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ｱﾒﾘｶ合衆国・
ﾊｰﾊﾞｰﾄﾞ大学 

    2016/10/7 

ナノファイバーに新たなひねりを加える 
(A new spin on nanofibers） 

・ ハーバード大学が、ナノファイバーの製造、収集に加えサイズと構造を制御する新しい方法を開
発。 
・ 代表的なナノファイバー製造方法にはロータリー・ジェット・スピニング(RJS)法やエレクトロスピニン
グ法があるが、前者の場合、例えばパラ系アラミド(Kevlar®で使用されるポリマー）は硫酸の溶媒を使
うが、蒸発しにくいためナノファイバーを形成せずにデバイスの壁面にはね散ってしまう。後者は電界
がポリマーを引張り微細なファイバーに形成する方法だが、Kevlar®をはじめ細胞骨格や DNA に利用
するアルギン酸塩等の他のポリマー製造において不十分。 
・ 同大学は、RJS 法において溶液とポリマーの分離を溶媒蒸発ではなく沈殿を採用することでそれら
の課題を解決。 
・ イマージョン・ロータリー・ジェット・スピニング(iRJS)法と呼ばれる同方法では、タンクから噴射後、ポ
リマー溶媒は空気中で引き延ばされてポリマー鎖が整列する。その後、液体槽で溶剤は除去され、ポ
リマーが沈殿して固体ファイバーを形成する。液体槽は回転しているため、ナノファイバーは下部の回
転コレクターで収集される。 
・ 同方法を用いてナイロン、DNA、アルギン酸塩や防弾パラ系アラミドナノファイバーを作製。溶媒濃
度、回転速度、タンクから液体槽間の距離を変えることでナノファイバーの直径が調整できる。 
・ ナノファイバーは回転収集されるため、防弾材料等に利用できるナノファイバーシートも製造でき
る。 

URL:  http://www.seas.harvard.edu/news/2016/10/new-spin-on-nanofibers  

(関連情報）  

      

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

Production of Synthetic, Para-Aramid and Biopolymer Nanofibers by Immersion Rotary Jet-Spinning 

URL:  http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/mame.201600365/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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スイス連邦・
バーゼル大学 

    2016/10/17 

ナノワイヤをセンサーとして使った新しいタイプの原子間力顕微鏡 
(Nanowires as Sensors in New Type of Atomic Force Microscope) 

・ バーゼル大学が、ナノワイヤを微小センサーとして利用した新しいタイプの原子間力顕微鏡(AFM)
を開発。従来の標準的な AFM と異なり、力の大きさと方向を測定できる。 
・ ナノワイヤは直径が 100nmという微小サイズにより高い比表面積を有し、その軽量性と欠陥の無い
結晶格子がバイオロジカルセンサー等様々なナノスケールセンシングアプリケーションにおいて注目
されている。 
・ ほぼ同等の周波数で 2 本の垂直軸に沿って振動するナノワイヤの特殊な機械的特性を AFM に採
用することで、異なる力が発生する垂直方向の振動の変化を測定。ナノワイヤを周囲の力の方向とサ
イズを示す微小なコンパスのように使用する。 
・ 同ナノワイヤを使ってサンプル表面上に 2D 力場を、また概念実証として微小電極が生成したテスト
力場をマッピング。 
・ 同実験において技術的に最も困難な点は、表面上のナノワイヤの走査と 2 つの垂直方向に沿った
振動の観察を同時に実施すること。 
・ 種類が多様な AFM ではそのほとんどが機械的センサーとしてシリコン製のカンチレバーを使用して
いるが、より微細なナノワイヤセンサーを使用した新しい種類のAFMの実証により、技術のアプリケー
ション範囲がさらに広がる可能性が期待。 

URL:  
https://www.unibas.ch/en/News-Events/News/Uni-Research/Nanowires-as-Sensors-in-Ne
w-Type-of-Atomic-Force-Microscope.html  

(関連情報）  

      

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

Vectorial scanning force microscopy using a nanowire sensor 

URL:  http://www.nature.com/nnano/journal/vaop/ncurrent/full/nnano.2016.189.html  
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ﾄﾞｲﾂ連邦共和
国・ﾏｯｸｽﾌﾟﾗﾝ
ｸ協会(MPG） 

    2016/10/21 

ナノ構造の透明マント 
(The nanostructured cloak of invisibility) 

・ MPG が、反射防止コーティングの代替技術として、蛾の角膜構造から着想を得たナノ構造表面作
製方法を開発。 
・ レンズやレーザーには反射防止コーティング処理が施されているが、狭い波長領域のみで有効で、
光入射の角度によってエラーレンズが起きる。このため、MPG は表面をコーティングするのではなく、
表面自体を処理する方法を探求。入射光を全く反射しないことで外敵の目を欺き、夜間の少ない光で
ものを見ることができる蛾の角膜に着想を得た。 
・ 入射光の波長よりも小さな間隔で密に詰まった高さ数百 nm の円柱構造で覆われた蛾の目の表面
では、入射光の屈折率が徐々に変化することで入射光は反射されずに眼の中へと透過する。一方、
滑らかな表面に入射光が当たると屈折率が急激に変化して光を反射する。 
・ 蛾の眼の表面を模して滑らかな表面にナノ円柱構造を生成するために、2 段階プロセスを開発。ま
ず、大きな面積上に金粒子を規則的なハニカム構造に蒸着し交差ポイントに定着させる。この金ナノ
粒子の交差ポイントが化学エッチング工程でマスクの役割を果たし、金ナノ粒子交差ポイント下の材
料はエッチングで除去されないため、直立した円柱状の構造が残る。 
・ ナノ円柱構造の高さが増すほど幅広い波長領域の透過率が向上するため、同プロセスを微調整。
さらに円柱の形状を均一に先細りに整えることにより、透過率が向上することを発見。高さ 1.95㎛の円
柱で最高 99.8%の透過率を、約 2.4 ㎛では近赤外光の透過を確認した。 
・ 高い透過率と少ない反射光は「ステルスアプリケーション」の基礎を成す。石英ガラスに円柱エッチ
ング処理したところ、目の前にあるガラスの輪郭が見えなくなり、カメラにも写らなかったが、ある画像
をこの処理したガラスで覆ったところ、鋭角や上部先端からもはっきりと画像が見えた。処理していな
いガラスでは表面が入射光を多量に反射し、30°の角度で何も見えなくなった。 
・ 今後は同技術をオプティカルレンズとサファイアでテストし、これらでの利用可能性実証の後、高出
力レーザーやタッチパネル等でのアプリケーションに向けた研究を続ける。 

