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ﾄﾞｲﾂ連邦共和
国・ｺﾞｯﾄﾞﾌﾘｰﾄ
･ｳﾞｨﾙﾍﾙﾑ･ﾗｲ
ﾌﾟﾆｯﾂ協会  

    2016/4/12 

新しいハイブリッドインクで焼結不要の印刷技術によりフレキシブルエレクトロニクスを可能に 
(New hybrid inks permit printed, flexible electronics without sintering) 

・ ライプニッツ協会が、有機／無機の電子材料の利点を混合し、機械的柔軟性と金属の頑健性を組
み合わせて導電性を増大した新タイプのハイブリッドインクを開発。 
・ このインクは、金属からなるナノ粒子を有機導電性ポリマーでコーティングし水とアルコールの混合
物に懸濁して製造。ペンを用いて紙や薄片に直接適用でき、焼結を必要とせずに乾燥できるため温度
に敏感なキャリア材料の損傷を回避可能。 
・ 本技術は、印刷可能で曲線的な表面にも高レベルの導電性を保持できる将来的な電子材料の開
発に貢献。 

URL:  
http://www.leibniz-inm.de/en/press-report/hannover-messe-new-hybrid-inks-permit-printe
d-flexible-electronics-without-sintering/  

(関連情報）  

      

Chemical Science 掲載論文(フルテキスト) 

Gold nanorods with conjugated polymer ligands: sintering-free conductive inks for printed electronics 

URL:  http://pubs.rsc.org/en/content/articlepdf/2016/sc/c6sc00142d  
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ｱﾒﾘｶ合衆国・
イリノイ大学 

    2016/4/27 

ワンステップのグラフェンパターニング法 
(MechSE researchers create one-step graphene patterning method) 

・ イリノイ大学が、ステンシルマスクと酸素プラズマ反応性イオンエッチングを利用した簡便なワンス
テップのグラフェンパターニング法とそれに続くフレキシブル基板へのポリマーフリーな直接転移法を
開発。 
・ CVD法による大面積・均一な高品質グラフェンの合成法には進展が見られるが、インターコネクトや
トランジスタチャネル等製造のためのパターニングや転移の合成後プロセスのインフラ要件がグラフェ
ンの幅広い利用を遅らせている。 
・ 本アプローチは、コンタクトメタル積層で用いられるシャドーマスク技術に基づいたもの。同ステンシ
ルマスクは反復的で迅速なプロトタイピングに急速かつ容易に製造でき、再利用可能なため費用効果
的なパターン複写を実現。また、ポリマー転移層や有機溶剤不使用なためコンタミフリーでフレキシブ
ル基板への直接的なグラフェンのパターニングができる。 

URL:  http://engineering.illinois.edu/news/article/16456  

(関連情報）  

      

Scientific Reports 掲載論文(フルテキスト） 

Rapid Stencil Mask Fabrication Enabled One-Step Polymer-Free Graphene Patterning and Direct 
Transfer for Flexible Graphene Devices 

URL:  http://www.nature.com/articles/srep24890  

  

 

《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・
ペンシルバニ
ア州立大学 

    2016/5/13 

アンダープレッシャー： 
より大面積でフレキシブルな太陽電池を実現する新技術 
(Under Pressure: 
New technique could make large, flexible solar panels more feasible) 

・ ペンシルバニア州立大学が、大面積でフレキシブルな薄膜シリコン半導体の高蒸気圧によるプラズ
マフリーの製造方法を新たに開発。 
・ 薄膜シリコン半導体を製造する現在の CVD 法では、水素原子の損失を防ぐ低温度での化学反応
蒸着のために低い蒸気圧で大量のガス中でプラズマを利用。プラズマを発生させて大量のガスを使
用するため、大型で高価なリアクタが必要。 
・ 新方法では、より狭いスペースでより少量のガスの使用で低温度化学反応が可能に。 
・ 極めてシンプルでより小型のリアクタでロールアップのフレキシブルな基板を利用することで、表面
積が最大化できる。 
・ さらに研究を進めることで、ロールアップ半導体材料の表面積が 1 ㎢を超える可能性も。 

URL:  http://news.psu.edu/story/410564/2016/05/13/research/under-pressure  

(関連情報）  

      

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

High Pressure Chemical Vapor Deposition of Hydrogenated Amorphous Silicon Films and Solar Cells 

URL:  http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/adma.201600415/abstract  
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欧州連合(EU)
・ Horizon 

2020 

    2016/5/16 

Graphene 3D lab 社が新しい材料を発表 
(Graphene 3D lab introduces new material) 

・ 米国の会社 Graphene 3D Lab Inc が、優れた油吸収特性を持つグラフェン材料を開発。 
・ 酸化グラフェンと還元型グラフェンの生産能力を 5 倍にする新しい製造用反応炉の試運転におい
て、およそ20mg/cm3の密度の（空気より約17倍重い）超軽量材料である酸化グラフェンと還元型グラ
フェンの泡を製造。この新材料は、水に一切影響されない状態で有機溶媒や油を自身の重量の最大
3,500%～8,000%まで吸収する能力を持つ。 
・ この多孔質固体発泡体は、環境破壊につながる石油流出事故の際の損害を最小限にとどめるの
に役立つ。また、これまで市場に出ているものよりも急速かつ効率的な油吸収が可能なため、エネル
ギー貯蔵や化学触媒作用の分野においても商業的活用を想定。 

URL:  
http://horizon2020projects.com/industrial-leadership/graphene-3d-lab-introduces-new-mat
erial/  

(関連情報）  

      

