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39-1 
オランダ・フロ
ーニンゲン大

学 

    2017/3/23 

カーボンナノチューブが微細なトランジスタに自己組成 
(Carbon nanotubes self-assemble into tiny transistors) 

・ フローニンゲン大学、ドイツ・ベルク大学ブッパータール校と IBMチューリッヒ研究所が共同で、溶液
中の半導体カーボンナノチューブ(CNT)を選択的に金電極から成る回路上に自己組成させる方法を開
発。 
・ 研究チームは、溶液中で特定の CNT を包み込むポリマーを設計。ポリマーのチオールを含む側鎖
が半導体CNTを金電極に結合させて、ほぼ 100%の純度と高電子移動度を有する自己組成型トランジ
スタを作製。 
・ 同技術の以前の研究においてチオールを含むポリマーが金属CNTにも付着してしまうため、今回、
チオール量を低減することで溶液中から選択的に半導体 CNT を金電極に結合させ、ボトムアップ・ア
センブリーを実証。硫黄と金の強力な結合により、有機溶剤によるトランジスタの超音波処理後も CNT
が確実に固定。 
・ 同トランジスタ作製プロセスは、金属パターンを積層したキャリアーを CNT 溶液に浸す簡便なもの。
CNT の長さは 500nm で、トランジスタの電極を 300nm 間隔で適切に配置。トランジスタの密度は配置
により制限されるが、今後の研究で向上が可能。 
・ 同技術は安価でスケーラブルなナノチューブエレクトロニクスの製造方法であるが、産業界による
同技術の今後の展開は未知。継続して改善していくことで市場化に近づけると考える。 

URL:  http://www.rug.nl/sciencelinx/nieuws/2017/04/20170405_loi  

 
（関連情報)  

      

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

On-Chip Chemical Self-Assembly of Semiconducting Single-Walled Carbon Nanotubes (SWNTs): 
Toward Robust and Scale Invariant SWNTs Transistors 

URL:  http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/adma.201606757/full  

  

 

《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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39-2 

ｱﾒﾘｶ合衆国・
デューク大学 

    2017/4/6 

金メッキした結晶が天然ガス検出器の新たな標準を確立 
(Gold-Plated Crystals Set New Standard for Natural Gas Detectors) 

・ デューク大学はオプトエレクトロニック材料を扱う SRICO 社と共同で、サイズ、重量、性能、速度、コ
ストにおいて従来の検出器を超える、メタ材料を使った赤外検出器のプロトタイプを新たに開発。 
・ メタン・天然ガス漏れの検出、広大な農地の健全性モニタリングやリサイクルでの迅速なプラスチッ
クの分類等が可能に。 
・ 吸収した赤外光波を熱に変換し電気信号として検出する従来の熱検出器では検出速度が制限さ
れ、特定の電磁波の選択にはフィルター等の部品が必要。 
・ 加熱により電荷を発生する焦電性のニオブ酸リチウム結晶上にパターン処理をした金を載せた新
検出器では、結晶がイオンビームで 600nm の薄さにスライスしてあるため結晶構造中の欠陥が無く、
バックグランドノイズが低減。また、その薄さから迅速に加熱。 
・ 通常、このような薄さでは光が吸収されずに透過するが、特定範囲の電磁波の周波数のみをピク
セルが吸収するよう上部の金パターン処理と結晶特性を組み合わせたため、フィルター等が不要。ま
た、結晶の加熱で電荷が発生すると金パターンが検出器の増幅器に信号を送るため、導線も不要。 
・ メタ材料を利用して様々な構成部品を一本化することで、新検出器の効率が向上。結晶が直接熱
を作るため、検出速度が従来の 10～100 倍向上し、ピクセル数のより少ないデバイス製造も可能に。
また、上部の金パターンを検出対象の電磁波に合わせて再設計したデバイスも作製可能。 
・ 現在、産業投資家による資金提供等の可能性を模索中。 

URL:  http://pratt.duke.edu/about/news/metamaterial-infrared-detector  

（関連情報)  

      

Optica 掲載論文(アブストラクトのみ：全文は有料） 

Multifunctional metamaterial pyroelectric infrared detectors 

URL:  https://www.osapublishing.org/optica/abstract.cfm?uri=optica-4-2-276  

39-3 

ｱﾒﾘｶ合衆国・
ﾏｻﾁｭｰｾｯﾂ工
科大学(MIT) 

    2017/4/10 

ナノ粒子が生体イメージングの新たな可能性を拓く 
(Nanoparticles open new window for biological imaging) 

・ MITが、身体に注入して生体組織構造の詳細なイメージングを可能にする量子ドットを開発。 
・ 生体組織研究には 700～900nmの近赤外波長が広く利用される一方で、1,000～2,000nmの波長で
は生体組織での透過性がより高いため、より詳細なイメージングが期待できるが、この波長を放出す
る材料はこれまでになかった。 
・ 研究チームは、粒子のサイズと組成を精確に制御して放出光を精密に調節できる、半導体から成
るナノ結晶の量子ドットを作製。同量子ドットの発光輝度が非常に高いことから短い照射時間で放出
光を捕獲できるため、単一のイメージだけでなく、静脈と動脈を区別した血流の動き等の詳細を捉える
動画の作製も可能。 
・ また、同量子ドットでは、麻酔が必要な従来の方法とは対照的に活動中のマウスの臓器をイメージ
ングできるほどの高発光輝度を初めて実現。同量子ドットは人間での利用が認可されていない物質を
含むため、最初の応用先は動物での臨床前研究。人間に安全な粒子を現在開発中。 
・ イメージングには、InGaAs 検出器を備えた、同量子ドットの放出光に高感度な新開発の商用カメラ
を採用。研究目的に開発されたカメラだが、赤外線の周波数は霧や煙を透過したイメージングにも使
用できる。 
・ 同量子ドットによるイメージングでは、血液中の個々の血球を超高速で追跡することも可能。大面積
・超高解像度での血流の定量測定ができる。このようなイメージングは、腫瘍の成長に伴う血流パター
ンの変化を捉える研究をはじめ、疾病の進行状態や治療薬への反応性のモニタリング等の新方法に
つながる可能性が期待。 

URL:  http://news.mit.edu/2017/nanoparticles-quantum-dots-biological-imaging-0410  