URL:  
https://www.mpg.de/10797830/nanostructured-cloak-of-invisibility?filter_order=L&research_t
opic=  

(関連情報）  

      

Nano Letters 掲載論文(アブストラクトのみ：全文は有料） 

Nanostructured Stealth Surfaces for Visible and Near-Infrared Light 

URL:  http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/acs.nanolett.6b03308  

  

https://www.unibas.ch/en/News-Events/News/Uni-Research/Nanowires-as-Sensors-in-New-Type-of-Atomic-Force-Microscope.html
https://www.unibas.ch/en/News-Events/News/Uni-Research/Nanowires-as-Sensors-in-New-Type-of-Atomic-Force-Microscope.html
http://www.nature.com/nnano/journal/vaop/ncurrent/full/nnano.2016.189.html
https://www.mpg.de/10797830/nanostructured-cloak-of-invisibility?filter_order=L&research_topic
https://www.mpg.de/10797830/nanostructured-cloak-of-invisibility?filter_order=L&research_topic
http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/acs.nanolett.6b03308
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ｱﾒﾘｶ合衆国・
カリフォルニ
ア大学サンデ
ィエゴ校
(UCSD) 

    2016/11/7 

メタ材料の利用で半導体フリーのマイクロエレクトロニクスが可能に 
(Semiconductor-free microelectronics are now possible, thanks to metamaterials) 

・ UCSD がメタ材料を利用して半導体フリーの光学制御微細電子デバイスを初めて作製。 
・ 同微細デバイスでは、低電圧と低出力パワーレーザーによる活性化で導電性が 1,000%向上。より
高速でより大量のエネルギー処理が可能なデバイスや、より効率的な太陽電池の開発につながる可
能性が期待。 
・ 現在のトランジスタ等の微細デバイスは、それらを構成する半導体の特性により、半導体のバンド
ギャップの存在で電子の流れが制限される等性能に限界がある。 
・ 同大学は、真空中の自由電子で半導体を代替することで、導電性を阻むこのような障壁を取り除い
た。 
・ 材料から電子を放出させるには、最低でも 100V の高電圧、高出力パワーレーザーや 1,000℉の高
温が必要だが、マイクロ/ナノスケールの微細電子デバイスでは利用できない。 
・ これに対処するため、シリコンウェハーとメタ表面の間に二酸化ケイ素を挟んだ構造の微細デバイ
スを作製。前述のような厳しい条件無く材料から電子を放出できる。メタ表面は、並列する金のストラ
イプアレーに載ったマッシュルーム型の金ナノ構造アレーから構成。 
・ メタ表面では、10Ｖ以下の弱い直流電圧と低出力赤外線レーザーにより、高強度の電場、「ホットス
ポット」が発生。これが金属から電子を引き抜いて真空中に放出するのに充分なエネルギーを提供す
る。 
・ すべての半導体デバイスを代替するわけではないが、高周波や高出力デバイス等の特定のアプリ
ケーションにおいて有用。同メタ表面は概念実証として設計されたもので、微細デバイスのタイプによ
ってメタ表面の設計と最適化が必要になる。 
・ 次には同微細デバイスのスケール向上と性能の限界について研究を継続し、エレクトロニクスに加
えて新しい光起電力デバイス、環境アプリケーションに役立つ光化学や光触媒等のアプリケーション
での利用の可能性を探る。 

URL:  
http://ucsdnews.ucsd.edu/pressrelease/semiconductor_free_microelectronics_are_now_possib
le_thanks_to_metamaterial  

(関連情報）  

      

Nature Communications 掲載論文(フルテキスト） 

Photoemission-based microelectronic devices 

URL:  http://www.nature.com/articles/ncomms13399  

【電子・情報通信分野】  
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ｱﾒﾘｶ合衆国・
ワシントン大
学(UW) 

    2016/9/27 

身体を通して安全なパスワードを送信 
(Secure passwords can be sent through your body, instead of air) 