Graphene 3D Lab, Inc.のニュースリリース 

Graphene 3D Lab Introduces a New Class of Graphene Material with Exceptional Oil Absorbance 
Properties 

URL:  http://www.graphene3dlab.com/s/news.asp?ReportID=749204&_Type=News&_Title=Graphene
-3D-Lab-Introduces-a-New-Class-of-Graphene-Material-with-Exceptiona…  
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ｱﾒﾘｶ合衆国・
ｵｰｸﾘｯｼﾞ国立
研究所
(ORNL) 

    2016/5/19 

炭素繊維の成功に通じる有望な道筋をレーザー処理による接着が保証 
(Laser treatment, bonding potential road to success for carbon fiber) 

・ ORNL が、レーザーを利用して炭素繊維複合材とアルミニウムを強固に接合する新プロセスを開
発。これまで研磨パッドやグリットブラスト処理、環境に有害な溶剤等を用いて手作業で行われてきた
従来の表面処理技術に取って代わる可能性。接合部の強度向上とプロセス自動化への道筋を示す
本研究は、自動車等における軽量・高強度材料の使用量増大に向けた重要なステップ。 
・ アルミニウムと炭素繊維の表面には、それぞれ圧延作業由来の油分や離型剤等の混入物質が存
在。両材料の接着面を事前にレーザー処理することで、これらの表面汚染物を除去。さらに、同処理
によって炭素繊維表面の樹脂層が取り除かれるため、接着剤が個々の炭素繊維に直接付着し、表面
積が増大してより強固に接着。 
・ シングルラップのせん断接合サンプルを用いた試験では、基準となる接合部に比して強度が 15%、
最大荷重が 16%、最大荷重時における変位が 100%増大。また、事前に表面をレーザーで構造化した
接合部は、従来の方法で処理した基準接合部に比して約 2 倍のエネルギーを吸収することが判明。
衝突安全性が要求される用途での利用が有望。 
・ 本研究成果は、5 月 23 日～26 日にカリフォルニア州ロングビーチにて開催された Society for the 
Advancement of Material and Process Engineering (SAMPE)カンファレンスで発表。 

URL:  https://www.ornl.gov/news/laser-treatment-bonding-potential-road-success-carbon-fiber 

  

http://news.psu.edu/story/410564/2016/05/13/research/under-pressure
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/adma.201600415/abstract
http://horizon2020projects.com/industrial-leadership/graphene-3d-lab-introduces-new-material/
http://horizon2020projects.com/industrial-leadership/graphene-3d-lab-introduces-new-material/
http://www.graphene3dlab.com/s/news.asp?ReportID=749204&_Type=News&_Title=Graphene-3D-Lab-Introduces-a-New-Class-of-Graphene-Material-with-Exceptiona…
http://www.graphene3dlab.com/s/news.asp?ReportID=749204&_Type=News&_Title=Graphene-3D-Lab-Introduces-a-New-Class-of-Graphene-Material-with-Exceptiona…
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ｱﾒﾘｶ合衆国・
ﾏｻﾁｭｰｾｯﾂ工
科大学(MIT) 

    2016/5/24 

貴金属使用量を低減する新しいナノ粒子触媒 
(New nanoparticle catalysts could reduce need for precious metals) 

・ MIT が、安価な遷移金属カーバイドの微粒子に原子レベル薄さで貴金属をコーティングしたナノ粒
子コア-シェル触媒を開発。 
・ 従来の貴金属製触媒より長寿命で優れ、使用する貴金属量を最高で 1/10 まで低減。 
・ 過去にはニッケルやコバルトの金属コア使用も試みられたが、長期的に粒子が不安定で最終的に
は貴金属シェルと合金化する。しかし遷移金属カーバイドは腐食等や貴金属との合金化の起こらない
理想的なコア物質。 
・ ただし、貴金属は容易に他の物質と結合しないためコーティングの作成が困難。さらに、炭素を金
属格子へと押し込めるための高温が必要で、それが粒子の凝集や余剰炭素による表面のコンタミとな
ってしまうため、遷移金属カーバイドでは特性を持たせたナノ粒子化が課題であった。 
・ 研究チームは、シリカ製のテンプレートにシェルとコア物質の前駆体を格納し、熱処理中に近接する
両物質をコア-シェル構造へと自己組成させることで前述の両課題を解決。テンプレートはその後室温
下での酸処理で溶解する。 
・ このような自己組成プロセス法は、シェル用の様々な貴金属元素及びコア用の様々な安価元素か
ら成る、アプリケーションの種類に適した触媒設計を可能にする。 
・ また、COによるポイズニングの問題では、従来貴金属触媒ではCO許容量が 10ppmのところ、コア
-シェル触媒では最高 1,000ppm。さらに、コア-シェル触媒は高温度かつ多様な反応条件下でも安定
し、粒子が凝集しないことも発見。 
・ 商業化には時期尚早ではあるが、燃料電池等のアプリケーションでは大きな影響を及ぼす可能性
あり。同技術の商業的な展望に注視し、これら新物質の潜在的市場や価値、顧客を特定する。 

URL:  http://news.mit.edu/2016/new-nanoparticle-catalysts-could-reduce-need-precious-metals-
0519  

(関連情報）  

      

Science 掲載論文(アブストラクトのみ：全文は有料） 

Self-assembly of noble metal monolayers on transition metal carbide nanoparticle catalysts 

URL:  http://science.sciencemag.org/content/352/6288/974  
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豪・シドニー大
学 

    2016/5/25 

光学的ブレイクスルーがナイトビジョンを刷新 
(Optics breakthrough to revamp night vision) 