（関連情報)  

      

Nature Biomedical engineering 掲載論文（フルテキスト） 

Next-generation in vivo optical imaging with short-wave infrared quantum dots 

URL:  http://www.nature.com/articles/s41551-017-0056  

  

http://pratt.duke.edu/about/news/metamaterial-infrared-detector
https://www.osapublishing.org/optica/abstract.cfm?uri=optica-4-2-276
http://news.mit.edu/2017/nanoparticles-quantum-dots-biological-imaging-0410
http://www.nature.com/articles/s41551-017-0056
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39-4 

ｱﾒﾘｶ合衆国・
ジョージア工
科大学 

    2017/4/12 

新しい 3D プリンティング技術が変身するオブジェクトを作る 
(New 3-D Printing Method Creates Shape-Shifting Objects) 

・ ジョージア工科大学、シンガポール工科デザイン大学及び西安交通大学から成る研究チームが、
3D プリンティングプロセスに機械的プログラミングによる積層後のステップを直接組み込んだ 4D プリ
ンティング技術を開発。 
・ 同技術は、高解像度 3D プリンテッドコンポーネントのコンピュータシミュレーションによる設計、オブ
ジェクトの 3D プリント、プリントしたオブジェクトの加熱による直接かつ急速な恒常的新形状への変換
を可能にする。 
・ 同技術は、均一な熱が加わると予めプログラムした形状へとヒンジに沿って自己展開するオブジェ
クトを作る、形状記憶ポリマー(shape memory polymers: SMPs)を使った同研究チームによる過去の研
究に基づくもの。 
・ 同技術ではプリントの時間と材料量を最高で 90%節減しながら、設計や製造ワークフローでの時間
のかかる機械的プログラミングを省略。 
・ 同技術の実証では、花弁が開くようなモデルや元のサイズの約 8 倍に拡張できる格子型オブジェク
ト等、熱水に浸すと急速に曲折・展開するオブジェクトを数点製造。 
・ 内部応力の包含をプログラムできる柔軟な材料と硬質な材料から成る複合材（室温下で）を利用。
プログラムした内部応力が柔軟材料から3Dプリント後に開放されるのを抑制する形状とサイズを硬質
材料にもたせるよう、コンピュータシミュレーションで複合材成分を設計。加熱で硬質材料が軟化する
ことで、柔軟材料から応力が解放され、オブジェクトの形状が変化する。  
・ 出荷時には積重ねられる平坦又は筒状で、利用時に展開し変形する新しく多様な製品特性が可能
に。温度、湿度や光等の刺激に反応し正確なタイミングで空間構造物や展開式の医療デバイス、ロボ
ット、玩具等を作るコンポーネントの実現が期待。 

URL:  
http://www.news.gatech.edu/2017/04/12/new-3-d-printing-method-creates-shape-shifti
ng-objects  

（関連情報)  

      

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

Direct 4D printing via active composite materials 

URL:  http://advances.sciencemag.org/content/3/4/e1602890  

39-5 

ｱﾒﾘｶ合衆国・
ｻﾝﾃﾞｨｱ国立
研究所(SNL) 

    2017/4/14 

圧力でより良い環境を: 機能性ナノ材料の創製が容易に 
(Better living through pressure: functional nanomaterials made easy) 

・ SNL が化学品を使用せず、圧力によりナノ粒子からセンサーやコンピュータ、電話、テレビのタッチ
スクリーンの下層に見られるようなナノワイヤアレイ構造を作製する手法を開発。 
・ この応力誘起加工法(stress-induced fabrication)は、製造業において採用されているインプリントプ
ロセスを模倣する新技術。3 件の特許を取得済の同技術は、10 万気圧オーダーの圧力を発生させる
SNLのパルスパワー装置・Veloceを用いた場合、これまでのどの化学的手法よりも 900万倍高速。十
分な圧力と制御性を備える市販のエンボス加工装置に僅かに手を加えることで、製造用装置へと転
用が可能。 
・ 同プロセスは、化学的手法が数時間を要するところ、数秒で回路を作製。また除去が必要な化学品
廃棄物を生じず、必要な量だけが基板上に塗布されるため、材料を節約。加圧プロセスが成形品中
の原子格子の空孔を埋めるよう作用し、工業的化学プロセスによる半導体製造では一般的な格子欠
陥が減少。 
・ ナノロッド、ナノシートを含む多種多様なナノスケール部材は成形の過程での作製も、後段プロセス
での集積のため溶液中に拡散させておくことも可能。また同手法は化学品センサー、歪み検出器、太
陽電池の電極の製造に適用可能。 

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

（関連情報)  

      

Nature Communications 掲載論文(フルテキスト） 

Superfast assembly and synthesis of gold nanostructures using nanosecond low-temperature 
compression via magnetic pulsed power 

URL:  https://www.nature.com/articles/ncomms14778  

  

http://www.news.gatech.edu/2017/04/12/new-3-d-printing-method-creates-shape-shifting-objects
http://www.news.gatech.edu/2017/04/12/new-3-d-printing-method-creates-shape-shifting-objects
http://advances.sciencemag.org/content/3/4/e1602890
https://share-ng.sandia.gov/news/resources/news_releases/nanowire_array/
https://www.nature.com/articles/ncomms14778
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39-6 

ｱﾒﾘｶ合衆国・
ﾏｻﾁｭｰｾｯﾂ工
科大学(MIT) 

    2017/4/19 

シリコンへの貼り付きは無用 
(Not stuck on silicon) 