・ UW が、コンシューマーデバイスの指紋センサーとタッチパッドで発生させた無害な低周波送信を通
して（身体を通して）パスワードを送信する方法を開発。 
・ 「オン・ボディー」なこのデータ送信技術は、身体に接触するデバイス間、具体的にはスマートドアロ
ックやウェアラブル医療デバイスと身分証明情報を含んだスマートフォンやデバイス間でパスワード入
力により認証情報を送信する安全な方法を提供する。 
・ 例えば、電子スマートロックを使ってドアを開こうとする場合には、ドアノブに触り、スマートフォンの
指紋センサーに触ることで、秘密の認証情報を身体を通してドアに送信するため、空間に個人情報が
漏えいしない。 
・ 同技術を様々な指紋センサーやラップトップのタッチパッドを用いて、身長、体重及び身体特徴の異
なる 10 人でオン・ボディー送信を確認。また、歩行中や腕が動いていても作動した。さらに、足や胸部
等、身体中を通して強力な信号を発生させることも可能。 
・ 身体を通すが空間に漏れ出ない 30MHz 以下で低周波送信する複数のスマートフォンセンサーを系
統的に分析した結果、指紋センサーやタッチパッドは 2～10MHz の範囲で信号を発生させて容量性カ
ップリングにより指の位置を感知し、独特な指紋のパターンを構成する凹凸を識別する。 
・ 同技術はまた、グルコースモニターやインシュリンポンプ等、データ送信や共有の前に個人を特定
する必要のある医療デバイスへのセキュアキー送信にも使える。 
・ タッチパッドで 50bps、指紋センサーで 25bps のビットレートを達成。身体を通して簡単なパスワード
や数字コードをレシーバーに数秒で送信する。 
・ 指紋センサーの製造者がソフトウェアへの一層のアクセスを提供できれば、身体を通したデータ送
信速度が向上できると考える。 

URL:  
http://www.washington.edu/news/2016/09/27/secure-passwords-can-be-sent-through-yo
ur-body-instead-of-air/  

(関連情報）  

      

2016 Association for Computing Machinery’s International Joint Conference on Pervasive and 
Ubiquitous Computing (UbiComp 2016) 発表論文（フルテキスト） 

Enabling On-Body Transmissions with Commodity Devices 

URL:  http://onbody.cs.washington.edu/files/bodycomm.pdf  

  

http://ucsdnews.ucsd.edu/pressrelease/semiconductor_free_microelectronics_are_now_possible_thanks_to_metamaterial
http://ucsdnews.ucsd.edu/pressrelease/semiconductor_free_microelectronics_are_now_possible_thanks_to_metamaterial
http://www.nature.com/articles/ncomms13399
http://www.washington.edu/news/2016/09/27/secure-passwords-can-be-sent-through-your-body-instead-of-air/
http://www.washington.edu/news/2016/09/27/secure-passwords-can-be-sent-through-your-body-instead-of-air/
http://onbody.cs.washington.edu/files/bodycomm.pdf
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ｱﾒﾘｶ合衆国・
ﾉｰｽｶﾛﾗｲﾅ州
立大学(NC 

State) 

    2016/10/3 

コスト効果的な SiC 高電圧スイッチを開発 
(New Cost-Effective Silicon Carbide High Voltage Switch Created) 

・ NC State が、高電圧、高周波の炭化ケイ素(SiC)パワースイッチ、FREEDM Super-Cascode を開
発。 
・ 従来のSiCパワースイッチに比して大幅に安価であることに加え、その高効率性とスイッチング速度
を保持するためオン・オフ時の電力損失が低減。 
・ 同パワースイッチは、直列につないだ 12個の SiCパワー素子で、出力定格が 15kV・40A。1つのゲ
ート信号のみでオン・オフを切り替え、工業標準である絶縁ゲート形バイポーラトランジスタ(IGBT)ベー
スのものに比して容易に動作し、複雑性も軽度。 
・ さらに、同パワースイッチはパワーデバイスの必須要件である熱拡散に優れるため、広い温度・周
波数範囲で動作が可能。 
・ 降伏電圧 2.4kVから 15kVのパワースイッチ開発の可能性が期待。 
・ 9/18～22、ウィスコンシン州ミルウォーキー開催の IEEE Energy Conversion Congress & Exposition 
(ECCE 2016)にて発表。 

URL:  
https://news.ncsu.edu/2016/10/new-cost-effective-silicon-carbide-high-voltage-switch-cr
eated/  

(関連情報）  

      

IEEE Energy Conversion Congress & Exposition (ECCE 2016) （開催地: Milwaukee）ウェブサイト 

発表論文"15kV/40A FREEDM Super-Cascode: A Cost Effective SiC High Voltage and High 
Frequency Power Switch"のアブストラクトは上記記事内掲載。 

URL:  http://www.ieee-ecce.org/2016/  

28-7 

ｱﾒﾘｶ合衆国・
ｻﾝﾃﾞｨｱ国立
研究所(SNL) 

    2016/10/14 

Diamonds Aren’t Forever：Sandia と Harvard のチームが初の量子コンピュータブリッジを作製 
(Diamonds Aren’t Forever: Sandia, Harvard team create first quantum computer bridge) 

・ SNL等が、ダイヤモンドの基質に 2つのシリコン原子を埋め込むことにより、量子コンピュータをつな
ぐ量子ブリッジの作製に必要な全ての構成要素を単一チップ上に初めて実証。 
・ 集束イオンビーム注入装置を用いてダイヤモンドの炭素原子 1 つを大きいシリコン原子と置き換え
ると、シリコン原子は隣接する非導電の空孔により迷走電流を和らげる。いったんシリコン原子がダイ
ヤモンド基質に定まると、レーザーで生成された光子がシリコン電子を次高位の原子エネルギー状態
に衝突させ、その電子が低いエネルギー状態に戻るときに振動数・強度・その波動の分極を通じて情
報を運ぶ量子化された光子を分離。 
・ この方法によりブリッジやネットワーク上での量子情報の分配が制御できれば、新しい種類の量子
センサーが開発可能。 

URL:  
https://share.sandia.gov/news/resources/news_releases/quantum_computing/#.WBK1ZrmCjI
U  

(関連情報）  

      

Science 掲載論文(アブストラクトのみ：全文は有料） 

An integrated diamond nanophotonics platform for quantum optical networks 

URL:  http://science.sciencemag.org/content/early/2016/10/12/science.aah6875  

(関連情報）  

      

ハーバード大学の関連記事 

An Integrated Diamond Nanophotonics Platform for Quantum Optical Networks 

URL:  https://www.physics.harvard.edu/node/706  

(関連情報）  

      