・ シドニー大学等の研究チームが、使い易く安価な赤外線技術を実現。センシングデバイスを利用す
る防衛等に加え、農業等の新しい分野でのアプリケーションを後押しする。 
・ 研究チームは僅か原子数百個分の薄さ(人間の毛髪の 1/2000 を下回る）の半導体薄膜にエッチン
グ加工で溝を加えることで、光吸収効率を現在の 7.7%から約 99%に飛躍的に向上させた。 
・ 半導体薄膜に加えた微細な溝により、光が横方向に誘導されてあます所なく吸収される。この技術
は半導体材料の種類を問わず、効果の低い吸収体に適用が可能。 
・ この光吸収体構造は、複雑なナノ構造やメタマテリアル等を要する薄膜光吸収体の利用に比して
設計・製作が極めてシンプルなもの。 

URL:  
http://sydney.edu.au/news-opinion/news/2016/05/25/optics-breakthrough-to-revamp-nigh
t-vision-.html  

(関連情報）  

      

Optica 掲載論文(アブストラクトのみ：全文は有料） 

Total absorption of visible light in ultrathin weakly absorbing semiconductor gratings  

URL:  https://www.osapublishing.org/optica/abstract.cfm?uri=optica-3-6-556  

【電子・情報通信分野】  
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ﾄﾞｲﾂ連邦共和
国・カールス
ルーエ工科大

学 

    2016/4/19 

より迅速なコンピュータチップのための光源 
(Nature Photonics: Light Source for Quicker Computer Chips) 

・ カールスルーエ工科大学が、最小のカーボンナノチューブをナノ構造の導波管に集積して、電気信
号を明確に定義された光信号に変換する小型スイッチング素子を開発。 
・ 電子ビームリソグラフィで長さ数㎛の導波管に数 nm の微細な空洞を彫刻し、特定の色で光を反射
するよう導波管の光特性を決定。長さ約 1 ㎛で直径 1nm のカーボンナノチューブは光源として溶液か
ら堆積し導波管と垂直方向に配列して集積され、電圧が印加されると光子を生成。 
・ この信号変換器は、光をレーザーと同程度に強く束ね様々な信号に高速で応答でき、現在すでに、
ギガヘルツ周波数範囲で電気信号から光信号を生成するオプトエレクトロニクス部品が完成済み。 

URL:  
https://www.kit.edu/kit/english/pi_2016_059_nature-photonics-light-source-for-quicker-com
puter-chips.php  

(関連情報）  

      

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

Cavity-enhanced light emission from electrically driven carbon nanotubes 

URL:  http://www.nature.com/nphoton/journal/vaop/ncurrent/full/nphoton.2016.70.html  

http://news.mit.edu/2016/new-nanoparticle-catalysts-could-reduce-need-precious-metals-0519
http://news.mit.edu/2016/new-nanoparticle-catalysts-could-reduce-need-precious-metals-0519
http://science.sciencemag.org/content/352/6288/974
http://sydney.edu.au/news-opinion/news/2016/05/25/optics-breakthrough-to-revamp-night-vision-.html
http://sydney.edu.au/news-opinion/news/2016/05/25/optics-breakthrough-to-revamp-night-vision-.html
https://www.osapublishing.org/optica/abstract.cfm?uri=optica-3-6-556
https://www.kit.edu/kit/english/pi_2016_059_nature-photonics-light-source-for-quicker-computer-chips.php
https://www.kit.edu/kit/english/pi_2016_059_nature-photonics-light-source-for-quicker-computer-chips.php
http://www.nature.com/nphoton/journal/vaop/ncurrent/full/nphoton.2016.70.html
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ｱﾒﾘｶ合衆国・
ウィスコンシン
大学マディソ

ン校 

    2016/4/20 

簡便なプロセスで最高速・フレキシブルなシリコントランジスタを製造 
(With simple process, engineers fabricate fastest flexible silicon transistor) 

・ ウィスコンシン大学が、フレキシブルな樹脂で高性能のワイヤレストランジスタの簡便・安価なナノス
ケール製造方法を開発。 
・ 同トランジスタは 38GHz の周波数で動作し、光速のプロセッサスピードとなる 110GHz も可能なこと
をシミュレーションで確認。ワイヤレスのデータ送信や電力伝送で、ウェアラブルエレクトロニクスから
センサーまで幅広いアプリケーションが期待。 
・ PET 基板上の単一結晶シリコンに、ナノインプリント・リソグラフィと称するシンプルで低コストの低温
度プロセスで 3Dの電流フローを可能にする電気回路をパターニングした。省エネでより効率的に作動
し、従来の製造プロセスのものに比してトレンチ幅が大幅に狭く、トランジスタをより多く搭載することが
可能に。 
・ 同製造法ではモールドを使用するため、ロール・ツー・ロール技術でスケールアップが容易。 

URL:  
http://news.wisc.edu/with-simple-process-engineers-fabricate-fastest-flexible-silicon-trans
istor/  

(関連情報）  

      

Scientific Reports 掲載論文(フルテキスト） 

Fast Flexible Transistors with a Nanotrench Structure 

URL:  http://www.nature.com/articles/srep24771  
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ｱﾒﾘｶ合衆国・
ﾉｰｽｶﾛﾗｲﾅ州
立大学 

    2016/5/9 

新技術で RFID タグの 25%小型化を実現 
(New Techniques Make RFID Tags 25 Percent Smaller) 