・MIT が、グラフェンをコピー機のように利用して半導体ウェハー基板の結晶パターンを最上層の同じ
半導体材料に転写する技術、「リモート・エピタキシー」を新たに開発。ウェハー技術全体のコストを低
減し、シリコンを超える高性能の半導体材料の使用が可能に。 
・ ウェハーに単層グラフェンを配置してその上に半導体材料を成長させると、極薄のグラフェンは電気
的に不可視化し、最上部から下部のウェハーに透過。グラフェンの影響なくウェハーのパターンが転
写できる。 
・ 従来の半導体製造におけるウェハーでは、一度結晶パターンが転写されると半導体と強力に結合
して分離が不可能。グラフェンは他の材料に容易に結合しないため、パターン転写後に上部の半導体
層を剥離できる。 
・ 同技術では、このようにグラフェンを中間層として活用してウェハーをコピー・ペーストし、コピーした
膜をウェハーから剥離した後も同じウェハーを再利用できる。 
・ 産業界ではシリコン利用に長らく留まっており、より高性能な他の半導体の利用はコストの問題から
実現できなかった。同技術はコストよりも性能を重視した半導体の自由な選択を可能にする。 
・ 同大学はグラフェンの機械的特性に着目。横方向での原子の強力な共有結合に比して、極めて弱
い縦方向に働くファンデルワールス力がグラフェンに滑らかでテフロンのような表面を作る。 
・ シリコンの 50～100 倍のコストのリン化イリジウム、ヒ化ガリウム、リン化ガリウム等のウェハーと半
導体で同技術を利用。同技術は現在の半導体製造プロセスにすぐに導入でき、ヘテロ構造半導体薄
膜成長技術に革新をもたらして新たな電子・光学デバイスアプリケーションを形成する可能性あり。 
・ また、MIT のロゴをパターニングしたフレキシブルな LED ディスプレーを製造し、フレキシブルエレク
トロニクスでの同技術の可能性を実証。 
・ 今後は、異なる材料で構成した領域を持つ、再利用可能な「マザー・ウェハー」の設計に取り組み、
グランフェン中間層を使って多機能で高性能なデバイス開発を目指す。また、様々な半導体を混合し
組み合わせ、多材料構造として積層する可能性を探る。 

URL:  http://news.mit.edu/2017/graphene-copy-machine-cheaper-semiconductor-wafers-0419  

（関連情報)  

      

Nature 掲載論文(アブストラクトのみ：全文は有料） 

Remote epitaxy through graphene enables two-dimensional material-based layer transfer 

URL:  https://www.nature.com/nature/journal/v544/n7650/full/nature22053.html  

39-7 

ﾄﾞｲﾂ連邦共和
国・カールス
ルーエ工科大
学(KIT) 

    2017/4/20 

ガラスの 3D 造形が可能に 
(Nature: 3D-Printing of Glass Now Possible) 

・ KITの学際的研究チームがガラスを使用する積層製造プロセスを開発。透明性、熱安定性、耐酸性
といった特性を有する同材料の 3D造形での使用は、光学関連、データ伝送、バイオテクノロジー等の
製造・研究分野における用途を大幅に拡大。 
・ 研究チームは高純度の石英ガラスナノ粒子と少量の液体ポリマーを混合。この混合物は特定箇所
への光の照射により硬化(光造形法)。硬化した所望の構造体のみを残し、液体のまま残った材料は
溶剤浴中で除去。さらにガラス構造体中に混入するポリマーは加熱し除去。成形品はこの時点でまだ
不安定なため、最終工程にてガラスを焼結。 
・ ガラスを使用する 3D造形技術はこれまでなく、溶融させてノズルから射出する等の方法で成形され
たガラスは表面に平滑さを欠き、空孔を含有。今回の手法によるガラス構造体の加工解像度は数㎛
で、数 cm 大の構造体の作製が可能。 
・ 同技術は、光を利用する次世代型コンピュータの内部の多種多様な微小光学部品を構成する微細
で複雑な構造体、バイオ・医療技術のための小型分析システムの微小ガラス管、さらには特殊仕様の
眼鏡からモバイル PC 用カメラのレンズまでの様々な光学機器の製造に使用可能。 

URL:  http://www.kit.edu/kit/english/pi_2017_049_nature-3d-printing-of-glass-now-possible.php  

（関連情報)  

      

Nature 掲載論文(アブストラクトのみ：全文は有料） 

Three-dimensional printing of transparent fused silica glass 

URL:  https://www.nature.com/nature/journal/v544/n7650/full/nature22061.html  

  

http://news.mit.edu/2017/graphene-copy-machine-cheaper-semiconductor-wafers-0419
https://www.nature.com/nature/journal/v544/n7650/full/nature22053.html
http://www.kit.edu/kit/english/pi_2017_049_nature-3d-printing-of-glass-now-possible.php
https://www.nature.com/nature/journal/v544/n7650/full/nature22061.html
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39-8 

ｱﾒﾘｶ合衆国・
イリノイ大学 

    2017/4/21 

驚異の材料？新しいナノチューブ構造がフレキシブルエレクトロニクスの薄膜を強化 
(Wonder material? Novel nanotube structure strengthens thin films for flexible electronics) 

・ イリノイ大学が、エレクトロニクスで現在使用される銅薄膜の約 50 倍の導電性と強度を備えたカー
ボンナノチューブ(CNT)の薄膜繊維材料（テキスタイル）を開発。 
・ 繰り返し折り曲げ・引き伸ばされるスマートスキンやフレキシブルエレクトロニクスの安定した作動に
は、金属薄膜の構造的強度が重要。整列した CNT の薄膜シートは MEMS、スーパーキャパシタ電極
や人工筋肉等を含むマイクロからマクロスケールでの幅広いアプリケーションに適する。 
・ CNT は導電性や強度から様々なアプリケーションに期待されるが、その微細サイズのため形状の
制御が障害となり、センチメートルやメートルスケールで CNTの優れた特性を示す織地等の材料構築
が困難とされてきた。 
・ 同大学はナノ構造 CNT テキスタイルの強度の設計と調査に破壊力学原理を初めて応用し、極めて
強靭な薄膜の設計に成功。酸化ケイ素基板に積層した触媒から開始し、CVD 法により幅 5μm、長さ
10μm、高さ 20～60μm の縦方向に配列した CNTを合成。 
・ 触媒パターンは骨や真珠層等の強靭な天然の材料にみられるレンガやモルタルの設計モチーフ
に、CNT を固定する方法は古代エジプトのリネンテキスタイル製造方法のスプライシングプロセスにそ
れぞれ着想を得た。 
・ マイクロ・ローリングや機械的圧縮等で全 CNT を同時に再配向し、自己駆動的な毛管力が CNT を
まとめて固定して CNTテキスタイルを作製。金属薄膜を代替する強度と柔軟性で、スマートテキスタイ
ル等様々なフレキシブルエレクトロニクスで利用できる。 

URL:  http://engineering.illinois.edu/news/article/21750  

（関連情報)  

      

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

Tough Nano-Architectured Conductive Textile Made by Capillary Splicing of Carbon Nanotubes 