Nanotechweb.org の関連記事 

Silicon colour centre could be used for information processing 

URL:  http://nanotechweb.org/cws/article/tech/66659  

  

https://news.ncsu.edu/2016/10/new-cost-effective-silicon-carbide-high-voltage-switch-created/
https://news.ncsu.edu/2016/10/new-cost-effective-silicon-carbide-high-voltage-switch-created/
http://www.ieee-ecce.org/2016/
https://share.sandia.gov/news/resources/news_releases/quantum_computing/#.WBK1ZrmCjIU
https://share.sandia.gov/news/resources/news_releases/quantum_computing/#.WBK1ZrmCjIU
http://science.sciencemag.org/content/early/2016/10/12/science.aah6875
https://www.physics.harvard.edu/node/706
http://nanotechweb.org/cws/article/tech/66659
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英国・ケンブリ
ッジ大学 

    2016/10/20 

蓄電池なしで長期間作動する超低電力消費トランジスタを開発 
(Engineers design ultralow power transistors that could function for years without a battery) 

・ ケンブリッジ大学が、環境からエネルギーを取り入れて数か月から数年間蓄電池無しで動作する、
超低電力消費型トランジスタの新設計を開発。消費電力を大幅に削減することで、ウェアラブルや埋
め込みデバイス等のエレクトロニクスの新しいアプリケーションや IoT のシステムデザインの新しい可
能性を拓く。 
・ コンピュータのスリープモードと同様な原理を利用した同トランジスタでは、ニアオフステート電流と
呼ばれる電流の微量な漏れを活用して動作する。このような電流の漏れはあらゆるトランジスタに共
通する特性だが、それを効果的に回収して機能的に利用するのは今回が初めて。 
・ トランジスタの金属と半導体の接合点での「望ましくない」特性（ショットキー接合）を利用する特異な
形状をベースとした同トランジスタは、低温度でガラスや樹脂等の多様な材料にプリントできる。 
・ トランジスタの微細化が特定のレベルを超えると電極同士がそれぞれの挙動に影響を与え、望み
通りのトランジスタ機能が得られないが、ショットキー接合の利用により電極の自律的な動作を確保し
てトランジスタを極微小化した。 
・ また、高レベルのゲインも達成。作動電圧は 1ボルトを下回り、消費電力は 10億分の 1W(1nW)以下
であるため、IoT における速度よりも機能が重視されるユビキタスなエレクトロニクスアプリケーション
に最適と考える。 

URL:  
http://www.cam.ac.uk/research/news/engineers-design-ultralow-power-transistors-that-co
uld-function-for-years-without-a-battery  

(関連情報）  

      

Science 掲載論文(アブストラクトのみ：全文は有料） 

Subthreshold Schottky-barrier thin-film transistors with ultralow power and high intrinsic gain 

URL:  http://science.sciencemag.org/content/354/6310/302  

28-9 

 

ﾄﾞｲﾂ連邦共和
国・ﾏｯｸｽﾌﾟﾗﾝ
ｸ協会(MPG） 

    2016/10/25 

最速の電流 
(Electric current at record speed) 

・ MPG が、超高速レーザー閃光を用いて周波数が可視光の 10 倍以上という高速な電流を固体内部
に生成することに成功。 
・ 強い光照射野が電子を極めて高速に押し出せる原理を活用して、超高速レーザーパルスで振動す
る二酸化ケイ素の中に電子を生成。この高速電子運動を検出するために、コヒーレントに振動された
二酸化ケイ素の内側の電子が発する紫外線放射を計測したところ、現代のコンピュータプロセッサで
広く用いられている電流と比べておよそ 100 万倍の速度を確認。 
・ エレクトロニクスとフォトニクスを統合して、より高速な電子デバイスの開発に期待。 

URL:  
https://www.mpg.de/10805872/electric-current-ultrafast-laser-flashes?filter_order=L&resea
rch_topic=  

(関連情報）  

      

Nature 掲載論文(アブストラクトのみ：全文は有料） 

Multi-petahertz electronic metrology 

URL:  http://www.nature.com/nature/journal/v538/n7625/abs/nature19821.html?lang=en  

【ロボット・AI技術分野】  

28-10 
英国・サザン
プトン大学 

    2016/10/7 

AI をパワーアップする脳に着想を得たデバイスを初めて実証 
(First demonstration of brain-inspired device to power artificial systems) 

・ サザンプトン大学が、メモリスタで作ったシナプスを人工ニューラルネットワーク(ANN)で実証。 
・ 人間の脳機能を模倣できる人工システムの構築には、多様に複雑な学習ルールを実行する能力を
備えた数兆個もの人工シナプスが必要。現在の電子部品を利用してこのようなシナプスを作ることは
可能だが、必要とされる性能や面積効率の指標を満たすことは極めて困難。特定の目的に向けたシ
ナプス構成部品の新設計が不可欠。 
・ メモリスタは、極少量かつ格別に低いエネルギーコストでのメモリストレージやオンラインラーニング
等の学習するシナプスの基本的な性質を支援することで、そのような設計実現の可能性を提供する。 
・ 脳のシナプスのように挙動する金属酸化物メモリスタアレイは、確率的な winner-take-all (WTA)ネッ
トワークにて監視不要で入力パターンを学習・再学習する能力があることを確認。これは、事前のデー
タの知識無くビッグデータをリアルタイムで処理できる低電力の組み込みプロセッサ(IoT に必須)に極
めて有用。 
・ この新しいタイプのハードウェアは、人が近づきにくい等過酷な環境におけるリアルタイムモニタリン
グを強化するパーベイシブ・センシング技術で多様なアプリケーションを可能にする。これは、IoT のビ
ジョンを実現するために極めて重要な能力。 