・ ノースカロライナ州立大学が、従来サイズから 25%小型化してコストを低減した RFID タグを開発。 
・ 交流(AC)信号を直流(DC)信号に変換して内部回路に電源を供給するハードウェアを不要にするこ
とで小型化を実現。RFID 回路にトランジスタを追加して直接 AC 電源で作動するように再設計した。 
・ この新設計タグは"RF-only logic" RFID タグと呼称され、プロトタイプのレンジは従来の RFID タグよ
りも狭いが、従来タグと同様なレンジを持つ RF-only logic タグを開発する予定。 
・ 同大学の Office of Technology Transfer を通して特許取得済み。現在、商業化に向けて産業パート
ナーを募集中。 

URL:  https://news.ncsu.edu/2016/05/smaller-rfid-tags-2016/  

(関連情報）  

      

IEEE RFID 2016 conference での発表論文（5/9 フロリダ州オーランド開催) 

Design of a Rectifier-Free UHF Gen-2 Compatible RFID Tag using RF-Only Logic 

URL:  http://www.ece.ncsu.edu/erl/faculty/paulfwww/Research/pubs/RFID2016.pdf  
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ｱﾒﾘｶ合衆国・
テキサス大学
オースチン校
(UT Austin) 

    2016/5/16 

サイバーセキュリティを向上させる乱数の新しい生成方法 
(New Method of Producing Random Numbers Could Improve Cybersecurity) 

・ UT Austinが、真性の乱数を発生させる新たな方法を開発。データの暗号化、電子投票の安全性強
化、さらには地球の気候等の複雑なシステムのより正確なシミュレーションに寄与するブレイクスル
ー。 
・ コンピュータの計算に大きく依存する他の乱数抽出方法に比して容易に高品質の乱数性が得られ
るため、クレジットカードから軍事通信までセキュリティレベルの大幅な向上が可能となる。 
・ 1990年代に同大学研究者が開発した乱数抽出器では、2個のソース乱数列の内 1個が真性である
か、どちらも真性乱数に近い必要があったが、新方法ではこのような制限を回避。2 個の弱い乱数列
のみを使用して 1 個の真性乱数列に変換する。 

URL:  
http://news.utexas.edu/2016/05/16/computer-science-advance-could-improve-cybersecuri
ty  

(関連情報）  

      

ACM Symposium on Theory of Computing (STOC)（6/19～21 マサチューセッツ州ケンブリッジ開催)
での発表論文 

Explicit Two-Source Extractors and Resilient Functions 

URL:  http://eccc.hpi-web.de/report/2015/119/  

  

http://news.wisc.edu/with-simple-process-engineers-fabricate-fastest-flexible-silicon-transistor/
http://news.wisc.edu/with-simple-process-engineers-fabricate-fastest-flexible-silicon-transistor/
http://www.nature.com/articles/srep24771
https://news.ncsu.edu/2016/05/smaller-rfid-tags-2016/
http://www.ece.ncsu.edu/erl/faculty/paulfwww/Research/pubs/RFID2016.pdf
http://news.utexas.edu/2016/05/16/computer-science-advance-could-improve-cybersecurity
http://news.utexas.edu/2016/05/16/computer-science-advance-could-improve-cybersecurity
http://eccc.hpi-web.de/report/2015/119/
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【ロボット・AI技術分野】  

20-12 

ｱﾒﾘｶ合衆国・
ワシントン大
学(UW) 

    2016/5/9 

5 本指のロボットハンドが操作を自律的に学習 
(This five-fingered robot hand learns to get a grip on its own)  

・ UW が、挙動経験から自律的に学習して人間のプログラミングによる指令を不要とする精巧な操作
が可能な 5本指を持つロボットハンドを開発。5月 17日開催の IEEE ロボット工学とオートメーションに
関する国際会議(ICRA) 2016 にて発表。 
・ コンピュータにリアルタイムで挙動を分析させる高精度のシミュレーションモデルも開発し、ロボット
ハンドと実際のタスク(細長い物体を回転させる等）に適用。 
・ 挙動に関与する基礎的な物理的現象及び目標とする結果の達成に必要な行動手順のモデル化を
支援するマシーンラーニングアルゴリズムにより、ロボットハンドによる物体の回転操作が挙動毎に上
達する。 
・ 約 30 万ドルをかけて開発した同ロボットハンドは、カスタム空気圧システムで作動するシャドーハン
ドスケルトンで人間の手より速く動く。産業利用には高価すぎるがコア技術の進展と革新的制御方法
の試験に有用。 
・ 現時点では、同ロボットハンドは同一の物体を用いた同様な方法による操作でのみ上達(ローカル
ラーニング）が可能だが、次の段階では不慣れな物体や初めてのシナリオでの操作を理解するグロー
バルラーニングを目指す。 

URL:  
http://www.washington.edu/news/2016/05/09/this-five-fingered-robot-hand-learns-to-get
-a-grip-on-its-own/  

(関連情報）  

      

IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA 2016)での発表論文 

Optimal Control with Learned Local Models: Application to Dexterous Manipulation 

URL:  http://homes.cs.washington.edu/~todorov/papers/KumarICRA16.pdf  

20-13 

ﾄﾞｲﾂ連邦共和
国・ﾏｯｸｽﾌﾟﾗﾝ
ｸ協会(MPG） 

    2016/5/13 

ロボットに優しい強度を 
(Gentle strength for robots) 

