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【ﾅﾉﾃｸﾉﾛｼﾞｰ・材料分野】  

37-1 

オーストラリア
連邦・ 

ロイヤルメル
ボルン 
工科大学
(RMIT) 

    2017/2/20 

液体金属ナノプリンティングがエレクトロニクスに大変革をもたらす 
(Liquid metal nano printing set to revolutionise electronics） 

・ RMIT が、薄さ約 1.5nm(紙一枚の薄さは 10 万 nm）の大面積ウェハーを製造する 2D プリンティング
技術を開発。 
・ 同一表面に極薄い電子チップを多積層する同技術は、プロセス能力の向上やコスト低減、さらにフ
レキシブルエレクトロニクスの可能性を拓く。 
・ 他の技術では、エレクトロニクス産業プロセスに不適合な 550℃超の高温度の必要性があり、産業
規模のチップ製造に有用となる大きな面積上での原子薄の同種半導体表面作製が不可能。 
・ 同プリンティング技術では、融点の低いガリウムとインジウムの液体金属が材料の表面に作る原子
レベルの薄さの酸化物層(天然の保護膜）を電子ウェハーに配置して硫化する。ウェハー表面を前処
理してトランジスタを形成できる。 
・ 同大学は同技術を利用してハイゲインのトランジスターと光検出器を高い製造信頼性で大規模に
作製した。 

URL:  
http://www.rmit.edu.au/news/all-news/2017/feb/liquid-metal-nano-printing-set-to-revolu
tionise-electronics  

(関連情報）  

      

Nature Communications 掲載論文(フルテキスト） 

Wafer-scale two-dimensional semiconductors from printed oxide skin of liquid metals 

URL:  http://www.nature.com/articles/ncomms14482  

  

 

《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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37-2 

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） 

    2017/2/28 

キルンが不要なサステナブルなセラミクス 
(Sustainable ceramics without a kiln) 

・ ETH が、炭酸カルシウムのナノパウダーを出発原料として、室温下、短時間でセラミクスを作製する
冷間焼結技術を開発。 
・ キルンを使用した従来の製造方法では、1,000℃を超える高温度でセラミック材料を焼結するが、同
大学の技術ではナノパウダーに少量の水を加えて圧縮してセラミクスを作製。 
・ 同プロセスは、数百万年をかけて上部堆積物の圧力により炭酸カルシウムの堆積物が周辺の水と
共に石灰岩に形成される地質形成プロセスに基づくもの。同プロセスで使用する出発原料の炭酸カル
シウムはナノ粒子であるため、比較的低圧力で一時間で圧縮作製できる。 
・ 同セラミクスの強度はコンクリートの約 10 倍で、同様な硬度をもつ。 
・ 今回は産業用の水圧プレスでコインサイズのサンプルを作製したが、今後の課題はより大型のセラ
ミクス作製に必要な高圧力を得ること。洗面所の小型タイルサイズのセラミクス作製は理論的に実施
可能と考える。 
・ 同プロセスではまた、プラスチックを含んだ複合材料等の作製も可能。さらに、炭酸カルシウムナノ
粒子は大気中や火力発電所の排ガスの CO2から生産され、CO2は室温下で作製するセラミクスに貯
蔵されるため、CO2 吸収源としてカーボンニュートラルな火力発電所の運転を支援する。 

URL:  
https://www.ethz.ch/en/news-and-events/eth-news/news/2017/02/sustainable-ceramic
s-without-a-kiln.html  

 
(関連情報）  

      

Nature Communications 掲載論文(フルテキスト） 

Geologically-inspired strong bulk ceramics made with water at room temperature 

URL:  http://www.nature.com/articles/ncomms14655  

37-3 

ﾄﾞｲﾂ連邦共和
国・ﾏｯｸｽﾌﾟﾗﾝ
ｸ協会(MPG） 

    2017/3/1 

ナノスケールの世界から来た魔法のインク 
(Magic ink from the nano world) 

・マックス・プランク・インテリジェントシステム研究所が、プラズモンプリントによる金属粒子の呈色を、
水素を用い変化させる方法を実証。同手法は超高画素画像の動画化、極めて高精細なディスプレイ
の開発へ道を拓くと同時に、情報の暗号化や偽造品摘発の新たなアプローチを提示。 
・ 自由電子の集団振動(プラズモン)の効果を利用し、基板上に一辺の長さが 100nm 以下の特殊な正
方形の金属粒子を特定のパターンに配置する、プラズモンプリントの開発は現在進行中。これにより
既存のプリンターやディスプレイよりも数倍高精細な解像度 10万 dpi の表示が可能に。 
・ 同研究所は各画素の呈色を、画像が印刷された後でも変更可能にする方法を提示。ポイントは元
素の金属的な特性を喪失する可逆的反応に耐えるマグネシウムの使用。Mg は重量の最大 7.6%まで
の水素を吸収しMgH2を形成。ここでは Mgをこの反応の触媒として作用するパラジウムで被覆。金属
Mg と非金属の MgH2間で遷移する中での色の変化とその速度は、各 Mg粒子のサイズと粒子間の距
離により決定。水素が完全飽和すると振動する金属自由電子がなくなるため消色し、画素は白色光を
反射。消色後は酸素の噴霧により MgH2 内の水素が反応し水を生成することで、Mg 粒子は再び金属
化。 
・ さらにこの原理を適用し、新たな暗号技術を実証。水素を添加すると時間の経過とともに Mg画素で
表示された文字の幾つかは消失するが、パラジウム堆積前に僅かな時間、空気に曝したサンプルの
Mg 粒子上には水素を透過させない酸化物層が形成され、金属性と可視状態を維持。このように本物
と無意味な情報を混在させる等の方法で文書の内容を隠匿し、意図された受信者のみが実際の内容
を抽出できるようにすることが可能。 
・ 暗号化された文書の改ざんをより困難にするための、水素濃度の緻密な調整が求められる復号化
処理について現在研究が進行中。しかし、水素の使用が困難な用途があるのに加え、携帯ディスプレ
イ等日常的な使用には非実用的。今回の成果は化学反応を利用するダイナミックプリンティングの端
緒であり、これが反応ガスを必要としない色変化の反応の発見に繋がると期待。 