URL:  http://www.southampton.ac.uk/news/2016/09/memristor-brain.page  

  

http://www.cam.ac.uk/research/news/engineers-design-ultralow-power-transistors-that-could-function-for-years-without-a-battery
http://www.cam.ac.uk/research/news/engineers-design-ultralow-power-transistors-that-could-function-for-years-without-a-battery
http://science.sciencemag.org/content/354/6310/302
https://www.mpg.de/10805872/electric-current-ultrafast-laser-flashes?filter_order=L&research_topic
https://www.mpg.de/10805872/electric-current-ultrafast-laser-flashes?filter_order=L&research_topic
http://www.nature.com/nature/journal/v538/n7625/abs/nature19821.html?lang=en
http://www.southampton.ac.uk/news/2016/09/memristor-brain.page
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(関連情報）  

      

Nature Communications 掲載論文(フルテキスト） 

Unsupervised learning in probabilistic neural networks with multi-state metal-oxide memristive 
synapses 

URL:  http://www.nature.com/articles/ncomms12611  

【環境・省資源分野】  

28-11 
 

ｱﾒﾘｶ合衆国・
ワシントン州
立大学(WSU) 

    2016/10/6 

貴重な化学物質を生成する簡便で安価な新方法 
(Novel method creates important chemicals simply, cheaply) 

・ WSUが、フィッシャー・トロプシュプロセス(FT法）を利用してアルコールとアルデヒドをワンステップで
大量に生成する新方法を開発。 
・ アルコールとアルデヒドを生成する現在の工業プロセスでは、石油化学ベースの標的分子であるオ
レフィンを複雑な複数のステップを経て液体燃料に変換している。 
・ 同方法では賦存が豊富なコバルト、マンガン及びカリウムから構成される触媒を利用。従来方法に
比して大幅に安価となることが期待。 
・ また、CO と水素ガスの比率によって、様々な量の化学物質を生成できることを初めて確認。 
・ 産業パートナーと共に同方法の商業化について検討を開始している。FT 法はほぼ 1 世紀にわたっ
て利用されているが、分子レベルでのプロセスがわかっていない。今後も研究を進め、解明に努め
る。 

URL:  
https://news.wsu.edu/2016/10/06/novel-method-creates-important-chemicals-simply-chea
ply/  

(関連情報）  

      

Nature Communicasions 掲載論文(フルテキスト） 

Tuning the catalytic CO hydrogenation to straight- and long-chain aldehydes/alcohols and 
olefins/paraffins 

URL:  http://www.nature.com/articles/ncomms13058  

28-12 

ｱﾒﾘｶ合衆国・
ノースウェスタ

ン大学 

    2016/10/14 

理想的な炭素捕獲材料の発見 
(Finding Ideal Materials for Carbon Capture) 

・ ノースウェスタン大学が、遺伝的アルゴリズムを使用して 55,000種類の金属有機構造体(MOF)のデ
ータベースから炭素捕獲アプリケーションに最適な MOFを迅速に特定する方法を開発。 
・ 全種類を調べてそれらの特性を計算する従来のアプローチを省略し、必要な計算労力はこれまで
のわずか 1%のみ。 
・ 同アルゴリズムで特定した最有力候補の 1つであるNOTT-101は、これまで科学文献で報告されて
いる MOF の中でも最高の CO2吸着能力を有する。米国エネルギー省(DOE)が発電所からの CO2 排
出量の 90%削減を目指している中、このような情報はクリーンな発電所の設計に有益。 
・ 既存の発電所の燃焼排ガス(post-combustion)である CO2、窒素、水のうち MOF で選択的に CO2
を捕獲する方法は、事前に燃料を CO2 と水素に転換する pre-combustion へ適応することが可能。
MOFがCO2を捕獲した後、水素は燃焼して水のみを排出する。このような燃焼前プロセスへの適応と
して、新設発電所への導入の必要性を示唆。 
・ 遺伝的アルゴリズムの手法は、材料のスクリーニングに適用されてきたが、燃焼前プロセスで最も
有効な MOF材料の調査に使用されたのは初めての試み。 

URL:  
http://www.mccormick.northwestern.edu/news/articles/2016/10/finding-ideal-materials-for
-carbon-capture.html  

(関連情報）  

      

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

In silico discovery of metal-organic frameworks for precombustion CO2 capture using a genetic 
algorithm 

URL:  http://advances.sciencemag.org/content/2/10/e1600909  

  

http://www.nature.com/articles/ncomms12611
https://news.wsu.edu/2016/10/06/novel-method-creates-important-chemicals-simply-cheaply/
https://news.wsu.edu/2016/10/06/novel-method-creates-important-chemicals-simply-cheaply/
http://www.nature.com/articles/ncomms13058
http://www.mccormick.northwestern.edu/news/articles/2016/10/finding-ideal-materials-for-carbon-capture.html
http://www.mccormick.northwestern.edu/news/articles/2016/10/finding-ideal-materials-for-carbon-capture.html
http://advances.sciencemag.org/content/2/10/e1600909
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28-13 

ｱﾒﾘｶ合衆国・
国立再生可
能ｴﾈﾙｷﾞｰ研
究所(NREL) 

    2016/10/19 

NRELのパイロット設備が石油精製インフラでバイオ由来燃料中間体を共生産 
(NREL Pilot Facility Co-Produces Bio-Derived Fuel Intermediates with Petroleum Refinery 
Infrastructure) 