・ マックスプランク協会が、電気的に制御可能な膜を用いた柔らかいアクチュエータを開発。省スペー
ス設計でロボットに組み込むことが可能な迎合的なモーションシステム（いわゆる弾性アクチュエータ）
を発表。 
・ 誘電エラストマーアクチュエータ（DEA）からなるこの装置は、ラテックス製の風船のように弾性に富
む材料でできており、両側に柔軟な（迎合的な）電極を備える。電極間の電場により膜の伸縮が調節
される仕様で、電圧がかかると電極が互いに引き付け合い膜を押しつぶす。このような膜を多数取り
付けることにより、システム内での変形の位置を制御可能。 
・ 従来の空気チャンバーの伸縮により力を及ぼすタイプの弾性アクチュエータは、ポンプとコンプレッ
サに接続するため動作範囲が制限されていたが、本アクチュエータは外付けで圧縮空気を供給する
必要がなく、人間と同じ作業場で作動しても危険のないロボットの開発に貢献。今後は、より最適な膜
材料の開発等が課題。 

URL:  https://www.mpg.de/10512152/elastic-actuator-robots?filter_order=L&research_topic=  

(関連情報）  

      

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

Inflated Soft Actuators with Reversible Stable Deformations 

URL:  http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/adma.201600107/abstract  

【環境・省資源分野】  

20-14 
アメリカ合衆
国・スクリプス
研究所(TSRI) 

    2016/4/20 

電気を使ったより簡便で安価なグリーンケミストリーの新技術 
(New Method Enlists Electricity for Easier, Cheaper, Greener Chemistry)  

・ TSRI がブリストル・マイヤーズスクリブ(BMS)社、アシムケムライフサイエンス社と共同で、製薬や香
料産業で幅広く利用されるアリル位 C-H 酸化反応の安価で安全な方法を新たに開発。従来、同反応
にはクロムやセレン等の有毒で高価な試薬を使用するため、有毒廃棄物管理の簡便性から小規模ア
プリケーションでの利用に限定されていた。 
・ 電気化学ベースの同新手法では、反応槽への送電に数ドル程度のガラス状炭素電極を、酸素源と
して爆発等の危険性のある O2 ガスの代わりに液体酸化剤の tert-ブチルヒドロペルオキシドを使用。
元の分子から水素原子を除去して酸素を通す電気化学的媒介物質を安価で無毒な難燃剤からワン
ステップで取り出した。電流はラップトップで操作できるポテンショスタットで制御し、電源は普通の乾
電池。 
・ 同手法により、製薬産業で注目されるテルペンについて数十種類の化合物の作成を実証。またグ
レープフルーツの香りの天然の化合物であるノートカトンも作成。 
・ 香料、香辛料関連のアプリケーションを視野に今後も研究をフォローアップし、BMS 社らと協力して
アリル位酸化以外の電気化学ベース手法を開発する。 

URL:  http://www.scripps.edu/news/press/2016/20160420baran.html  

  

http://www.washington.edu/news/2016/05/09/this-five-fingered-robot-hand-learns-to-get-a-grip-on-its-own/
http://www.washington.edu/news/2016/05/09/this-five-fingered-robot-hand-learns-to-get-a-grip-on-its-own/
http://homes.cs.washington.edu/~todorov/papers/KumarICRA16.pdf
https://www.mpg.de/10512152/elastic-actuator-robots?filter_order=L&research_topic
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/adma.201600107/abstract
http://www.scripps.edu/news/press/2016/20160420baran.html
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(関連情報）  

      

Nature 掲載論文(アブストラクトのみ：全文は有料） 

Scalable and sustainable electrochemical allylic C–H oxidation 

URL:  http://www.nature.com/nature/journal/vaop/ncurrent/full/nature17431.html  

20-15 

ｱﾒﾘｶ合衆国・
国立ｴﾈﾙｷﾞｰ
技術研究所

(NETL) 

    2016/4/26 

タービンの性能向上と火力発電プラントからの CO2 排出量削減に繋がるブレークスルー 
(Breakthrough Could Improve Turbine Performance, Reduce Carbon Emissions from Power Plants) 

・ NETL支援の下、HiFunda社とコネチカット大学が、火力発電用タービンの遮熱コーティング材・イット
リウムアルミニウムガーネット(YAG)のプリカーサ溶液プラズマ溶射(SPPS)による堆積に成功。同コー
ティング材は 1,500℃での使用が可能で、最新の大気プラズマ溶射による遮熱コーティングに比し耐熱
温度が 300℃上昇。 
・ ガスタービンは高温で稼働する程、燃料使用量が低下し高効率化し、GHG を削減する炭素回収技
術を実現。しかしタービンを熱から保護する遮熱コーティングは、より効率的な稼働とGHG回収に求め
られる 1,200℃を超える高温に曝されると劣化し損傷。 
・ 現在提携の大手企業 9 社が同技術の試験とプロセスの評価を実施中。 

URL:  
http://www.netl.doe.gov/newsroom/news-releases/news-details?id=7d71891a-6236-4674-9f
50-bb2c20e800d0  

(関連情報）  

      

プロジェクトの詳細 

Project Facts: Ultra-High Temperature Thermal Barrier Coatings—HiFunda & University of 
Connecticut 

URL:  
http://www.netl.doe.gov/File%20Library/Research/Coal/energy%20systems/turbines/SC0007
544.pdf  

(関連情報）  

      

HiFunda 社のプレスリリース(2016/3/18) 

URL:  http://hifundallc.com/about-us/  

20-16 
 

ｱﾒﾘｶ合衆国・
ウィスコンシン
大学マディソ

ン校 

    2016/5/9 

バイオマスブルース：ブレイクアップは意外と簡単 
(Biomass blues: Breaking up not so hard to do) 