URL:  https://www.mpg.de/11091156/plasmonic-prints-colours  

(関連情報）  

      

Nature Communications 掲載論文(フルテキスト） 

Dynamic plasmonic colour display 

URL:  http://www.nature.com/articles/ncomms14606  

  

https://www.ethz.ch/en/news-and-events/eth-news/news/2017/02/sustainable-ceramics-without-a-kiln.html
https://www.ethz.ch/en/news-and-events/eth-news/news/2017/02/sustainable-ceramics-without-a-kiln.html
http://www.nature.com/articles/ncomms14655
https://www.mpg.de/11091156/plasmonic-prints-colours
http://www.nature.com/articles/ncomms14606
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37-4 

 

ｱﾒﾘｶ合衆国・
ﾏｻﾁｭｰｾｯﾂ工
科大学(MIT) 

    2017/3/3 

セルロースで 3D プリンティング 
(3-D printing with cellulose) 

・ MIT が、セルロースを利用した 3D プリンティング技術を開発。 
・ 樹木に機械的特性を与える重要な構成要素のセルロースは、安価、再生可能、生分解性で化学的
用途が広く、薬剤や衣類等で活用されている。 
・ これまでの 3D プリンティングでのセルロール利用では、セルロース分子間の水素結合がセルロー
スの熱分解や高濃度セルロース溶液の粘性を増大させる課題があった。 
・ 同大学はセルロースからの製造が容易ですでに広く利用されているセルロースアセテートに着目。
この材料ではアセテート基が水素結合を低減させ、アセトンに溶解してノズルから射出できる。アセト
ンは急速に蒸発してセルロースアセテートが凝固する。 
・ その後、水酸化ナトリウム処理で水素結合ネットワークを修復。一般的な 3D プリンティング原料の
ABS 樹脂や PLA等に比して強度と堅牢性に優れることを発見。 
・ また、セルロースアセテートインクに微量の抗菌性色素剤を添加し、抗菌性機能をもつピンセットを
3D プリントすることで同製造プロセスの化学的多用途性を実証。 
・ 加熱したポリマーを流し込む既存の 3D プリンティングでは、ポリマーを傷めない程度の熱の量によ
り製造速度が制限されるが、新技術は室温下でのアセトン蒸発・凝固プロセスであるため製造はより
速くなる。細いリボンを配置した表面積拡大や温風による蒸発促進等により、さらに高速化が可能。ま
た蒸発したアセトンを回収して、コスト効果的で環境により優しいプロセスを目指す。 
・ セルロースアセテートのバルク価格は射出成型用の熱可塑性樹脂と同等で、一般的な 3D プリンテ
ィングに使われるフィラメント材料に比して大幅に安価。室温下の製造プロセスでセルロースに多様な
機能性を持たせる、商業的魅力のある技術。 

URL:  http://news.mit.edu/2017/3-d-printing-cellulose-0303  

(関連情報）  

      

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

Additive Manufacturing of Cellulosic Materials with Robust Mechanics and Antimicrobial Functionality 

URL:  http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/admt.201600084/abstract  

37-5 
ｱﾒﾘｶ合衆国・
ワシントン州
立大学(WSU) 

    2017/3/3 

新しい 3D 製造技術で生物のような材料を作る 
(Novel 3-D manufacturing builds complex, bio-like materials) 

・ WSUが、材木や骨等の天然の物質の複雑な構造を模倣した、ナノからセンチメートルスケールの構
造を精確に制御して作製する 3D 構造の製造プロセスを開発。 
・ 3D プリンティング技術で銀ナノ粒子を含んだ霧状の微小滴を作り、特定の場所に積層。霧中の液
体が蒸発して残ったナノ粒子が精巧な構造を作る。同構造は多孔質で表面積が極めて大きく、強靭。
今回は取扱い易さから銀を使用したが、ナノ粒子にできる物質であれば全て利用が可能。 
・ 同製造プロセスで、ブリッジやアコーディオン型のインターコネクトやドーナツ型のピラー等のトラス
部材を含んだマイクロスキャフォールド等の複雑で整った構造を作製。同製造プロセスは、硫黄を含
む水滴が熱帯の砂漠で蒸発して「砂漠のバラ」と呼ばれる花のような結晶を作る自然のプロセスに類
似。  
・ 同製造プロセスでは 3D プリンティング技術を利用するため、高効率で廃棄物をほとんど排出せず
高速で大規模な製造を可能にし、様々な産業アプリケーションでの利用が期待。 
・ 同大学は、蓄電池の固体構造を代替する精巧な多孔質アノードやカソードを開発中。蓄電池の充
放電速度と容量を大幅に向上させて高エネルギーの新材料利用を促進する。 

URL:  https://news.wsu.edu/2017/03/03/novel-3-d-manufacturing/  

 
(関連情報）  

      

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

Three-dimensional microarchitected materials and devices using nanoparticle assembly by pointwise 
spatial printing 

URL:  http://advances.sciencemag.org/content/3/3/e1601986  

  

http://news.mit.edu/2017/3-d-printing-cellulose-0303
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/admt.201600084/abstract
https://news.wsu.edu/2017/03/03/novel-3-d-manufacturing/
http://advances.sciencemag.org/content/3/3/e1601986
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37-6 

ｱﾒﾘｶ合衆国･
国立標準技
術研究所

(NIST) 

    2017/3/17 

シルクセンサーがインフラ・航空宇宙・消費者向けの新材料開発を加速 
(Silk Sensor Could Speed Development of New Infrastructure, Aerospace and Consumer Materials) 