・ NREL が W.R.Grace 社、Zeton 社との協働により、現存する石油精製インフラを利用し、バイオマス
由来燃料の中間体も同時に生産することが可能なパイロット設備が竣工。同プラントはバイオマスの
熱分解を流動接触分解と組み合わせ、バイオマス生成物と石油の共処理のポテンシャルを工業的パ
イロット規模で実証。 
・ NRELが設計したシステムの前段階、急速熱分解では、原料の総発熱量の内 70%を液体バイオオイ
ルに変換。この液体は酸性で化学的に不安定な上、原油と比べて酸化化合物を多く含むため、
W.R.Grace 社製の反応ユニットにて触媒的に還元。上記プロセスにより液体は安定となり、既存の石
油精製設備で通常の燃料ブレンド基材に仕上げられることで下流処理が容易に。 
・ NRELの Vapor Phase Upgrading Laboratory に設置された同プラントは、バイオ燃料中間体の質と
収量の向上に向けた継続的な触媒評価のため、様々な実験条件の設定が可能。ここで得られたデー
タは、将来精製設備を統合する事業への情報提供のために公開。また同プラントの機器は一般企業
が関連する材料やプロセスの試験を行えるよう利用可能となる予定。 

URL:  http://www.nrel.gov/bioenergy/news/2016/47090  

28-14 

ｱﾒﾘｶ合衆国・
ﾛｰﾚﾝｽﾊﾞｰｸﾚ
ｰ国立研究所

(LBNL) 

    2016/11/9 

水分解触媒を半導体上に一体化して太陽電池を強化 
(Solar Cells Get Boost with Integration of Water-Splitting Catalyst onto Semiconductor) 

・ LBNL が、水分解触媒の化学的性質を原子スケールで太陽電池に組み込む方法を開発し、人工光
合成の安定性と効率を大きく向上。 
・ 本研究は DOE エネルギーイノベーションハブの一つである人工光合成ジョイントセンター(JCAP)に
よるもので、効率的なエネルギー変換と化学的に敏感な電子部品とを両立させた実用的な人工光合
成システムの開発を目標として実施。半導体を保護しつつ化学反応を促進する薄膜を原子レベルで
精密に作製することで、同システムに必要な相反する要件を満たすことに成功。 
・ 本研究ではプラズマ原子層堆積(ALD)技術を用いて、半導体保護層（酸化コバルトナノ結晶）の作
製と、触媒反応を起こす別の活性層（水酸化コバルト(Ⅱ)）の接合を単一プロセスで実行。これを用い
た人工光合成システムは 3 日間連続稼働した。 
・ 今後は同システムの劣化メカニズムの理解を通じ、数十年にわたり安定的なシステムの開発を目
指す。 

URL:  
http://newscenter.lbl.gov/2016/11/09/water-splitting-catalyst-integrated-onto-semiconduc
tor/  

(関連情報）  

      

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

A multifunctional biphasic water splitting catalyst tailored for integration with high-performance 
semiconductor photoanodes 

URL:  http://www.nature.com/nmat/journal/vaop/ncurrent/full/nmat4794.html  

【蓄電池・ｴﾈﾙｷﾞｰｼｽﾃﾑ分野】  

28-15 
 

ｱﾒﾘｶ合衆国・
ﾏｻﾁｭｰｾｯﾂ工
科大学(MIT) 

    2016/10/10 

カーボンを使わない新しいタイプのスーパーキャパシタ 
(New kind of supercapacitor made without carbon) 

・ MIT を始めとする研究チームが、導電性炭素の代替として金属有機構造体(MOF)の電極を使用す
るスーパーキャパシタを初めて開発。 
・ MOF は多孔質のスポンジ状構造を有し、表面積が炭素材料に比して格段に大きくスーパーキャパ
シタには必須の要件であるが、MOFは導電性に優れないという欠点あり。 
・ 今回実験に使用した MOF、Ni3(hexaiminotriphenylene)2 は導電性に優れ、炭素ベース材料製造に
必要な 800℃超の高温や前処理用の化学試薬が不要。 
・ 新しいデバイスでは、最適化以前でも長時間の充放電サイクルを耐久する等、主要なパラメータ-
において炭素ベースキャパシタの性能と同等またはそれ以上。機能の低下は 1万サイクル後でも 10%
を下回り、これは現在の商用スーパーキャパシタに匹敵する。同 MOF は、今後の最適化においてそ
の化学的構造を変えることで特性を大幅に調整できる。 
・ このような導電性の MOF は、スーパーキャパシタの他に、スイッチングで明暗を切り替えるエレクト
ロクロミックウィンドウや医療・セキュリティアプリケーションで微量の化学物質を検出するケモレジステ
ィブセンサーにも有用。 
・ MOF の製造は簡便で低コスト化も可能だが、材料コストが炭素ベース材料に比べて高価。しかし今
回利用した MOFの表面積は最小であり、炭素の 3倍もの表面積を有する MOFの利用で蓄電池に並
ぶ容量も見込める。 

URL:  http://news.mit.edu/2016/supercapacitor-made-without-carbon-1010 

(関連情報）  

      

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

Conductive MOF electrodes for stable supercapacitors with high areal capacitance 

URL:  http://www.nature.com/nmat/journal/vaop/ncurrent/full/nmat4766.html  

http://www.nrel.gov/bioenergy/news/2016/47090
http://newscenter.lbl.gov/2016/11/09/water-splitting-catalyst-integrated-onto-semiconductor/
http://newscenter.lbl.gov/2016/11/09/water-splitting-catalyst-integrated-onto-semiconductor/
http://www.nature.com/nmat/journal/vaop/ncurrent/full/nmat4794.html
http://www.nature.com/nmat/journal/vaop/ncurrent/full/nmat4766.html
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【新エネルギー分野】  

28-16 

ｱﾒﾘｶ合衆国・
ウィスコンシン
大学マディソ

ン校 

    2016/10/20 

次の再生可能エネルギー源は太陽光発電を超えて足元から生まれる 
(Move over, solar: The next big renewable energy source could be at our feet) 

