想定。 
・ 研究チームは、高分解能の走査型透過電子顕微鏡(STEM)を用いて合成したナノプレートの構造と
元素組成を評価し、電子エネルギー損出分光法により反応後の電子のエネルギーの変化を測定。同
ナノプレートの表面が Pt(111)面でなく Pt(110)面であり、この面が PtPb コアから生じる一方向への圧
縮と他方向への引っ張りの 2 軸方向への歪み下にあると解明。 
・ 商用の白金/炭素触媒と比べ、同触媒は白金使用量を考慮した上でも、これまでで最高レベルの
ORR活性と優れた耐久性を保持。さらに、メタノールとエタノールの酸化反応においても高い電気触媒
活性と安定性を実証。 
・ 酸素原子と白金表面の原子の結合エネルギーを計算した結果、ORR活性の向上は Pt(110)面の引
っ張り歪みによるものと確認。安定な Pt(110)面に大きな引っ張り歪みを導入するというアプローチが、
さらに高効率な新ナノ構造触媒の設計に繋がると期待。同触媒は現在実験室レベルであるが、今後
はより大型の燃料電池システムでの試験が必要。 

URL:  https://www.bnl.gov/newsroom/news.php?a=11901  

(関連情報）  

      

Science 掲載論文(アブストラクトのみ：全文は有料） 

Biaxially strained PtPb/Pt core/shell nanoplate boosts oxygen reduction catalysis 

URL:  http://science.sciencemag.org/content/354/6318/1410  

  

https://news.fsu.edu/news/science-technology/2016/12/01/cleaner-efficient-car-fsu-professor-designs-new-material-better-store-hydrogen-fuel/
https://news.fsu.edu/news/science-technology/2016/12/01/cleaner-efficient-car-fsu-professor-designs-new-material-better-store-hydrogen-fuel/
http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/jacs.6b08803
https://www.bnl.gov/newsroom/news.php?a=11901
http://science.sciencemag.org/content/354/6318/1410
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【政策】  

31-21 

ｱﾒﾘｶ合衆国・
DOE・ｴﾈﾙｷﾞｰ
高等研究計

画局
(ARPA-E) 

    2016/12/15 

ARPA-Eが輸送用燃料と土壌炭素貯留に関する新プログラムに 7 千万ドルを資金提供 
(ARPA-E Announces $70 Million in Funding for New Programs to Power Transportation and Store 
Carbon in Soil) 

・ ARPA-Eが、新プログラム「Renewable Energy to Fuels Through Utilization of Energy-Dense Liquids 
(REFUEL)」および「Rhizosphere Observations Optimizing Terrestrial Sequestration (ROOTS)」で採択
された計 26 件のプロジェクトに対し、最大 7 千万ドルを資金提供することを発表。 
・ REFUEL プロジェクト（16 件、3,500 万ドル）は、再生可能エネルギーを利用して水、窒素、CO2 をエ
ネルギー密度が高くカーボンニュートラルな輸送用液体燃料(CNLFs)に変換し、さらに同燃料を必要
に応じて電力や水素燃料に再変換するスケーラブルな技術の開発を目指す。 
・ ROOTS プロジェクト（10 件、3,500 万ドル）は、センシング技術の開発によって植物の根や土壌の測
定・モデリングを利用した品種改良を促進。より多くの炭素分子を捕獲して根に貯留する特殊な品種
の植物が開発されれば、大気中の CO2 量を削減できるだけでなく、土壌改良により化学肥料の使用
量も低減できる可能性がある。炭素堆積深度・蓄積量の 50%増大、亜酸化窒素放出量の 50%削減、お
よび水生産性の 25%向上を実現する作物の開発が目標。 
・ 採択プロジェクトの概要は、関連情報を参照のこと。 

URL:  
https://arpa-e.energy.gov/?q=news-item/arpa-e-announces-70-million-funding-new-progr
ams-power-transportation-and-store-carbon  

(関連情報）  

      

REFUEL プログラム採択プロジェクトの概要 

Renewable Energy to Fuels Through Utilization of Energy-Dense Liquids (REFUEL) 

URL:  
https://arpa-e.energy.gov/sites/default/files/documents/files/REFUEL_Project_Descriptio
ns_Final.pdf  

(関連情報）  

      

ROOTSプログラム採択プロジェクトの概要 

Rhizosphere Observations Optimizing Terrestrial Sequestration (ROOTS) 

URL:  
https://arpa-e.energy.gov/sites/default/files/documents/files/ROOTS_Project_Description
s_Final.pdf  

31-22 

ｱﾒﾘｶ合衆国・
ﾛｰﾚﾝｽﾊﾞｰｸﾚ
ｰ国立研究所

(LBNL) 

    2016/12/20 

革新的農業技術の開発に向けてローレンスバークレー国立研究所が 460 万ドルを獲得 
(Berkeley Lab Awarded $4.6 Million for Transformational Agriculture Technologies) 

・ LBNL の農業関連プロジェクト 2 件が、ARPA-E の「ROOTS」プログラム下で計 460 万ドル（各 230
万ドル）の資金を獲得。1 件は電流を用いた根系の画像化を通じ、干ばつ等の特定条件に適合する作
物の繁殖を促進するもの。もう 1 件は、中性子散乱法に基づく新たなイメージング技術の開発によっ
て、土壌中の炭素等の元素分布測定を目指す。 
・ 炭素の地中蓄積は、大気中の CO2 濃度減少と土壌肥沃度・保水性の向上に貢献。土壌の炭素貯
留容量は非常に大きいが、産業型農業が長年行われた結果、土壌炭素は世界的に欠乏状態にあ
る。 
・ 今回開発する「Tomographic Electrical Rhizosphere Imaging (TERI)」は、ヒトの脳波測定のように植
物の茎から根系全体に弱電流を流し、それに対する電気的応答から根の質量、表面積、深さ、分布
や、土質・水分量のデータを経時的に取得する技術。既に初期試験を開始しており、今後は米国最大
の独立系農業研究所である Samuel Roberts Noble Foundation と共同で実地試験を行う予定。 
・ もう一方のプロジェクトでは、非弾性中性子散乱を利用した土壌化学の非破壊分析装置を開発す
る。中性子が土壌中の原子と反応して生じるガンマ線を地上で検知し、そのエネルギーから原子の種
類を特定。土壌中の炭素量を数 cm の空間分解能で測定可能と見込む。 

URL:  
http://newscenter.lbl.gov/2016/12/20/berkeley-lab-awarded-4-6-million-transformational
-agriculture-technologies/  

(関連情報）  

      

ROOTSプログラムの概要 

ROOTS 
Rhizosphere Observations Optimizing Terrestrial Sequestration 

URL:  https://arpa-e.energy.gov/?q=arpa-e-programs/roots  
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