・ NIST が、エポキシ樹脂とシルクから成る軽量複合材料にナノスケールの損傷検出プローブを埋め
込む方法を開発。メカノフォア(mechanophore)として知られる同プローブによって、製品試験の迅速化
と、新たな複合材料開発に要する時間・材料の低減が期待。 
・ 今回の実験では、力を加えると反応して色調が変化する染料のローダミンスピロラクタム(RS)をエ
ポキシ複合材に含まれたシルクファイバーに結合。同複合材に力を加えていくと、応力ひずみによっ
て RS が活性化し、レーザーで励起すると蛍光を発した。この変化は肉眼では観察できないが、NIST
設計の赤色レーザーと顕微鏡を用いて撮影した同材料内部の画像では極微小の破損・亀裂が示さ
れ、同ファイバーが破断した部位が明らかに。 
・ 本研究で使用した複合材料は、英国・オックスフォード大学にてカイコ(Bombyx mori)を用いて得られ
たシルクフィラメントとエポキシ樹脂を組み合わせたもの。このような繊維強化ポリマー複合材料はフ
ァイバーの強度とポリマーの靱性を兼ね備えるが、その耐損傷性の向上に不可欠な内部の界面特性
の測定は困難。従来の光学的イメージングでは 200～400nm スケールの画像しか得られないところ、
RS プローブを埋め込むことで界面の損傷を光学顕微鏡で観察可能に。 
・ 今後は同技術を他の複合材料に使用できないか探るとともに、超低高温への耐性、長時間の耐浸
水性の向上にこの種のセンサーを利用したい考え。さらに、既存及び新規複合材料の安全性、強度、
信頼性に係る規格の改善・制定にもこのような損傷センサーを活用する方法を探求。 

URL:  
https://www.nist.gov/news-events/news/2017/03/silk-sensor-could-speed-development-
new-infrastructure-aerospace-and  

 
(関連情報）  

      

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

Observation of Interfacial Damage in a Silk-Epoxy Composite, Using a Simple Mechanoresponsive 
Fluorescent Probe 

URL:  http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/admi.201601018/abstract  

【電子・情報通信分野】  

37-7 

ﾄﾞｲﾂ連邦共和
国・カールス
ルーエ工科大

学(KIT) 

    2017/3/9 

高信頼性の単分子トグルスイッチを開発 
(Reliable Molecular Toggle Switch Developed) 

・ KITがバーゼル大学(スイス)、コンスタンツ大学と共同で単分子のトグルスイッチを開発。 
・ 今回開発された電子機械スイッチの基本構造は数個の炭素原子により構成。硫黄原子 3 個は脚
(端子)として平滑な金基板の表面に固定。レバーに相当する部分の先端には窒素原子 1 個を含むニ
トリル類を配置。電圧の印加によりレバーが上がることで、生じた電界が窒素原子の電荷に作用し、も
う一つの電極(今回は走査型トンネル顕微鏡の金製の探針)との接触を確立。 
・ 同素子は全体で 1nm に満たないが、サイズだけでなくその動作の信頼性と予測可能性も秀逸。こ
の原理の採用はこれまで、個別分子間の電気接点形成の制御性が十分でないために失敗も多かっ
たが、同素子のスイッチング動作は必ず接点の開/閉いずれかの状態に帰結。今回初めて、分子と金
の探針の間の接点の電気的かつ機械的な開閉を可塑性の変形を伴わずに所望の頻度で行うことに
成功。 

URL:  http://www.kit.edu/kit/english/pi_2017_031_reliable-molecular-toggle-switch-developed.php  

 
(関連情報）  

      

Nature Communications 掲載論文(フルテキスト） 

An electrically actuated molecular toggle switch 

URL:  http://www.nature.com/articles/ncomms14672  

37-8 
ｱﾒﾘｶ合衆国・
ミズーリ工科

大学 

    2017/3/16 

ウェアラブル技術の黄金の発見を導く研究 
(Research leads to a golden discovery for wearable technology) 

・ ミズーリ工科大学が、単結晶シリコンウェハーに成長させて剥離した金薄膜（金フォイル）の製造方
法を開発。将来のウェアラブルエレクトロニクスの汎用性に革新をもたらす可能性が期待。 
・ 従来のウェアラブル技術では多結晶のポリマー基板に有機半導体を載せたものを使用するが、多
結晶がもつ結晶粒界では電子と正孔が結合して熱として損失され、LED や太陽電池等の電子デバイ
スの性能を制限。 
・ 現在、電子デバイスで広く使用されるシリコンは、原子が高秩序で配列した単結晶で優れた性能を
提供するが、柔軟性に欠ける。 
・ 同大学がシリコンウェハーに成長させた金フォイルは、シリコンの高秩序を維持し、耐久性がありフ
レキシブル。4,000 回の曲げでも電気抵抗に変化が見られなかった。 
・ また、この金フォイルは 7nm と極薄いため透明。シリコンと結合しやすい金フォイルのシリコン基板
から、光電気化学酸化プロセスを利用して容易に剥離する。 
・ このようなシリコンウェハーの基板で金以外の金属で数千枚のフォイルを作製できる。同技術は安
価に単結晶を作製する方法の模索中に発見したもの。 

URL:  
http://news.mst.edu/2017/03/research-leads-to-a-golden-discovery-for-wearable-techn
ology/  

https://www.nist.gov/news-events/news/2017/03/silk-sensor-could-speed-development-new-infrastructure-aerospace-and
https://www.nist.gov/news-events/news/2017/03/silk-sensor-could-speed-development-new-infrastructure-aerospace-and
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/admi.201601018/abstract
http://www.kit.edu/kit/english/pi_2017_031_reliable-molecular-toggle-switch-developed.php
http://www.nature.com/articles/ncomms14672
http://news.mst.edu/2017/03/research-leads-to-a-golden-discovery-for-wearable-technology/
http://news.mst.edu/2017/03/research-leads-to-a-golden-discovery-for-wearable-technology/
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(関連情報）  

      

Science 掲載論文(アブストラクトのみ：全文は有料） 

Epitaxial lift-off of electrodeposited single-crystal gold foils for flexible electronics 

URL:  http://science.sciencemag.org/content/355/6330/1203  

37-9 

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) 