URL:  http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/adem.201600845/abstract  

39-9 

ﾄﾞｲﾂ連邦共和
国・カールス
ルーエ工科大
学(KIT) 

    2017/4/24 

3D プリンティング用の消せるインク 
(Erasable Ink for 3D Printing) 

・ KITが 3D造形に使用したインクを消去する方法を開発。これにより、最大 100nm大の小さな構造体
を繰り返し消して作り直すことが可能となり、バイオ・材料科学等における 3D 造形品の用途が拡大。  
・ 今回開発されたのは、ビルディングブロック間の結合が可逆的なインク。造形物は化学溶剤に浸す
だけで消失。さらに研究チームは、直接レーザー描画により 100nm サイズのスカフォールドを作製す
る極めて特殊な 3D プリンタを開発。 
・ 同インクによる構造体は消去不可能なインクによる構造体に組み入れられるため、3D 造形した支
持構造体を橋梁の建設時と同様に使用後に除去することが可能。 
・ KITは昨年、実験室での細胞培養に特殊仕様の 3Dディッシュを設計。さらにこれを用いて培養中の
環境の細胞の変化への対応を調べられるよう、マイクロスカフォールドを部分的に除去できるようにす
ることも。また今後実現が考えられるのは、消去可能な導電性構造体によるワイヤボンド。消去可能/
不可能なインクを混合して造形物の特性を変化させ、空孔率を調節する等が可能。 

URL:  http://www.kit.edu/kit/english/pi_2017_050_erasable-ink-for-3d-printing.php  

（関連情報)  

      

Angewandte Chemie International Edition（アブストラクトのみ：全文は有料） 

Cleaving Direct-Laser-Written Microstructures on Demand 

URL:  http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/anie.201701593/full  

  

http://engineering.illinois.edu/news/article/21750
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/adem.201600845/abstract
http://www.kit.edu/kit/english/pi_2017_050_erasable-ink-for-3d-printing.php
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/anie.201701593/full
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39-10 

ｱﾒﾘｶ合衆国・
ﾏｻﾁｭｰｾｯﾂ工
科大学(MIT) 

    2017/4/24 

グラフェンが高圧力を耐える 
(Graphene holds up under high pressure) 

・MIT が、グラフェンシートと多孔質基板を組み合わせた薄膜が少なくとも 100bar(一般的な台所の水
栓の 20 倍）の高圧力に耐えることを発見。 
・ 同結果はグラフェンベース膜の設計指針となり、とくに海水から効率的に塩分を除去する淡水化の
ろ過膜としてのアプリケーションに有用。 
・ 現在主流の逆浸透膜プロセスによる淡水化では約 50～80bar の水圧を用いるが、それを超える水
圧ではろ過膜の性能が低下。100bar を超える高圧力を耐久するろ過膜では効率的により多量の淡水
が回収できる。また、淡水化後に残る、塩分が極度に高濃度の塩水の浄水も可能。 
・ CVD 法でグラフェンシートを作製し、これを 30nm～3μm の孔直径をもつ多孔質のポリカーボネート
に配置。グラフェンの頑強性の測定では、（スイスチーズの孔の上にかかるメッシュワイヤのように）基
板の孔にかかる「マイクロメンブレン」とするグラフェンの領域に注目。 
・ チャンバー中央にこのグラフェン-ポリカーボネート膜を配置し、圧力調整弁でガス圧力と流量を制
御しながらチャンバー上部にアルゴンガスを注入。チャンバー下部のガス流量に増加があれば、上部
圧力により膜に破裂した部分があると判断。 
・ その結果、直径が 200nm以下の孔の上のグラフェンが現在淡水化で扱う圧力の 2倍である 100bar
の高圧力を耐久したことを発見。基板の孔直径が小さくなるほど健全なマイクロメンブレン数が多いこ
とから、孔寸法によりグラフェンの頑強性が決定することを確認。 
・ このようなグラフェンの高圧力耐久性に加え、海水の選択的なフィルタリング能力の実証には、ナノ
メートルサイズの孔をエッチングしたグラフェンシートを増大する圧力に晒して実験。その結果、皺のあ
る部分のグランフェン孔は 30barの低圧力でも破裂し、皺のない部分では 100barを耐久。皺のある部
分でも基板の孔寸法が小さいほど多孔質グラフェンのマイクロメンブレンの健全性が維持される。 
・ 浄水や淡水化のフィルターとしてのグラフェンの実用化には、均一なサイズの孔の作製やスケール
アップ等の課題が残るが、同技術が成功すれば淡水化におけるゲームチェンジャーとなり得ると考え
る。 

URL:  http://news.mit.edu/2017/graphene-high-pressure-desalination-more-productive-0424  

（関連情報)  

      

Nano Letters 掲載論文(アブストラクトのみ：全文は有料） 

Single-Layer Graphene Membranes Withstand Ultrahigh Applied Pressure 

URL:  http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/acs.nanolett.7b00442  

  

http://news.mit.edu/2017/graphene-high-pressure-desalination-more-productive-0424
http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/acs.nanolett.7b00442
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【電子・情報通信分野】  

39-11 

英国・エクスタ
ー大学 

    2017/3/31 

高速・フレキシブル・透明な新しいメモリデバイスがエレクトロニクスの新時代を先駆ける可能性 
(New ultrafast flexible and transparent memory devices could herald a new era of electronics) 

・ エクスター大学が酸化グラフェンと酸化チタンを使った革新的なハイブリッドメモリを新たに開発。 
・ 低コストで環境に優しい方法で作製でき、折り曲げられる携帯電話、テレビスクリーンや「スマート
な」衣類等フレキシブルな電子デバイスでの利用に最適。 
・ また、メモリカードや USB コンピュータドライブ等多くのデバイスで利用されるフラッシュメモリのより
安価で順応性に優れた代替としての可能性もあり。新メモリデバイスの処理速度、効率性、高性能に
より、次世代のデータ記憶とフレキシブルエレクトロニクスに革新をもたらすことが期待。 
・ 過去に開発された酸化グラフェンによるメモリデバイスは大型で低速度だが、新メモリデバイスは長
さ 50nm、薄さ 8nmで 5 ナノ秒以内で読み込み・書込みが可能。 
・ 同研究開発は EU FP7 プロジェクトの CareRAMM 下、IBM チューリッヒ研究所と共同で実施された。 