・ ウィスコンシン大学が、化学処理を施したセルロースナノファイバーを木材パルプに埋め込んだ、歩
行のエネルギーを活用する摩擦帯電ナノジェネレータ(triboelectric nanogenerator: TENG)による発電
システムを開発。 
・ 木材パルプは安価で豊富な産業廃棄物を利用した製品で、化学処理を施したセルロースナノファイ
バーは遍在する機械的なエネルギー源を利用するシンプルで安価かつ効果的な材料。 
・ 道端エネルギー捕獲(roadside energy harvesting)と呼ばれる同 TENG技術は、場合によっては太陽
エネルギーに匹敵するもの。スタジアムやショッピングモール等の往来の激しい通路で同技術を利用
することで大量のエネルギーが捕獲可能。 
・ 同 TENG 技術は、上市準備が整えばあらゆる種類のフローリングに簡単に取り入れることができ
る。 
・ 同技術の最適化を図り、キャンパス内に教育的なプロトタイプを設置して概念実証を期待している。 

URL:  
http://news.wisc.edu/move-over-solar-the-next-big-renewable-energy-source-could-be-at
-our-feet/  

(関連情報）  

      

Nano Energy 掲載論文(アブストラクトのみ：全文は有料） 

Triboelectric nanogenerators and power-boards from cellulose nanofibrils and recycled materials 

URL:  http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2211285516304086  

【新エネルギー分野(太陽光発電)】  

28-17 

ｱﾒﾘｶ合衆国・
スタンフォード

大学 

    2016/10/20 

スタンフォード大学とオックスフォード大学科学者らが新しいペロブスカイト太陽電池設計が現在の商
業技術性能を超えると報告 
(New perovskite solar cell design could outperform existing commercial technologies, Stanford and 
Oxford scientists report) 

・ スタンフォード大学とオックスフォード大学が共同で、商用シリコン太陽電池に匹敵するエネルギー
変換効率 20.3%の全ペロブスカイトタンデム型太陽電池を開発。 
・ 樹脂基板にセルを印刷する従来型の技術を用いて、ガラス基板に各ペロブスカイト層をプリントした
もの。 
・ シリコン太陽電池では、珪石をシリコン結晶に変換するプロセスで 1,600℃(3,000 ℉)もの高温を必
要とする一方、ペロブスカイト太陽電池は室温下にて一般的な材料で作製できるが、太陽エネルギー
を充分に捕獲して相当量の電圧を作れる安定した材料の開発が課題。 
・ 研究チームは、低エネルギーの赤外光を吸収する変換効率 14.8%のバンドギャップの狭いペロブス
カイト太陽電池を新たに開発し、同様な材料構成でバンドギャップの広いペロブスカイト太陽電池と組
み合わせたタンデム構造を作製。上部層を通り抜けた低エネルギー光子が下部層で吸収されて電圧
を生じる。 
・ 光や湿気に対する不安定性の評価として両種類のペロブスカイト太陽電池を 100℃(212℉)の温度
下に 4日間曝した結果、スズベースのペロブスカイトでは前例の無い優れた熱・大気安定性を示した。 
・ 今後は材料の構成を最適化し、光をより多く吸収して電流量を増加させる。 

URL:  http://news.stanford.edu/2016/10/20/perovskite-solar-cell-design-shows-promise/  

(関連情報）  

      

Science 掲載論文(アブストラクトのみ：全文は有料） 

Perovskite-perovskite tandem photovoltaics with optimized bandgaps 

URL:  http://science.sciencemag.org/content/early/2016/10/19/science.aaf9717  

  

http://news.wisc.edu/move-over-solar-the-next-big-renewable-energy-source-could-be-at-our-feet/
http://news.wisc.edu/move-over-solar-the-next-big-renewable-energy-source-could-be-at-our-feet/
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2211285516304086
http://news.stanford.edu/2016/10/20/perovskite-solar-cell-design-shows-promise/
http://science.sciencemag.org/content/early/2016/10/19/science.aaf9717
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【新エネルギー分野(バイオマス)】  

28-18 

アメリカ合衆
国・Great 

Lakes バイオ
エネルギー研
究センター
(GLBRC) 

    2016/10/14 

「スーパーイースト」がバイオ燃料の採算性を向上 
(‘Super Yeast’ Has the Power to Improve Economics of Biofuels) 

・ GLBRCとウィスコンシン大学が共同で、植物の糖をバイオ燃料へ変換させる効率を 2倍にする出芽
酵母(Saccharomyces cerevisiae)を開発。 
・ 同酵母はセルロース系バイオマスのグルコースをバイオ燃料に変換するが、植物中の糖のほぼ半
分を構成する五炭糖であるキシロースの発酵ができない。バイオ燃料の採算性向上には全ての糖を
変換する必要がある。 
・ 研究チームは、同酵母にキシロースをエタノールに変換させる、同酵母の特定の遺伝子突然変異
株の分離に成功。そのために同酵母による選択的な分解の原因を究明した。 
・ 生き残るための選択肢がキシロース以外に存在しない状況を同酵母に与える実験で、10 か月間の
数百世代にわたる「直接的進化」の後、キシロースを発酵できる酵母種を生成。分離したこのスーパ
ーイーストを GLBRCY128 と命名。 
・ GLBRCY128とオリジナル酵母のゲノムを比較し、それぞれの約5,200個の遺伝子を精査してキシロ
ース発酵に関わる 4 種類の突然変異株を特定。それらの突然変異株を親菌株から取り除き同様な結
果を確証。 
・ GLBRCY128 の作製技術は、Wisconsin Alumni Research Foundation (WARF)を通じたライセンシン
グによりバイオマスの新しい前処理技術や多様な植物に応用が可能。 
・ 今後はジェット燃料やディーゼル燃料に変換できる高秩序分子の作製を目指す。キシロースを含む
炭素の代謝をより深く理解することで、多様なバイオ燃料生成の代謝経路の書き換えや変換が理論
的に可能となる。 