・ ウィスコンシン大学のスピンオフ企業である GlucanBio 社は、同大学が特許を取得した、ガンマ-バ
レロラクトン(GVL:gamma-Valerolactone)によりバイオマスをその構成要素であるヘミセルロース、セル
ロース、リグニンへと分解する技術利用のライセンスを取得し、産業スケールでの実証を準備中。 
・ GVL と酸の混合で、酸によるバイオマス結合の分解を促進するプロトンが高反応性を維持してバイ
オマスの三構成要素の結合を破壊。結果的に低濃度の酸と適度な温度下において最低限の損傷で
高収率にこれらの物質が得られる。 
・ 同大学は 2013年に GVLの可能性を解明し、同大学のWARF Accelerator Programにて同プロセス
のスケールアップを試み、目標の糖濃度値を達成。GlucanBio 社は GVL を 99%再利用するクローズド
プロセスを目指して同プロセスの合理化を図る。 
・ ヘミセルロースはプラスチックの原料となるフルフラールに変換できるキシロースに、セルロースは
エタノールに変換できるグルコースに（残ったセルロース繊維はレーヨン製造に利用）、リグニンは保
冷/保温材や、自動車等で利用できる軽量で強力な炭素繊維に変換が可能。 
・ 実証プラント資金調達後、5～6 年以内における工場規模生産開始を予測。 

URL:  http://news.wisc.edu/biomass-blues-breaking-up-not-so-hard-to-do/  

(関連情報）  

      

GlucanBio 社 ウェブサイト 

URL:  http://glucanbio.com/  

20-17 
英国・ブルネ
ル大学 

    2016/5/9 

超低温冷凍機開発への安全、グリーンで安価な道筋 
(Safer, greener, cheaper route to ultra-cold freezers） 

・ ブルネル大学が、極低温冷却ヒートパイプ技術を利用して-180℃の極低温度冷却が可能な次世代
冷凍機製造の革新的新方法を開発。 
・ 冷媒には液体窒素を利用するが、従来の液体ガス利用貯蔵とは異なり物理的な窒素の輸送が不
要。また、従来に比して液体窒素量が最高で 50%削減可能で可動部を持たないヒートパイプ技術は定
期的なメンテナンスも不要。 
・ Air Products PLC が研究資金を提供。新冷凍技術の商業化に向けて協力。 
・ 今後、英国 NHS Blood and Transplant Service と協働して、献血から作った血漿を急速に冷却して
貯蔵するプロトタイプの冷凍機を開発予定。 

URL:  http://www.brunel.ac.uk/news-and-events/news/news-items/ne_473834  

  

http://www.nature.com/nature/journal/vaop/ncurrent/full/nature17431.html
http://www.netl.doe.gov/newsroom/news-releases/news-details?id=7d71891a-6236-4674-9f50-bb2c20e800d0
http://www.netl.doe.gov/newsroom/news-releases/news-details?id=7d71891a-6236-4674-9f50-bb2c20e800d0
http://www.netl.doe.gov/File%20Library/Research/Coal/energy%20systems/turbines/SC0007544.pdf
http://www.netl.doe.gov/File%20Library/Research/Coal/energy%20systems/turbines/SC0007544.pdf
http://hifundallc.com/about-us/
http://news.wisc.edu/biomass-blues-breaking-up-not-so-hard-to-do/
http://glucanbio.com/
http://www.brunel.ac.uk/news-and-events/news/news-items/ne_473834
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20-18 

ｱﾒﾘｶ合衆国･
国立標準技
術研究所

(NIST) 

    2016/5/19 

適切なサイズと適切な化学的構造の組み合わせで適切なプラスチック製造材料を生成 
(Right Size + Right Chemistry = Right Stuff for Plastics Manufacturing)             

・ NISTと5大学から成る国際研究チームが、金属有機構造体(MOF)を用いてプラスチックの主原料で
あるエチレンから不純物のアセチレンを除去する方法を開発。 
・ エチレン精製工程で生じるアセチレンは、エチレン重合触媒の機能を低下させるため、現在はエチ
レンに転換して利用。しかしそのプロセスでは高価なレアメタルであるパラジウムを使用する上、大量
のエネルギーを消費。 
・ 同研究チームは、シリコンと6個のフッ素原子からなるMOF(SIFSIX)にエチレンを通すと、フッ素がア
セチレンを引き付けて捕捉し、精製エチレンが得られることを発見。SIFSIX の孔の大きさを変えること
で、アセチレン濃度 1～50%の広い範囲に対応。また、SIFSIX は他の吸着剤を超える吸着選択性と吸
着能を示しており、現在の標準的な高コスト触媒プロセスを回避できる可能性を示唆。 
・ 本技術による処理後のアセチレン量は 2ppm 未満で、これはポリエチレン製造において要求される
5ppm を下回る値。SIFSIX は製造が容易で、安全かつ繰り返しの使用が可能であり、安定性にも優れ
る。 

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

(関連情報）  

      

Science 掲載論文(アブストラクトのみ：全文は有料） 

Pore chemistry and size control in hybrid porous materials for acetylene capture from ethylene 

URL:  http://science.sciencemag.org/content/early/2016/05/18/science.aaf2458?rss=1  

【バイオテクノロジー分野】 

20-19 

ｱﾒﾘｶ合衆国・
ライス大学 

    2016/4/20 

バイオテクノロジーへの追い風：人工経路上の天然酵素 
(Biotech boon: Natural enzymes on an unnatural path) 