URL:  http://www.exeter.ac.uk/news/research/title_576570_en.html  

（関連情報)  

      

ACS NANO 掲載論文(アブストラクトのみ：全文は有料） 

Multilevel Ultrafast Flexible Nanoscale Nonvolatile Hybrid Graphene Oxide–Titanium Oxide Memories 

URL:  http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/acsnano.6b08668  

39-12 

韓国・ウルサ
ン科学技術大
学校(UNIST) 

    2017/4/3 

アクティブマトリクス 3D 圧力センサーの新しい製造方法 
(A Novel Method for the fabrication of Active-Matrix 3D Pressure Sensors) 

・ UNIST が、折り畳んで一枚にできる基板と空気誘電層を利用したグラフェン電界効果トランジスタ
（FETs)型のアクティブマトリクス 3D 圧力センサーを開発。 
・ 同センサーは、人間の身体重量(2MPa 以上）からスワイプ（なぞる）やタップ(軽く触れる）等指先の
接触(10kPa 以下）にわたる幅広い領域の圧力を検知し、それを電気信号に変換。また、従来センサー
に比して消費電力が大幅に低減。 
・ シリコンチャネルとシリコン酸化物から成る現行トランジスタは透明性と柔軟性に欠け、高度集積圧
力センサーアレイや透明圧力センサーの製造に不適切。 
・ グラフェン FETsで空気を誘導層として利用し、グラフェンチャネルと空気間のクリーンなインターフェ
ースによりトランジスタ性能を大幅に向上。かかる圧力により空気誘導層の厚みが変わり、圧力変化
を効率的に検知できる。 
・ 折り畳める基板のうちの一枚にはグラフェンチャネル、金属ナノワイヤ電極、空気を捕獲できる弾性
体を配置し、蓋で閉じるように片側の基板を畳んで空気を保持。同トランジスタでは、弾性体にかかる
圧力が空気誘導層に移動して同層の厚さが変化。 
・ この厚みの変化は電気信号に変換され、金属ナノワイヤとグラフェンチャネルを通じて送信され、圧
力のかかった場所とその強度を表示。従来のタッチパネルでは、指等が触れる場所は検知するが、圧
力強度は検知できなかった。 
・ アクティブマトリクス圧力センサーの実現に有望な技術であることに加え、同センサーではパッシブ
マトリクス型に比して電力消費量が少なく、反応時間がより速い。また、基板、チャネル、電極の全材
料が透明なため、不可視圧力センサー製造も可能。 
・ さらに、3D タッチスクリーンパネルやスマートなランニングシューズで利用することで、重量分布の
測定により着用者の生活パターンの分析も可能。従来の圧力センサーの課題を解決し、ディスプレー
等の電子デバイスと組み合わせることで多様な分野での応用の可能性を提唱。 

URL:  
http://news.unist.ac.kr/a-novel-method-for-the-fabrication-of-active-matrix-3d-pressure
-sensors/  

（関連情報)  

      

Nature Communications 掲載論文(フルテキスト） 

Integrated arrays of air-dielectric graphene transistors as transparent active-matrix pressure sensors 
for wide pressure ranges 

URL:  http://www.nature.com/articles/ncomms14950  

  

http://www.exeter.ac.uk/news/research/title_576570_en.html
http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/acsnano.6b08668
http://news.unist.ac.kr/a-novel-method-for-the-fabrication-of-active-matrix-3d-pressure-sensors/
http://news.unist.ac.kr/a-novel-method-for-the-fabrication-of-active-matrix-3d-pressure-sensors/
http://www.nature.com/articles/ncomms14950
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39-13 

ｱﾒﾘｶ合衆国･
国立標準技
術研究所

(NIST) 

    2017/4/5 

NISTが報告書でビデオ画像で顔の特定をすることは大きな課題であることを示す                                                                       
 (Identifying Faces in Video Images is Major Challenge, NIST Report Shows)  

・ セキュリティカメラの記録から銀行強盗犯の顔を特定したり、鉄道の駅の混雑の中からテロ容疑者
を見つけたり、個人をビデオの履歴から探し出したりすることは、現実には、映画やテレビドラマのよう
に簡単にはいかない。 
・ NIST は、ビデオによる顔の識別と、その他アプリケーションの機能改善を目的として、「Face in 
Video Evaluation (FIVE)」という大規模なテスト(以下、関連リンク参照)を実施。政府各省庁間報告書
(以下、関連リンク参照)で結果の詳細を報告したうえで、技術の進歩への指針を提言。 
・ NIST は、ビデオ映像による顔の識別には課題があり、識別精度を上げるためには、正しいアルゴリ
ズム、よく設計されたアプリケーション、様々な領域の専門家による連携、画像データベースの数量の
制限、技術を正しく見極め、最適化するための実地テストの実施が必要条件であると報告。 
・ FIVEでは、16の業者が作成した 36のプロトタイプのアルゴリズムを使用し、様々な状況設定で撮ら
れた 109 時間分のビデオ画像に適用。 
・ NIST はアルゴリズムで、ビデオに映っている個人と、48,000 人分の顔写真のデータベースとを照合
させた。ビデオに映った個人がカメラの方に顔を向けていない場合に生じる見た目の大きな変化につ
いては、アルゴリズムによる補正を適用。しかし、画像の画質や、アルゴリズムの対応力の差により、
顔の識別率には約 60％から 99％超といったばらつきがあり。画像に映っている顔が小さい、顔への
光の当たり方が不均一、まっすぐ前を向いていないといった場合、アルゴリズムによる補正効果は低
下。 
・ また、アルゴリズムがビデオ画像の個人と、データベースに記録された人物とを間違って認識する
「偽陽性(false positive)」も発生。 
・ NIST は、顔識別技術の正確性向上のみならず、コンピュータ処理速度のコスト、顔面認識の専門
家の養成、ネットワークのインフラや識別対象の多寡への対応についての研究も必要であると提言。 

URL:  
https://www.nist.gov/news-events/news/2017/04/identifying-faces-video-images-major-
challenge-nist-report-shows  

（関連情報)  

      