    2017/3/20 

新たな種類のコンピュータの頭脳で忘却と闘う 
(Fighting Oblivion with a New Kind of Computer Brain) 

・ ドイツ神経変性疾患センター（DZNE）はヒューレット・パッカード社(HPE)と提携し、メモリ主導型コン
ピューティングを脳研究において採用。DZNE はオンプレミスの開発システムに加え、加州パロアルト
(HPE 本社)にあるコンピュータを導入。研究プロセスの加速と、大容量データ分析による同計算機の
精度向上を目指す。 
・ HPEは、コンピュータ・アーキテクチャの中心にプロセッサではなく大規模なメモリプールを据える（メ
モリ主導型コンピューティング）プロトタイプ 1 号機を昨年発表。計算パワーの数千倍の向上が可能
に。一方パーキンソン病やアルツハイマー病を含む研究を行う DZNE では、MRI による脳画像、生細
胞顕微鏡や遺伝子のデータの自動生成等から膨大な数のデータを産出。こうしたデータの量は数 TB
規模で、今後も大幅に拡大する見込み。 
・ MRIの脳撮像では、デバイスに保存されず破棄された生データは画像に変換された情報の 300倍。
さらにより高品質な画像を生成可能な最新技術は、データ量が大きすぎるため実現が非常に困難。
HPE の新アーキテクチャはデータを全面的に保存し、良質な MRI 画像に変換するために好適なプラッ
トフォームを提供。 
・ またこれは診断行為全般にとっても革新的。画像の変換、関連付け、評価には通常 7～14 日かか
るが、今回の新技術の使用により大容量データセットの評価は劇的に加速され、即時的な分析を支
援。 

URL:  https://www.dzne.de/en/about-us/public-relations/news/2017/press-release-no-5.html   

 
(関連情報）  

      

日本ヒューレットパッカード株式会社のプレスリリース (2016/12/19) 

「ヒューレット パッカード エンタープライズ、世界初のメモリ主導型コンピューティング アーキテクチャ
の実証実験に成功」 

URL:  https://ssl.www8.hp.com/jp/ja/hpe-news/press-release.html?id=2383215  

 
(関連情報）  

      

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 

(海外技術情報 平成 29 年 2 月 3 日号 30-14) 

Hewlett Packard Enterprise Demonstrates World's First Memory-Driven Computing Architecture 

URL:  http://www.nedo.go.jp/content/100859483.pdf  

37-10 
ｱﾒﾘｶ合衆国・
ｻﾝﾃﾞｨｱ国立
研究所(SNL) 

    2017/3/21 

新脳型サイバーセキュリティシステムが「腐ったリンゴ」を 100 倍速く検出 
(New brain-inspired cybersecurity system detects ‘bad apples’ 100 times faster) 

・ Lewis Rhodes Labs が SNL と提携し、Neuromorphic Cyber Microscope を開発。脳型の設計から、
同システムは一般的な 60W の電球よりも少ない消費電力で、ある「腐ったリンゴ」(潜在的な悪意)を示
す複雑なパターンを検出することが可能。 
・ 先進のサイバーセキュリティ・システムはコンピュータ・ネットワーク内のマルウェアの検出には優れ
るが、脅威を直接特定する計算能力が欠如。 
・ Lewis Rhodes Labs は脳性麻痺患者の脳と健康的な脳との比較から知見を得て、脳型コンピュータ
のハードウェアを構築。SNL はニューロモーフィック・プロセッサが秀でる解決課題を特定。パターンと
さらに当該パターンの複雑バージョンを検出する能力を大幅に加速させる可能性があることから、同
アーキテクチャをサイバーセキュリティに応用。人間の脳が常に脅威をスキャンしている(例：蛇を意識
していなくても、ホースや棒切れで飛び上がる)ように、新システムは流入するデータを時間依存的に
疑わしいパターンと比較。 
・ SNL は同研究所のトラフィック上(実証用環境)にて新システムを試験。マルウェアのパターンが複雑
になる程最新の従来型システムは指数関数的に低速化するが、新システムは効率的なパフォーマン
スを維持。さらに従来型よりも 100 倍超高速、1,000 倍高いエネルギー効率。現在は市場展開の初期
段階。 

URL:  https://share-ng.sandia.gov/news/resources/news_releases/bad_apples/  

 
(関連情報）  

      

Lewis Rhodes Labs のウェブページ 

URL:  http://www.lewis-rhodes.com/  

  

http://science.sciencemag.org/content/355/6330/1203
https://www.dzne.de/en/about-us/public-relations/news/2017/press-release-no-5.html
https://ssl.www8.hp.com/jp/ja/hpe-news/press-release.html?id=2383215
http://www.nedo.go.jp/content/100859483.pdf
https://share-ng.sandia.gov/news/resources/news_releases/bad_apples/
http://www.lewis-rhodes.com/
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【ロボット・AI技術分野】  

37-11 
ｱﾒﾘｶ合衆国・
ブラウン大学 

    2017/3/6 

ロボットがソーシャルフィードバックを使ってオブジェクトを賢く手渡す 
(Robot uses social feedback to fetch objects intelligently） 