URL:  https://www.glbrc.org/news/super-yeast-has-power-improve-economics-biofuels  

(関連情報）  

      

PLOS Genetics 掲載論文(フルテキスト） 

Directed Evolution Reveals Unexpected Epistatic Interactions That Alter Metabolic Regulation and 
Enable Anaerobic Xylose Use by Saccharomyces cerevisiae 

URL:  http://journals.plos.org/plosgenetics/article?id=10.1371/journal.pgen.1006372  

28-19 

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) 

    2016/10/20 

バイオ燃料生成廃棄物をシングルステップで価値ある物質に変える 
(Turning biofuel waste into wealth in a single step) 

・ EPFL が、簡便、安価に製造できる工業用途のホルムアルデヒドを利用して、バイオ燃料製造で排
出するリグニンを石油化学製品に代替できる構成要素に変換する方法を開発。 
・ 植物の 1/3 を構成するリグニンは、バイオ燃料に変換される糖に比してエネルギー密度が 30%高い
が、その不安定性から抽出時に破壊されやすいため、効率よく分解して燃料や化学物質への転換が
困難。 
・ 同大学は、ホルムアルデヒドがリグニンを安定させて、従来の 3～7 倍の有用物質収率を確認。樹
木の種類によって、リグニンの 50～80%が転換可能。 
・ 同技術は特許出願中。政策的支援での一貫性の欠如や変動幅の大きなエネルギー価格により持
続可能エネルギーは市場での地位確保が困難な中、同技術の実証のためのパイロット設備への投資
が必要と考える。 

URL:  http://actu.epfl.ch/news/turning-biofuel-waste-into-wealth-in-a-single-step/  

(関連情報）  

      

Science 掲載論文(アブストラクトのみ：全文は有料） 

Formaldehyde stabilization facilitates lignin monomer production during biomass depolymerization 

URL:  http://science.sciencemag.org/content/354/6310/329  

  

https://www.glbrc.org/news/super-yeast-has-power-improve-economics-biofuels
http://journals.plos.org/plosgenetics/article?id=10.1371/journal.pgen.1006372
http://actu.epfl.ch/news/turning-biofuel-waste-into-wealth-in-a-single-step/
http://science.sciencemag.org/content/354/6310/329


10 

 

【政策】  

28-20 
 

ｱﾒﾘｶ合衆国・
DOE・ｴﾈﾙｷﾞｰ
高等研究計

画局
(ARPA-E) 

    2016/11/2 

DOEがコネクテッド自動運転車の効率向上を目指す新規プロジェクト 10 件を発表 
(Department of Energy Announces 10 New Projects to Improve Connected and Automated Vehicle 
Efficiency) 

・ ARPA-Eが最新プログラム「Next-Generation Energy Technologies for Connected and Autonomous 
On-Road Vehicles (NEXTCAR)」の下、10 件の革新的プロジェクトに対し 3,200 万ドルを資金提供。 
・ 同プロジェクトの目標は、個々の自動車のエネルギー使用量を 20%削減すること。複雑化が進む今
日および将来の自家用車・トラックの接続システムを活用することで、エネルギー効率の大幅な向上
を図る。 
・ コネクテッド自動運転車(Connected and Automated Vehicle: CAV)技術は、車載型またはクラウドベ
ースのセンサー、データ、計算能力を利用して周囲環境に対する処理や反応を改善するもので、標識
や交差点の位置、周囲の車、渋滞エリア等の様々な情報が含まれる。CAV 技術は主に安全性と運転
時の利便性に貢献するが、採択された各プロジェクトはこれをエネルギー使用量の削減に活用する。 
・ 本プログラムおよび各プロジェクトの概要は、関連資料を参照のこと。 

URL:  
https://arpa-e.energy.gov/?q=news-item/department-energy-announces-10-new-projects-i
mprove-connected-and-automated-vehicle  

(関連情報）  

      

同プログラムの詳細 

NEXTCAR 

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

(関連情報）  

      

採択プロジェクトの概要 

Next-Generation Energy Technologies for Connected and Automated On-Road Vehicles (NEXTCAR) 

URL:  
https://arpa-e.energy.gov/sites/default/files/documents/files/NEXTCAR_Project_Descriptio
ns_FINAL.pdf  

 

 

 

 

 

おことわり 

本「海外技術情報」は、NEDO としての公式見解を示すものではありません。 

記載されている内容については情報の正確さについては万全を期しておりますが、内容に誤りのある可能性もあります。NEDOは

利用者が本情報を用いて行う一切の行為について、何ら責任を負うものではありません。 

本技術情報資料の内容の全部又は一部については、私的使用又は引用等著作権法上認められた行為として、適宜の方法により

出所を明示することにより、引用・転載複製を行うことが出来ます。ただし、NEDO以外の出典元が明記されている場合は、それぞれ
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https://arpa-e.energy.gov/?q=news-item/department-energy-announces-10-new-projects-improve-connected-and-automated-vehicle
https://arpa-e.energy.gov/?q=news-item/department-energy-announces-10-new-projects-improve-connected-and-automated-vehicle
https://arpa-e.energy.gov/?q=arpa-e-programs/nextcar
https://arpa-e.energy.gov/sites/default/files/documents/files/NEXTCAR_Project_Descriptions_FINAL.pdf
https://arpa-e.energy.gov/sites/default/files/documents/files/NEXTCAR_Project_Descriptions_FINAL.pdf