NISTの'Identifying Faces in Video Images'に関する報告書 (全文掲載） 

Face in Video Evaluation (FIVE) Face Recognition of Non-Cooperative Subjects, 

URL:  http://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/ir/2017/NIST.IR.8173.pdf  

39-14 

アイルランド・
先進材料・生
物工学研究セ

ンター
（AMBER） 

    2017/4/7 

AMBER 研究者らがスマートなプリンテッドエレクトロニクスで重大なブレイクスルーを達成 
(AMBER Researchers make major breakthrough in smart printed electronics) 

・ AMBERが2Dナノ材料のみで構成されるプリンテッドトランジスタを初めて開発。電極にはグラフェン
ナノシート、チャネルには二セレン化タングステン、セパレータには窒化ホウ素を用い、標準的な印刷
技術で作製。 
・ 消費期限をデジタルでカウントダウン表示する食品パッケージ等、インタラクティブなスマート食品か
ら次世代紙幣偽造防止まで、ICTや製薬等の産業で太陽電池や LED等の電子デバイスを安価にプリ
ントして作製する可能性が拓く。 
・ 過去 30 年にわたり開発されてきたプリンタブル・エレクトロニクスは炭素ベース分子に基づくもの。
それらをプリントできるインクに転換することは容易だが性能に制限あり。カーボンナノチューブや無機
ナノ粒子で代替する技術でも同様。 
・同 2Dナノ材料トランジスタは、大量の高品質 2D材料を含んだインク作製を容易にするスケーラブル
な 2D 材料溶液により作製。同技術は Samsung と Thomas Swan にライセンス供与。 
・ 同技術は、極めて低コストの電子回路プリント作製と幅広いアプリケーションの可能性を提供するも
の。 

URL:  
http://ambercentre.ie/news/single/amber-researchers-make-major-breakthrough-in-smar
t-printed-electronics  

（関連情報)  

      

Science 掲載論文(アブストラクトのみ：全文は有料） 

All-printed thin-film transistors from networks of liquid-exfoliated nanosheets 

URL:  http://science.sciencemag.org/content/356/6333/69  

  

https://www.nist.gov/news-events/news/2017/04/identifying-faces-video-images-major-challenge-nist-report-shows
https://www.nist.gov/news-events/news/2017/04/identifying-faces-video-images-major-challenge-nist-report-shows
http://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/ir/2017/NIST.IR.8173.pdf
http://ambercentre.ie/news/single/amber-researchers-make-major-breakthrough-in-smart-printed-electronics
http://ambercentre.ie/news/single/amber-researchers-make-major-breakthrough-in-smart-printed-electronics
http://science.sciencemag.org/content/356/6333/69
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39-15 

ｱﾒﾘｶ合衆国・
ﾉｰｽｶﾛﾗｲﾅ州
立大学(NC 

State) 

    2017/4/12 

強誘電性酸化物を使ったフレキシブルなメモリデバイスを初めて作製 
(Researchers Make the First Flexible Memory Device Using Oxide Ferroelectric Material) 

・ NC State が、低温度プロセスで強誘電性の酸化物（酸化ハフニウム）の超薄膜をフレキシブルなポ
リマー基板に積層した、ウェアラブルで柔軟な不揮発性メモリデバイスを初めて開発。 
・ 強誘電材料は電荷を蓄えられるため不揮発性デバイスに理想的だが、壊れやすく、製造に必要な
高温度がポリマーを破損してしまう。 
・ 低温度での誘電体薄膜作製とその柔軟性の維持を可能にする新技術は、このようなメモリデバイス
をフレキシブルな電子回路に集積できるデバイスの新しいプラットフォームを創る。 
・ 酸化ハフニウム(ハフニア）は薄膜化で強誘電性を示すが、フレキシブルなハフニア薄膜が 20～
50nm の範囲の薄さで強誘電性を示すことを今回初めて実証。 
・ 同デバイスのプロトタイプは十分に機能し、1,000 回の折り曲げ後も機能性を維持することを確認。
今後は 1,000 回以上の折り曲げ後の安定性向上を目指す。 

URL:  https://news.ncsu.edu/2017/04/flexible-thin-film/  

（関連情報)  

      

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

Flexible Inorganic Ferroelectric Thin Films for Nonvolatile Memory Devices 

URL:  http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/adfm.201700461/abstract  

39-16 
ﾄﾞｲﾂ連邦共和
国・ﾌﾗｳﾝﾎｰﾌ
ｧｰ協会(FhG) 

    2017/5/2 

耐熱性超音波トランスデューサ                                               
(Heat-resistant ultrasonic transducers) 

・ FhG は、900℃までの高温の部品を長時間モニタリング可能な耐熱性圧電センサーを開発。                                                                                  
・ ひび割れ（クラック）のような欠陥がないかどうかは、圧電センサーを使って圧力、力、あるいは電圧
を定期的に測定し、点検するが、これまでの点検可能な部品の温度は約 200℃が限界。 
・ 本研究では、高温の部品に外付けするトランスデューサとして、長期間の使用に耐え得る標準的な
圧電結晶体を作ることが課題。センサーをコーティングすると同時に、高温に耐え、センサーを部品に
取り付けるための接着剤にもなり得る材料を見つけることに苦心。結果的に、接着剤とハウジング材
料の両方にソルダーグラスを採用。 
・ ソルダーグラスは、耐熱性のみならず、室内の常温と、作動中に部品がさらされる高温との何百℃
もの温度差への耐性も証明。結晶体は鋼とは異なり、高温に曝されたときの大きさの変化は微々たる
ものではあるものの、センサーを埋め込んだソルダーグラスが割れることなく高温による変形に耐えら
れるようにするために、互いに完全に両立可能で、部品の材料特性とも合致する、種類の異なるソル
ダーグラスを幾層にも重ねてセンサーをコーティングした。また、電気信号線の高温による腐食を防止
するために、給電線はプラチナのような貴金属で作成。 
・ 耐熱性超音波トランスデューサの応用の可能性は多数。パイプの中を通る油のような高温の液体
の量、ガスや液体の温度を測る非接触式のセンサーへの応用が可能。 

URL:  
https://www.fraunhofer.de/en/press/research-news/2017/may/heat-resistant-ultrasonic-
transducers.html  

【ロボット・AI技術分野】  

39-17 

ﾌﾗﾝｽ共和国・
国立科学研
究ｾﾝﾀｰ
(CNRS) 

    2017/4/3 

学習する電子シナプス：人工脳の実現に向かう？ 
(Electronic synapses that can learn : towards an artificial brain ?)          