・ ロボットと人間の協働を研究するブラウン大学の Human to Robots Lab が、ユーザーによる指令の
理解の程度をロボットに定量化させる新しいアルゴリズムを開発。シンガポールで今春開催のロボット
工学とオートメーションに関する国際会議(ICRA)にて発表。 
・ 同研究室は発話による指令と人間のジェスチャーによる情報を受け取るアルゴリズムを過去に開
発しているが、類似したオブジェクトが近接して並ぶ場合に問題があった。 
・ 複数のオブジェクトからユーザーが望むものをロボットに手渡させるタスクにおいて、ロボットによる
指令の誤解やユーザーによる指令の曖昧さによりロボットが間違った選択をし易いため、ロボットが指
令を明確に理解できない場合にユーザーに質問をさせる。 
・ 同アルゴリズムでは、確実性が高い場合は指令通りにオブジェクトをユーザーに手渡すが、そうで
ない場合はロボットのグリッパーがオブジェクトを指し、ユーザーに質問することでユーザーの望むも
のを特定する。 
・ 例えばユーザーが机上の 2本のレンチのうち 1 本をロボットに選択する指示を出した場合、ロボット
が選択を誤ったことをユーザーが知らせるとアルゴリズムがもう一方のレンチを正しい選択であると演
繹し、追加的な質問をすることなく正しいレンチを手渡す。含意として知られるこのような演繹推理が
同アルゴリズムをより効率化。 
・ 事前の訓練を受けていない参加者と研究用ロボットの Baxter で同システムの試験を実施。指令に
ついて、「ロボットが質問しない」、「毎回質問する」、「不確実な場合のみ質問する」、という各条件下で
Baxter にオブジェクトの選択を指示。その結果、新しいアルゴリズムでインテリジェントに質問をするも
のが、他の 2 条件に比して正確さと速さにおいて顕著に優れることを確認。 
・ 将来的にはこのアルゴリズムとより強力な発話認識システムを組合せ、同システムの正確性と速度
の向上を目指す。 

URL:  https://news.brown.edu/articles/2017/03/fetch  

 
(関連情報）  

      

Internattional Conference on Robotics and Automation (ICRA) 発表論文(フルテキスト） 

Reducing  Errors  in  Object-Fetching  Interactions  through  Social 
Feedback 

URL:  http://h2r.cs.brown.edu/wp-content/uploads/2017/03/whitney17.pdf  

37-12 
ｱﾒﾘｶ合衆国・
ﾏｻﾁｭｰｾｯﾂ工
科大学(MIT) 

    2017/3/6 

脳でコントロールするロボット 
(Brain-controlled robots) 

・ MIT のコンピュータ科学・人工知能研究所(CSAIL)が、脳の信号を使ってロボットの挙動の誤りを訂
正させるフィードバックシステムを開発。 
・ 同システムは、脳の活動を記録する脳波(EEG)モニターのデータを用いて、ロボットによるオブジェク
ト選択タスクでのエラーをオペレータが認識したことを検知する。機械学習アルゴリズムで同システム
による 10～30 ミリ秒間の脳波の分類が可能となった。 
・ 同システムは現時点では単純な二値選択活動のみの処理が可能だが、将来的に指令のタイピン
グや発話入力を超える、より直感的な方法でロボットを制御する可能性を示すものと考える。 
・ Rethink Robotics社 (CSAILのディレクターで iRobotの共同設立者である Rodney Brooks氏が率い
る）のヒューマノイドロボット、Baxter を用いて研究。 
・ 以前の EEG制御ロボティクスでは、ロボットが実行するタスクにそれぞれ紐づいた 2つの明るいディ
スプレイのうちの 1 つを見る等、コンピュータが認識可能な規定された方法で「考える」よう人間をトレ
ーニングする必要があったが、ナビゲーションや建築等で特に集中力が必要なタスクを監督する者に
とって、トレーニングプロセスや思考の調整は煩雑な作業。 
・ このため、同大学は脳が誤りを発見すると発生する「エラー関連脳電位(Error-related potentials: 
ErrPs)」と呼ばれる脳の信号に着目。ロボットが選択を示すと、同システムは ErrPs を使って人間がそ
の選択に同意するかどうかを決定する。オペレータのトレーニングや特定の思考法が不要となり、単
純にロボットの選択への同意か反対を考えるだけで制御が可能に。 
・ ErrPs 信号は微弱なため、信号を分類し、それをオペレータのフィードバックループに取り込めるよう
システムの調整が必要。また初期 ErrPs のモニタリングに加え、人間による最初の訂正をシステムが
認識しなかった場合に起こる「二次的エラー」の検出も研究。 
・ 現時点では二次的エラーのリアルタイム認識は不可能だが、これが実現すれば 90%を超える正確さ
が見込めると考える。また、ErrPs 信号はロボットの誤りの度合いに比例するため、将来的にはより複
雑なマルチ選択タスクまで拡張できると考える。 

URL:  http://news.mit.edu/2017/brain-controlled-robots-0306  

 
(関連情報）  

      

Internattional Conference on Robotics and Automation (ICRA) 発表論文(フルテキスト） 

Correcting  Robot  Mistakes  in  Real  Time  Using  EEG  Signals 

URL:  
https://groups.csail.mit.edu/drl/wiki/images/e/ec/Correcting_Robot_Mistakes_in_Real_Time_
Using_EEG_Signals.pdf  

  

https://news.brown.edu/articles/2017/03/fetch
http://h2r.cs.brown.edu/wp-content/uploads/2017/03/whitney17.pdf
http://news.mit.edu/2017/brain-controlled-robots-0306
https://groups.csail.mit.edu/drl/wiki/images/e/ec/Correcting_Robot_Mistakes_in_Real_Time_Using_EEG_Signals.pdf
https://groups.csail.mit.edu/drl/wiki/images/e/ec/Correcting_Robot_Mistakes_in_Real_Time_Using_EEG_Signals.pdf
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【環境・省資源分野】  

37-13 
ｱﾒﾘｶ合衆国・
コーネル大学 

    2017/2/23 

新しいポリマー添加剤がプラスチックのリサイクルに革新をもたらす 
(New polymer additive could revolutionize plastics recycling)                  

・ コーネル大学がミネソタ大学と共同で、ポリエチレン(PE)とポリプロピレン(PP)の混合に微量添加す
ると機械的にさらに強靭な新種のポリマーを作る、マルチブロックポリマーを開発。 
・ 世界のプラスチックの 1/3を占めるPEとPPでは化学組成が異なるため同時の再利用ができない。 
・ 同マルチブロックポリマーは、ポリエチレンとポリプロピレンのセグメントが交互に連なるテトラブロッ
クコポリマーで、これを微量添加することでダイブロックコポリマーを上回る強度を達成した。 
・ 柔らかい材料を 10%混合する過去の同様な試みでは、優れたプラスチック特性が得られなかった
が、同マルチブロックポリマーでは 1%のみの添加でも優れた特性のプラスチックアロイが得られた。 
・ 同研究結果はリサイクルの向上のみならず、機械的に優れるため例えば牛乳のプラスチック容器
の原料を 30%低減することによる優れた持続可能性への貢献をはじめ、機械的に強靭な新種のポリマ
ーブレンド作製の可能性も期待できる。 