・ ライス大学が、高価値の化学物質を迅速に生成する人工代謝経路を使った高効率システムを開
発。 
・ 異化、同化、中心代謝の 3 種類の代謝経路のうち、炭素、エネルギー効率及び生成可能な機能性
分子の両観点から最も優れた特性を組み合わせた、自然界には存在しない代謝経路を開発。 
・ 新たな代謝経路に遺伝子組換えした大腸菌株で多様な鎖長のフェルニアルカル酸、ヒドロキシ酸、
ジカルボン酸に加え、チグリン酸、2-メチルペンタン酸等を生成。この方法により数百種の化学物質生
成が可能であることを確認した。 
・ 人工代謝経路にはそれぞれ 4段階の代謝プロセスがエンコードされており、各段階の酵素を変える
ことで異なる前駆体の代謝産物からのプロセスの開始や、多様な化学物質を生成するような独特な
方法での代謝産物のプロセスが可能となる。 
・ 今後も研究を継続して技術進展を目指す。同技術のライセンシングに興味を示す産業パートナーあ
り。 

URL:  http://news.rice.edu/2016/04/20/biotech-boon-natural-enzymes-on-an-unnatural-path-2/  

(関連情報）  

      

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

Energy- and carbon-efficient synthesis of functionalized small molecules in bacteria using 
non-decarboxylative Claisen condensation reactions 

URL:  http://www.nature.com/nbt/journal/vaop/ncurrent/full/nbt.3505.html  

【蓄電池・ｴﾈﾙｷﾞｰｼｽﾃﾑ分野】  

20-20 

ｱﾒﾘｶ合衆国・
カリフォルニ
ア大学校アー
バイン校(UCI) 

    2016/4/20 

充電完了 
(All powered up) 

・ UCI が、数十万回の充電を可能とさせるナノワイヤベースの蓄電池材料を開発。ナノワイヤはその
高い導電性と広い表面積から電子の貯蔵や輸送に適しているが、脆いため通常は充放電サイクルに
耐えられない。 
・ この問題を、金ナノワイヤを二酸化マンガンシェルでコーティングし、プレキシガラスのような電解質
で包むことで解決。容量・電力損失やナノワイヤの破損無く、3ヶ月間で20万回の充放電サイクルを完
了。 
・ 研究チームは、蓄電池の金属酸化物にゲルが可塑性と柔軟性を与えて破損を回避していると考え
ている。 

URL:  https://news.uci.edu/research/all-powered-up/  

(関連情報）  

      

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

100k Cycles and Beyond: Extraordinary Cycle Stability for MnO2 Nanowires Imparted by a Gel 
Electrolyte 

URL:  http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/acsenergylett.6b00029  

  

http://www.nist.gov/ncnr/right-size-right-chemistry-right-stuff-for-plastics-manufacturing.cfm
http://www.nist.gov/ncnr/right-size-right-chemistry-right-stuff-for-plastics-manufacturing.cfm
http://science.sciencemag.org/content/early/2016/05/18/science.aaf2458?rss=1
http://news.rice.edu/2016/04/20/biotech-boon-natural-enzymes-on-an-unnatural-path-2/
http://www.nature.com/nbt/journal/vaop/ncurrent/full/nbt.3505.html
https://news.uci.edu/research/all-powered-up/
http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/acsenergylett.6b00029
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20-21 

ｱﾒﾘｶ合衆国・
テキサス大学
ダラス校(UT 

Dallas)  

    2016/5/23 

より長寿命の蓄電池開発を促進する発見 
(Discovery Could Energize Development of Longer-Lasting Batteries) 

・ UT Dallas がソウル大学校等と共同で、リチウム空気蓄電池で利用するジメチルフェナジン
(dimethylphenazine)電解質触媒を新たに開発。 
・ リチウム空気蓄電池は、リチウムイオン蓄電池のように酸化剤を内部に貯蔵するのではなく、空気
中の酸素を使った化学反応により電気を放出するため、現在のリチウムイオン蓄電池の理論エネル
ギー密度の最高で 10 倍、すなわちガソリンに匹敵するエネルギー密度を有する。 
・ 有機材料を使ったこの新しい可溶性触媒は、従来の固体触媒に比して効率性がより高く、安定性に
優れ、電圧効率を向上させる。 
・ ただし、家庭用デバイスや EV等で利用する新蓄電池への移行には、さらに 5～10 年を要する。 

URL:  
http://www.utdallas.edu/news/2016/5/23-32059_Discovery-Could-Energize-Development-o
f-Longer-Las_story-wide.html?WT.mc_id=NewsHomePageCenterColumn  

 (関連情報）  

      

Nature Energy 掲載論文(アブストラクトのみ：全文は有料） 

Rational design of redox mediators for advanced Li–O2 batteries 

URL:  http://www.nature.com/articles/nenergy201666  

【新エネルギー分野(太陽光発電)】  

20-22 

スウェーデン
王国・リンショ
ーピング大学 

    2016/4/15 

フラーレンフリー太陽電池の世界新記録 
(New world record for fullerene-free polymer solar cells) 

・ リンショーピング大学と中国科学院(CAS)は共同で、ポリマーの PBDB-T と微小分子の ITIC を組み
合わせることでフラーレンを使用しない太陽電池を開発。 
・ フラーレンはポリマー太陽電池で電荷担体を分離するのに必要だが、発光の際に不安定で高温度
下で大きな結晶を形成する。 
・ 同太陽電池のエネルギー変換効率は 11%で優れた熱安定性を有する。 

URL:  http://liu.se/forskning/forskningsnyheter/1.679857?l=en  

(関連情報）  

      

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

Fullerene-Free Polymer Solar Cells with over 11% Efficiency and Excellent Thermal Stability 

URL:  http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/adma.201600281/abstract  

(関連情報）  

      

NEDO 海外レポート ＮＯ.1107, 2014.5.27 

Imec はフラーレンフリーの有機太陽電池で記録的変換効率 8.4%を達成(ベルギー) 

URL:  http://www.nedo.go.jp/content/100559936.pdf  

20-23 

豪・ニューサ
ウスウェール
ズ大学
(UNSW) 