・ CNRS、タレス、ボルドー大学等の研究者らが自律的に学習する人工シナプスのメモリスタを開発
し、その学習能力を説明するデバイスをモデル化。 
・ 同研究結果は、より高速で省エネルギーのシナプスネットワークとインテリジェントなシステムの開
発を拓くもの。 
・ 同メモリスタは、人間の脳でニューロンを繋ぐシナプスが刺激を受けるほど結合を強化して学習を
向上するメカニズムに着想を得たもので、強誘電性の薄膜層を 2 本の電極で挟んだナノコンポーネン
トから構成。生体のニューロンと同様の電圧パルスで電気抵抗を調整することで学習を可能にする。 
・ 研究者らは今回初めて同デバイスの機能を解明する物理モデルを開発。これにより、このようなメ
モリスタで相互接続した人工ニューロン等のより複雑なシステムの構築が可能に。 
・ 同研究結果は EU ホライズン 2020 プロジェクトの ULPEC の一環として、視角の変化にのみ反応す
る革新的なカメラ（Chronocam 社製）を使ったリアルタイム形状認識に利用予定。データ処理の省エネ
化と物体検知の高速化を実現。 

URL:  http://www2.cnrs.fr/en/2903.htm  

（関連情報)  

      

Nature Communications 掲載論文(フルテキスト） 

Learning through ferroelectric domain dynamics in solid-state synapses 

URL:  http://www.nature.com/articles/ncomms14736  

  

https://news.ncsu.edu/2017/04/flexible-thin-film/
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/adfm.201700461/abstract
https://www.fraunhofer.de/en/press/research-news/2017/may/heat-resistant-ultrasonic-transducers.html
https://www.fraunhofer.de/en/press/research-news/2017/may/heat-resistant-ultrasonic-transducers.html
http://www2.cnrs.fr/en/2903.htm
http://www.nature.com/articles/ncomms14736
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【環境・省資源分野】   

39-18 

ｱﾒﾘｶ合衆国・
パシフィック・
ノースウェスト
国立研究所

(PNNL) 

    2017/4/11 

モー（牛）からグー（バイオマス）へ： 相利共生する微生物がメタンを代替燃料に転換 
(From moo to goo: Cooperating microbes convert methane to alternative fuel source) 

・ PNNL が、天然ガス掘削プロセスや蓄牛が排出するメタンガスを、バイオ燃料や特殊化学製品等の
ベースとして使用できる高エネルギーなゼラチン状の物質に転換する新しいシステムを開発。 
・ メタン資化性菌であるメチロマイクロビウム・アルカリフィラム(Methylomicrobium alcaliphilum) 20Z と
光合成シアノバクテリアのシネココッカス(Synechococcus species) 7002 の 2種の微生物によるこの共
生培養システムでは、通常は同一環境で発見されないが PNNLのバイオリアクターにて相利共生する
これらの微生物が生産的な代謝カップリングにより微生物バイオマスを生成する。 
・ ワシントン酪農場とコロラド油田より収集したメタンを同バイオリアクターの微生物に与えると、メタン
資化性菌がメタンを栄養源として CO2 と炭素主体の高エネルギーなバイオマスを生成。その間、シア
ノバクテリアが光を利用してメタン資化性菌による一連の反応に必要な酸素を生成する。 
・ 通常、バイオガスは利用前に除去が必要な硫化水素等の腐食性不純物を含有するが、同システム
は光の調節により液体・固体を問わずクリーンな生産物を作る。メタン量により光を調節してシアノバ
クテリアが生成する酸素量を調整することで、メタン資化性菌の活動を促進・抑制する。先般の試験で
は同システムを約 2 ヶ月間継続して運転。 
・ 同システムの利点は、農業廃棄物や油井等、メタン供給源を制限せずに有用なバイオマスが作れ
ること。 

URL:  http://www.pnnl.gov/news/release.aspx?id=4375  

（関連情報)  

      

Bioresource Technology 掲載論文（フルテキスト） 

A flexible microbial co-culture platform for simultaneous utilization of methane and carbon dioxide 
from gas feedstocks 

URL:  http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0960852417300056  

39-19 

ｱﾒﾘｶ合衆国・
デラウェア大

学 

    2017/4/24 

持続可能な樹脂製造方法の発見が産業界に変革をもたらす可能性 
(Discovery could transform industries 
Researchers invent process to make sustainable rubber, plastics) 

・ デラウェア大学、ミネソタ大学およびマサチューセッツ大学は共同で、樹木やトウモロコシ等の再生
可能な原料からブタジエンを製造するプロセスを開発。 
・ ブタジエンは、ポリマーを作る化学反応で車輌のタイヤの原料のスチレン・ブタジエンゴム(SBR)を
形成。また、ニトリル・ブタジエンゴム(NBR)はホースやゴム手袋の主要化学成分。 
・ さらに、プラスチック分野では、固定した形状に成形できる硬質プラスチックのアクリロニトリル・ブタ
ジエン・スチレン(ABS 樹脂)の主要化学成分として、ビデオゲームのコンソールや自動車部品、スポー
ツ用品等で利用されている。 
・ 3 段階の新製造プロセスでは、まず、バイオマス由来の糖を環状化合物のフルフラールに転換。次
にフルフラールを処理しテトラヒドロフラン(THF)を作る。最後のプロセスでは新開発のリン・オールシリ
カゼオライト触媒を用いて THFをブタジエンに高収率(95%超）で転換。 
・ シリカとゼオライトが担持するリンベースの同触媒は、水分の除去と環状化合物の開環を同時に行
う(dehydra-decyclization)高い選択的反応能力を有する。 

URL:  http://www.udel.edu/udaily/2017/april/sustainable-rubber-plastics/  

（関連情報)  

      

ACS Sustainable Chemistry & Enginering 掲載論文(アブストラクトのみ：全文は有料） 

Biomass-Derived Butadiene by Dehydra-Decyclization of Tetrahydrofuran 

URL:  http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/acssuschemeng.7b00745  