URL:  
http://mediarelations.cornell.edu/2017/02/23/new-polymer-additive-could-revolutionize-p
lastics-recycling/  

 
(関連情報）  

      

Science 掲載論文(アブストラクトのみ：全文は有料） 

Combining polyethylene and polypropylene: Enhanced performance with PE/iPP multiblock polymers 

URL:  http://science.sciencemag.org/content/355/6327/814  

37-14 

ｱﾒﾘｶ合衆国・
カリフォルニ
ア工科大学
(Caltech) 

    2017/2/24 

燃料中の硫黄を残さず除去 
(Getting Rid of the Last Bits of Sulfur in Fuel) 

・ Caltech と BP が率いる国際研究チームが、ガソリンやディーゼル燃料の硫黄成分をほぼ全て除去
する、カリウム塩を利用したシンプルな化学的プロセス技術を新たに開発。 
・ 数年前、白金触媒を使用した炭素-酸素結合分解の研究の際に、金属触媒を使用しない対照実験
において、カリウム tert- ブトキシド(pottasium tert-butoxide)と呼ばれるカリウム塩が反応を促進す
ることを発見。その後の最適化により、通常は生成に金属触媒を要する炭素-シリコン結合をもつ化合
物がこの反応により生成。炭素-シリコン結合はポリマー、農薬や半導体等に多く見られる。 
・ BP のディーゼルサンプルで同プロセスを試験した結果、硫黄レベルを（ガソリンスタンドで購入でき
る最高品質のディーゼルでのレベルの）8ppm から極低濃度の 2ppm にまで低減。高レベルの硫黄を
添加したディーゼルでも試験し、同様な結果を得た。 
・ 同プロセスは、石油精製プロセスの最終段階で燃料中に残る微量な硫黄を除去する追加的なプロ
セスとして利用できる。 
・ 次には産業スケールでの商業利用に向けて同プロセスを合理化する。 

URL:  http://www.caltech.edu/news/getting-rid-last-bits-sulfur-fuel-54225  

 
(関連情報）  

      

Nature Energy 掲載論文(アブストラクトのみ：全文は有料） 

A potassium tert-butoxide and hydrosilane system for ultra-deep desulfurization of fuels 

URL:  http://www.nature.com/articles/nenergy20178  

37-15 
ｱﾒﾘｶ合衆国・
インディアナ
大学 (IU) 

    2017/3/8 

IU 化学者らが太陽光パネルを使わずに太陽エネルギーを収集・貯蔵する分子の「葉」を開発 
(IU chemists create molecular 'leaf' that collects and stores solar power without solar panels） 

・ IUが率いる国際研究チームが、他の炭素還元方法に比してより効率的に光や電気でCO2をCOに
変換する分子を開発。 
・ ナノグラフェン-レニウムの錯体が有機化合物のビピリジンでつながったこの分子はCO2をCOに変
換する極めて効率的な反応を引き起こす。 
・ CO 等の燃料の燃焼により CO2 とエネルギーが放出されるが、CO2 を燃料に転換するためには少
なくともそれと同等量のエネルギーが必要。このようなエネルギー量の低減が目標とされてきた。 
・ ビピリジン-金属錯体は太陽光によるCO2のCO還元において研究されてきたが、太陽光中の紫外
線範囲(不可視光）の微量な光しか使えない。  
・ 同分子による効率的な炭素還元の鍵は、太陽光を大量に吸収するナノグラフェンの暗色。このナノ
グラフェンが可視光領域の大部分である 600nmまでの太陽光の波長を利用して反応を促進する。ナノ
グラフェンが太陽光からエネルギーを収集し、レニウムが CO を作る 2 部のシステムとして機能。 
・ ナノグラフェンと金属をリンクさせる同分子の着想は、カーボンベース材料でより効率的な太陽電池
を開発する過去の研究から得たもの。中間の太陽電池を排除し、ナノグラフェンの光吸収特性を利用
して反応を促進する。 
・ 今後は同分子をさらに強化し、溶液以外での長寿命化・耐久性向上に加え、レアメタルであるレニ
ウムをマンガンで代替する。 

URL:  http://news.indiana.edu/releases/iu/2017/03/carbon-reduction-molecule.shtml  

  

http://mediarelations.cornell.edu/2017/02/23/new-polymer-additive-could-revolutionize-plastics-recycling/
http://mediarelations.cornell.edu/2017/02/23/new-polymer-additive-could-revolutionize-plastics-recycling/
http://science.sciencemag.org/content/355/6327/814
http://www.caltech.edu/news/getting-rid-last-bits-sulfur-fuel-54225
http://www.nature.com/articles/nenergy20178
http://news.indiana.edu/releases/iu/2017/03/carbon-reduction-molecule.shtml
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(関連情報）  

      

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

Well-Defined Nanographene–Rhenium Complex as an Efficient Electrocatalyst and Photocatalyst for 
Selective CO2 Reduction 

URL:  http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/jacs.6b12530  

37-16 
英国・ケンブリ
ッジ大学 

    2017/3/14 

太陽エネルギーでバイオマスからクリーンな水素を生成 
(Scientists harness solar power to produce clean hydrogen from biomass) 

・ ケンブリッジ大学が、太陽光をエネルギー源としてバイオマスから水素を生成する技術を開発。 
・ 植物バイオマスの主成分であるリグノセルロースから水素を生成する従来の方法は、高温を使用
するガス化プロセス。 
・ 新技術は簡易な光触媒転換プロセス。バイオマスが懸濁するアルカリ性の水溶液に触媒ナノ粒子
である硫化カドミウム量子ドットを添加し、研究室で太陽光を模倣した光下に置くと水素が生成され
る。 
・ 木片、紙や葉等のバイオマスからの水素生成を試験管で実験。バイオマスには事前処理が不要。
高温ガス化プロセスや他の再生可能水素生成方法の持続可能な代替技術として期待。 
・ 今後の開発ではオフグリッドアプリケーション用の小型デバイスから産業規模のプラントまで幅広い
スケールを想定。現在、商業化が可能な領域を模索中。同技術は特許出願済み。 