    2016/5/2 

UNSW が無毒薄膜の太陽電池開発競争でリード 
(UNSW takes lead in race for non-toxic, thin-film solar cells) 

・ UNSW が、CZTS（銅、亜鉛、錫、硫黄)薄膜太陽電池を開発。米国立再生可能エネルギー研究所
(NREL)が世界最高記録のエネルギー変換効率 7.6%(面積 1 ㎠)として認定。 
・ CZTS太陽電池は CdTeや CIGS太陽電池とは異なり、賦存量が豊富な元素から構成され、毒性の
問題が無い。 
・ 毛髪の 1/50の薄い層に積層可能なため、シリコンウェハーセルの製造や個々のインターコネクトが
不要。また、シリコンに比して光の青色波長により高反応し、シリコンセル上に薄膜として積層すれば
全体のパフォーマンスも向上。 
・ UNSW は、変換効率 20%達成以前に今後 2～3 年内でアプリケーションを開発するため多数の大企
業と協力中。過去 30 年間にわたる CdTe や CIGS、シリコン太陽電池開発で得られた見識に基づき、
CZTS 太陽電池の効率向上における技術的課題の克服を確信。 
・ CdTeや CIGS太陽電池と同様にフレキシブルなため、カーブした表面や屋根材、窓や天窓等、アプ
リケーションが多様。 

URL:  
http://newsroom.unsw.edu.au/news/science-tech/unsw-takes-lead-race-non-toxic-thin-fil
m-solar-cells  

  

http://www.utdallas.edu/news/2016/5/23-32059_Discovery-Could-Energize-Development-of-Longer-Las_story-wide.html?WT.mc_id=NewsHomePageCenterColumn
http://www.utdallas.edu/news/2016/5/23-32059_Discovery-Could-Energize-Development-of-Longer-Las_story-wide.html?WT.mc_id=NewsHomePageCenterColumn
http://www.nature.com/articles/nenergy201666
http://liu.se/forskning/forskningsnyheter/1.679857?l=en
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/adma.201600281/abstract
http://www.nedo.go.jp/content/100559936.pdf
http://newsroom.unsw.edu.au/news/science-tech/unsw-takes-lead-race-non-toxic-thin-film-solar-cells
http://newsroom.unsw.edu.au/news/science-tech/unsw-takes-lead-race-non-toxic-thin-film-solar-cells
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20-24 

豪・ニューサ
ウスウェール
ズ大学
(UNSW) 

    2016/5/17 

UNSW エンジニアらが太陽電池効率のマイルストーンを達成 
(Milestone in solar cell efficiency by UNSW engineers)  

・ UNSW の研究チームが、新しい構成のハイブリッド 4 接合太陽電池を開発し、世界新記録のエネル
ギー変換効率 34.5%（28㎠の小型モジュールで）を達成。米国立再生可能エネルギー研究所(NREL)が
認定。 
・ プリズムを挟んだ一方にシリコンセル層、他方にはインジウムガリウムリン/インジウムガリウムヒ素
/ゲルマニウムの層から成るハイブリッド 4 接合化合物半導体モジュールが入射光を 4 波長域に分
割。各層が最も効率の良い波長で入射光からエネルギーを抽出する。 
・ このような 4 接合デバイスの理論的限界効率は 53%。同太陽電池ではその 2/3 を達成。 
・ 多接合太陽電池は標準的なシリコン太陽電池よりも高コストなため、製造技術を進展させることでコ
スト低減を目指す。 

URL:  
http://newsroom.unsw.edu.au/news/science-tech/milestone-solar-cell-efficiency-unsw-eng
ineers  

【新エネルギー分野(バイオマス)】  

20-25 
 
 

ｱﾒﾘｶ合衆国・
ﾛｰﾚﾝｽﾊﾞｰｸﾚ
ｰ国立研究所

(LBNL) 

    2016/5/10 

ローレンスバークレー国立研究所がジェット燃料油をワンポットレシピで製造 
(Berkeley Lab Scientists Brew Jet Fuel in One-Pot Recipe) 

・ LBNL の Joint BioEnergy Institute (JBEI)が、前処理した植物スラリーを原料とする先進バイオ燃料
の「ワンポット」製造法を可能にする細菌株を開発。 
・ バイオ燃料の合成で使用される細菌 E.coli は、植物バイオマスを糖ポリマーに分解するイオン性液
体（液体塩）に対する耐性を有する。しかし、同液体はその後の工程で酵素や細菌に害を与えるた
め、その除去にコストと時間を要する。 
・ 同研究チームは、アミノ酸変異によって E.coliの rcdA遺伝子を変化させ、イオン性液体への耐性が
非常に高い細菌株を作成。これを前処理したスイッチグラスで試験したところ、同液体に耐える酵素を
作り出すことが判明。この酵素はセルロースを糖に分解してバイオ燃料を産生する。 
・ 今後はさらにこの細菌株に過去の研究成果（イオン性液体耐性糖化酵素等）を組み込むことで、先
進バイオ燃料の完全なワンポット製造法の実現を目指す。また、本プロセスを用いて、エタノールだけ
でなくジェット燃料油の前駆体となる d-リモネンの製造にも成功。LBNL は本研究に基づく特許を出願
済み。 

URL:  http://newscenter.lbl.gov/2016/05/10/one-pot-recipe-for-jet-fuel/  

(関連情報）  

      

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

Development of an E. coli strain for one-pot biofuel production from ionic liquid pretreated cellulose 
and switchgrass  

URL:  http://pubs.rsc.org/en/Content/ArticleLanding/2016/GC/C6GC00642F#!divAbstract  
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