  

http://www.pnnl.gov/news/release.aspx?id=4375
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0960852417300056
http://www.udel.edu/udaily/2017/april/sustainable-rubber-plastics/
http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/acssuschemeng.7b00745
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39-20 

ｱﾒﾘｶ合衆国・
ブラウン大学 

    2017/4/24 

環境に優しい 1 つ 4 役の触媒を開発 
(Researchers develop eco-friendly, 4-in-1 catalyst) 

・ ブラウン大学が、同一のコンテナ内での連続した 4 種類の化学反応で様々な化学薬品の製造に有
用な化合物を生成する複合触媒を開発。 
・ この新しいマルチ反応触媒は、環境的に持続可能な化学産業を目指す試みにおいて開発されたも
の。溶剤や出発原料使用量と反応後に廃棄される副生物を低減する。 
・ 同触媒は酸素が欠乏した酸化タングステンのナノロッド表面に銀-パラジウムナノ粒子を成長させた
もので、ギ酸やニトロベンゼン、アルデヒドといった一般的な出発原料をベンゾオキサゾールに転換す
る一連の反応の触媒を実証。ベンゾオキサゾールは抗菌剤や NSAID鎮痛剤の製造に使用される。同
触媒はさらに、抗がん剤に使用されるキナゾリンも生成。 
・ 同触媒は 4種の反応で、ほぼ定量的収率を達成。通常は 130℃の高温下、1～2日の反応で得られ
る収率を、80℃下、8 時間で獲得。 
・ ベンゾオキサゾール化合物の生成には、従来物質に比して環境により優しい出発原料を使用。ま
た、反応の初期段階では通常水素を必要とするため、アンモニアボランが一般的に利用されるが、新
触媒ではその代替にギ酸を使用できるため、より安価で環境に優しい。 
・ さらに、一度の反応後に効率が大幅に低減する他の触媒とは異なり、新触媒は収率にほとんど変
化無く最高でその 5 倍の使用が可能。 

URL:  http://news.brown.edu/articles/2017/04/catalyst  

（関連情報)  

      

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

AgPd Nanoparticles Deposited on WO2.72 Nanorods as an Efficient Catalyst for One-Pot Conversion 
of Nitrophenol/Nitroacetophenone into Benzoxazole/Quinazoline 

URL:  http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/jacs.7b01983 

  

http://news.brown.edu/articles/2017/04/catalyst
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【蓄電池・ｴﾈﾙｷﾞｰｼｽﾃﾑ分野】   

39-21 

ｱﾒﾘｶ合衆国・
国立再生可
能ｴﾈﾙｷﾞｰ研
究所(NREL) 

    2017/4/24 

NRELが再生可能エネルギーのギャップを埋める蓄電システムを試験 
(NREL Tests Energy Storage System to Fill Renewable Gaps) 

・ NREL が Renewable Energy Systems (RES) Americas と共同で同社の RESolve 蓄電システムを
(1MW)使用し、蓄電池と再生可能エネルギーシステム統合のための先進制御手法の試験を近日開
始。 
・ 蓄電システムは NRELの国立風力技術センター(NWTC)が制御するグリッドインターフェースを通じ、
電力系統に直接接続される予定。試験の一環として、蓄電システムは 400KW の太陽光発電システム
と統合され、安定的に出力を供給。蓄電池を調整電源として運用する方法を模索。 
・ NREL は同システムを使用し、個々の電池のパフォーマンス解析から系統レベルで蓄電システムを
制御する方法の理解まで、様々な情報を解釈。周波数調整、再生可能エネルギーの系統連系、さら
には連系運転から自立運転へのシームレスな移行をテストすることで、制御技術の大規模実装に向
けて基盤を構築。 
・ 需給運用が広域で行われた場合、同蓄電システムは制御側からの指令に 200 ミリ秒で応答。 
・ 同蓄電システムは、再生可能エネルギーシステムからのエネルギーの入力が少ない時は、少ない
電気サイクルだけで、発電所から電力系統に対して先進的な手法によるエネルギー供給が行えるよ
う、即時に対応することが可能。 

URL:  https://www.nrel.gov/news/program/2017/nrel-tests-energy-storage-system.html  

39-22 
ﾄﾞｲﾂ連邦共和
国・ﾌﾗｳﾝﾎｰﾌ
ｧｰ協会(FhG) 

    2017/5/2 

300℃まで安定性確保の耐熱性キャパシタを開発                                
(Heat-resistant capacitors: Stability at up to 300 degrees) 

・ FhGは、革新的な材料の混合物を使い、特殊な 3D加工を施すことによって、300℃までの耐熱性を
持つキャパシタの開発に成功。 
・ キャパシタは、電荷キャリアを蓄える受動素子。プラスとマイナスの電極となる 2 枚の導電平板で構
成されており、これらは誘電体と呼ばれる絶縁層で隔てられている。導電金属層を生成する際、表面
に小さな穴をエッチングすることにより表面積を大きくする 3D 加工を実施。これにより、蓄電容量が増
え、より厚みのある誘電体の使用が可能に。導電金属層が厚くなることで、耐熱性の向上、キャパシタ
の中の制御できない漏洩電流の低減が可能に。 
・ 絶縁誘導体の製造には、五酸化タンタル（tantalum pentoxide：タンタル、酸素、酸化アルミニウムの
化合物）を使用。五酸化タンタルは、通常使われる酸化ケイ素よりも電荷キャリアの貯蔵に優れている
ため、キャパシタの静電容量は増加。その他に、高導電性シリコンや、特別堅牢で耐熱性が高いルテ
ニウムを使用。 
・ 同キャパシタは、金属酸化膜半導体(MOS：metal-oxide-semiconductor) プロセスを用い、原子 1個
分の厚みしかない層を作る原子層堆積(ALD：Atomic Layer Deposition)を採用。これにより、積層全体
の厚みを正確に決定することが可能に。                                          
・ この技術は、多くの抵抗器、ダイオード、トランジスタなどの受動素子・能動素子や、完全に集積さ
れた回路にも応用が可能。極高温に対する耐熱性や堅牢さが求められる、掘削用ドリルビット、エンジ
ン噴射システムあるいは航空機タービンなどの部品に組み込むことも可能。  

URL:  
https://www.fraunhofer.de/en/press/research-news/2017/may/heat-resistant-capacitors
--stability-at-up-to-300-degrees.html  
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