URL:  
http://www.cam.ac.uk/research/news/scientists-harness-solar-power-to-produce-clean-
hydrogen-from-biomass  

 
(関連情報）  

      

Nature Energy 掲載論文(アブストラクトのみ：全文は有料） 

Solar-driven reforming of lignocellulose to H2 with a CdS/CdOx photocatalyst 

URL:  http://www.nature.com/articles/nenergy201721  

【バイオテクノロジー分野】  

37-17 
ｱﾒﾘｶ合衆国・
タフツ大学 

    2017/2/27 

バイオに着想を得たプロセスで軽量・強靭でナノからマクロスケールでのプログラムが可能な材料を
開発 
(Bioinspired process makes materials that are light, robust and programmable at nano- to 
macro-scale) 

・ タフツ大学が、シルクプロテインを超軽量で強靭な複合材料に転換する、バイオに着想を得た技術
を新たに開発。同複合材料はナノ、ミクロ、マクロの各スケールで容易にプログラムできる。 
・ 構造タンパク質は生体システムで天然の構成要素として堅牢性や機能性材料を構成するが、これ
に匹敵するような合成材料作製の主要な障害は分子からマクロレベルの特有な特性を付与する天然
材料の階層構造。この構造の模倣が試みられてきたが、全レベルでの同時制御が困難であった。 
・ そのため同大学は、天然材料のボトムアップな自己組成特性を、生体材料特性を決定する要素で
ある全スケールレベルの構造、ミクロ機械的制約、溶液除去ダイナミクスの全てを同時に制御するトッ
プダウンアセンブリーと組み合わせた技術を開発。同技術はシルク以外の生体材料、複合材料や合
成ハイドロゲルにも応用が可能。 
・ マイクロスケールでパターニング処理したセンチメートルスケールのシリコンモールドに蚕のまゆの
水性フィブロインプロテインゲルを射出し、水とエタノールの存在下でのゲルの収縮及び/又はモール
ド全体の変形による機械的なストレスを加えると、乾燥後、シルクプロテインはより強靭なベータシート
結晶構造を作る。 
・ 最終的な材料形状と機械特性は、マイクロスケールのモールドパターン、ゲルの収縮、モールドの
変形、及びシルクの脱水状態の制御により精確に設定が可能。天然のシルクに似た配列の整ったナ
ノファイバーの安定した構造に機能性を持たせて作製できる。一例として光に曝されると熱を伝導す
る、金ナノ粒子でドープしたシルクゲルを作製。 
・ 蜘蛛の糸の繊維は構造的に高密度だが、同大学が作製した繊維構造は多孔質、超軽量で人間が
触れても破れず、将来的に日常生活でのアプリケーションが可能と考える。直径が 2～3cm の繊維面
積は重さが約 2.5mg で、11g の重量に耐えられた。 

URL:  
http://now.tufts.edu/news-releases/bioinspired-process-makes-materials-are-light-robus
t-and-programmable-nano-macro-scale  

 
(関連情報）  

      

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

Directed assembly of bio-inspired hierarchical materials with controlled nanofibrillar architectures 

URL:  
http://www.nature.com/nnano/journal/vaop/ncurrent/full/nnano.2017.4.html?WT.feed_nam
e=subjects_biotechnology  

  

http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/jacs.6b12530
http://www.cam.ac.uk/research/news/scientists-harness-solar-power-to-produce-clean-hydrogen-from-biomass
http://www.cam.ac.uk/research/news/scientists-harness-solar-power-to-produce-clean-hydrogen-from-biomass
http://www.nature.com/articles/nenergy201721
http://now.tufts.edu/news-releases/bioinspired-process-makes-materials-are-light-robust-and-programmable-nano-macro-scale
http://now.tufts.edu/news-releases/bioinspired-process-makes-materials-are-light-robust-and-programmable-nano-macro-scale
http://www.nature.com/nnano/journal/vaop/ncurrent/full/nnano.2017.4.html?WT.feed_name=subjects_biotechnology
http://www.nature.com/nnano/journal/vaop/ncurrent/full/nnano.2017.4.html?WT.feed_name=subjects_biotechnology
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【蓄電池・ｴﾈﾙｷﾞｰｼｽﾃﾑ分野】  

37-18 

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） 

    2017/3/14 

未来のコンピュータの液体燃料 
(Liquid fuel for future computers) 

・ ETHは IBMチューリッヒ研究所と共同で、マイクロチップに搭載する微細なレドックスフロー蓄電池を
開発。 
・ 同蓄電池がチップに電力を供給する一方で、同蓄電池の 2 種類の液体電解質が冷却媒体として回
路内で余熱を分散させる。 
・ 同蓄電池の薄さは僅か 1.5mm で、コンピュータチップと蓄電池を交互に積層してチップスタックを構
築する。電力密度はこのようなサイズでは記録的となる 1.4W/㎠。電解液を蓄電池に注入するエネル
ギーを差し引いても 1W/㎠。 
・ 同蓄電池では、分離膜で隔たれた 2枚の薄膜電極層で電気化学反応が起こる。電解液を多孔質の
電極層に効率的に注入できるように 3D プリンティングでポリマーチャネル機構を作製。多様なデザイ
ンの試験によりウェッジ型の先細チャネルが最適であることを確認。 
・ 電力密度は高いものの、コンピュータチップの作動する電力としては不十分であるため、産業パート
ナーとの最適化作業が必要。チップ以外のアプリケーションとしてレーザーや太陽電池等が考えられ
る。 

URL:  
https://www.ethz.ch/en/news-and-events/eth-news/news/2017/03/liquid-fuel-for-future
-computers.html  

 
(関連情報）  

      

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

3D-printed fluidic networks for high-power-density heat-managing miniaturized redox flow batteries 

URL:  http://pubs.rsc.org/en/Content/ArticleLanding/2017/EE/C6EE03192G#!divAbstract  

【新エネルギー分野(燃料電池・水素】  

37-19 

イスラエル国・
テクニオン-イ
スラエル工科

大学 

    2017/3/13 

オンデマンドで水素生成 
(Hydrogen on Demand) 

・ テクニオン-イスラエル工科大学が、太陽光エネルギーによる水電解で水素を別の場所で集約的に
生成する技術を新たに開発。 
・ 同技術は太陽光発電所から遠く離れたガソリンスタンド等の販売場所での水素生成を可能にし、水
素生成と輸送費用を大幅に削減する。 
・ 太陽光を利用した光電気化学太陽電池(PEC)による水電解では、水素と酸素の分離維持方法、大
量の PEC からの水素収集法、さらに販売場所への水素輸送方法が主な課題。 
・ 同大学は、水素生成サイトを酸素のみを生成する多数の PEC から構成される太陽光発電ファーム
と、集約的、コスト効果的かつ効率的に水素を生成するサイトを地理的に分離。蓄電池に利用される
安価な水酸化ニッケル製の補助電極によりこれを達成した。 
・ 水素と酸素を距離の離れた個別のセルで生成し、従来の水電解方法とほぼ同等のコストで水素生
成の安全なプラットフォームを提供する。 

URL:  http://www.ats.org/news/hydrogen-on-demand/  

 
(関連情報）  

      

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

Photoelectrochemical water splitting in separate oxygen and hydrogen cells 

URL:  http://www.nature.com/nmat/journal/vaop/ncurrent/full/nmat4876.html  

  

https://www.ethz.ch/en/news-and-events/eth-news/news/2017/03/liquid-fuel-for-future-computers.html
https://www.ethz.ch/en/news-and-events/eth-news/news/2017/03/liquid-fuel-for-future-computers.html
http://pubs.rsc.org/en/Content/ArticleLanding/2017/EE/C6EE03192G#!divAbstract
http://www.ats.org/news/hydrogen-on-demand/
http://www.nature.com/nmat/journal/vaop/ncurrent/full/nmat4876.html
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【政策等】  

37-20 

ｱﾒﾘｶ合衆国・
国防総省国
防高等研究
計画局

(DARPA) 

    2017/3/16 

経験から学ぶ機械の開発を目指して 
(Toward Machines that Improve with Experience) 

・ DARPAが新プログラム「Lifelong Learning Machines (L2M)」を発表。本プログラムの技術目標は、初
めて遭遇する状況から学習した内容を応用することで、性能と信頼性を既定の制限範囲内で自ら改
善する次世代機械学習技術の開発。 
・ L2M が目指すのは、子供や生物が経験から学ぶのと同じように、システムが経験から直接学ぶこと
を可能にする、全く新しい機械学習メカニズムの開発。特定の状況から一般化できる教訓を得ること
で真に向上する機械の開発手法について、その基本的な理解は未だ進んでいない。同 L2M ではコン
ピュータ科学者や生物学者らによるコミュニティー構築の機会を提供することで、事前に定めたプログ
ラムに依存する従来型コンピュータとは異なる計算パラダイムを探求。 
・ 同 L2Mは 4年間で、2つの技術分野に注力。第一の技術分野は、過去の経験の結果を継続的に適
用し、得られた教訓を新しいデータや状況に適合させる機械学習フレームワークの開発。これと並行
して、機械学習システムの性能モニタリング等の諸技術も開発する。第二の技術分野は、生物の学習
・適応方法に注目し、その原則と技巧を同システムに適用できるか検討する。 

URL:  http://www.darpa.mil/news-events/2017-03-16  

 
(関連情報）  

      

Lifelong Learning Machines (L2M)プログラム 公募の詳細(PDF45 頁) 

URL:  https://www.fbo.gov/utils/view?id=fdb9fd66f7b4075fd0c002298de60ad7  

37-21 

ｱﾒﾘｶ合衆国・
国防総省国
防高等研究
計画局

(DARPA) 

    2017/3/23 

新たな「計算」のコンセプトとして化学に着目 
(Turning to Chemistry for New “Computing” Concepts) 

・ DARPA が、データの保存、検索、処理の新たなパラダイムを模索する、分子インフォマティクス
(Molecular Informatics)プログラムを発表。同プログラムは、ノイマン型アーキテクチャを基にしたコンピ
ュータの 2 進数によるデジタル論理から離れ、分子の様々な構造的特徴や特性を研究し、それらをデ
ータの符号化や操作に利用することを目指す。 
・ DNA の配列をベースにする等の分子ストレージのコンセプトは、格納にごく僅かな物理的空間しか
要さないフォーマットのデジタルデータ・アーカイブ化手法として有望。しかし既存の情報システムで
は、DNA ストレージ内の符号化されたデータの指定部分を迅速に検索・処理することは不可能。 
・ 同プログラムが掲げる第一の技術的課題は、高密度データ保存のコンセプトと、2 進法以外の全く
新しい情報構造により分子に符号化した情報の処理との統合。設計と符号化の領域を数百万ある分
子にまで展開することがもたらす可能性は、DNAの 4つのビルディングブロックの可能性よりもはるか
に大きい。 
・ この達成のために求められるのは、化学、コンピュータ・情報科学を含む分野からの多様性と協調
性を備える研究者の共同体制。共同研究チームは、データの符号化方法、分子が実行し得るデータ
操作の種類、分子という枠組みの中で「計算」が意味するもの、といった根本的な問いに対する答えを
提示。 

URL:  http://www.darpa.mil/news-events/2017-03-23  

(関連情報）  

      

Molecular Informatics プログラム 公募の詳細(PDF40 頁) 

URL:  https://www.fbo.gov/utils/view?id=d431d3510cf6a185bc2686170265bb44  
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