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ｱﾒﾘｶ合衆国・
カーネギーメ
ロン大学 

    2017/2/13 

熱伝導性を備えた引き延ばせるゴム「thubber」を開発 
(Researchers engineer "thubber," a stretchable rubber that packs a thermal conductive punch)  

・ カーネギーメロン大学が、金属のような熱伝導性と生体細胞のような柔軟性で元の長さの 6 倍超に
引き延ばすことができる絶縁複合材料、「thubber」を開発。 
・ 同材料は機械的コンプライアンスとストレッチ性が必要なウェアラブルコンピューティングやソフトロ
ボティクス等のアプリケーションに有用。ランナーが着用して発光する衣類や、けがを治療する温い衣
類等、スポーツ産業や交通等でのアプリケーションが期待。 
・ 熱を効果的に分散する従来の技術は、高出力デバイスを硬い土台に据付ける必要があったが、同
材料は LED照明やコンピュータープロセッサのストレッチャブルな土台として、過熱することなく柔軟性
を要するアプリケーションでの高度なパフォーマンスを可能にする。 
・ 「thubber」の主要な成分は無毒性の液体金属微小滴。このような液体状態が金属を室温下で周囲
のゴムと共に変形させる。引き延ばすことで微小滴が熱を効率的に移動させる延伸された経路を形成
する。金属を含有するが同材料は絶縁体。 
・ 同材料の細片上に LED 照明を取り付けて、ジョギングする人の足に着用する安全灯を実証。また、
同材料で作製した尾で推進する、モーターやギアが不要な魚型ソフトロボットを作製。 
・ フレキシブルなエレクトロニクス分野の進展に伴い、このような材料の必要性は高まっている。サー
マルアクチュエータにより形状変化する、高度に再構築可能なデバイスでの同材料の利用も考えてい
る。 

URL:  
http://www.cmu.edu/me/news/archive/2017/majidi-malen-engineer-thermally-conductive
-rubber.html  

(関連情報）  

      

米国科学アカデミー紀要(PNAS)掲載論文(アブストラクトのみ：全文は有料） 

High thermal conductivity in soft elastomers with elongated liquid metal inclusions 

URL:  http://www.pnas.org/content/early/2017/02/09/1616377114  

  

 

《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・
ﾛｰﾚﾝｽﾘﾊﾞﾓｱ
国立研究所

(LLNL) 

    2017/2/28 

高性能炭素繊維を用いた 3D プリンティング 
(3D printing with high-performance carbon fiber ) 

・ LLNLが世界で初めて航空宇宙グレードの炭素繊維複合材を 3D プリント。 
・ 炭素繊維は軽量ながら、その高い剛性、強度、温度抵抗性のため、航空、自動車産業等において
複合材として流通。従来の炭素繊維複合材の製法による成形品の形状は平板か円柱に限られてお
り、また性能への不安から材料が過剰に補填され、必要以上に部品の重量、コスト、廃棄物が増加。 
・ 今回 LLNL は改良を加えた直接描画(DIW)プロセスにより複雑な 3D 構造体を数体造形。材料を秒
単位で硬化させる新たな反応を開発し(特許出願済み)、さらに同研究所の高性能計算装置を使用しフ
ィラメントの流れを正確にモデル化。 
・ 非ニュートン流体のポリマー樹脂と炭素繊維の分散のシミュレーションを行うため LLNL が開発した
数値コードにより、異なる造形条件下における繊維配向状態の 3D シミュレーションが可能に。最適な
繊維の長さと性能の解明には成功したが、現在は磁力の印加による繊維の並行度向上に関する研
究が進行中。 
・ 大きなブレークスルーとなったのは、熱硬化マトリックス材料を含む特殊な炭素繊維充填インクの開
発。エポキシ樹脂とシアン酸エステルはこの造形プロセスのため入念に設計されたもので、商用の炭
素繊維 3Dプリンティング技術で使用されるナイロンや ABS といった熱可塑性樹脂と比べ、より優れた
機械的性能と熱性能を付与。 
・ DIW プロセスによって、マイクロ構造内の全ての繊維が同じ方向に流れる部品の造形が可能とな
り、他の製法により配向が不揃いになった同様の材料の性能を凌駕。炭素繊維の使用量を2/3にしな
がら、成形品からは同じ材料特性を得ることに成功。 
・ 今後はプロセスの最適化に着手し、性能を最大化させるため最適な炭素繊維の投入位置の算定。
同技術の将来的な展開について、企業や航空宇宙、防衛関連のパートナー機関と協議中。 

URL:  https://www.llnl.gov/news/3d-printing-high-performance-carbon-fiber  

(関連情報）  

      

Scientific Reports 掲載論文(フルテキスト） 

3D-Printing of Meso-structurally Ordered Carbon Fiber/Polymer Composites with Unprecedented 
Orthotropic Physical Properties 

URL:  http://www.nature.com/articles/srep43401  

【電子・情報通信分野】  
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ﾄﾞｲﾂ連邦共和
国・ユーリヒ総
合研究機構

(FZJ) 

    2017/2/7 

高効率Ⅳ族系ヘテロ構造発光体のための SiGeSn 三元合金 
(SiGeSn Ternaries for Efficient Group IV Heterostructure Light Emitters) 

・ FZJ と国際共同研究グループが、Ⅳ族のシリコン(Si)、ゲルマニウム(Ge)、錫(Sn)3 元合金中の Si と
Sn を独立に調整することにより、約 2.6µm までの短波赤外領域における合金のバンドギャップの設計
に成功。多様な合金を生産可能なため、多彩な用途が可能に。 
・ Ⅳ族元素の Si と Ge は今日の電子回路の根幹を成すものだが、効率的な発光ができないことが光
エレクトロニクスの大規模集積化にとっては障害。Si、Ge の混合物に同族元素で比較的重い Sn を加
えることがこの障害を克服させると先行研究にて判明。しかし LED やレーザーといった高効率な発光
デバイスに求められるのは、これに加え、注入された電荷担体を活性領域に閉じ込めて効率的な放
射再結合を誘起するための高バンドギャップ材料。 
・ 研究チームはGeSn/SiGeSn多重量子井戸構造にSiGeSnを障壁材料として実装。CMOS完全互換
の LED プロセスにより、強力な室温発光を実現。次世代の高効率Ⅳ族系光エレクトロニクスでの使用
が現実化。 

URL:  
http://www.fz-juelich.de/pgi/pgi-9/DE/Aktuelles/Meldungen/Dokumente/2017%20SiGeSn%
20Ternaries-DE.html?nn=721054  

(関連情報）  

      

Optica 掲載論文(フルテキスト） 

Short-wave infrared LEDs from GeSn/SiGeSn multiple quantum wells  

URL:  https://www.osapublishing.org/optica/abstract.cfm?uri=optica-4-2-185  

(関連情報）  

      

Small 掲載論文(アブストラクトのみ：全文は有料） 

SiGeSn Ternaries for Efficient Group IV Heterostructure Light Emitters 

URL:  http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/smll.201603321/full  

  

https://www.llnl.gov/news/3d-printing-high-performance-carbon-fiber
http://www.nature.com/articles/srep43401
http://www.fz-juelich.de/pgi/pgi-9/DE/Aktuelles/Meldungen/Dokumente/2017%20SiGeSn%20Ternaries-DE.html?nn=721054
http://www.fz-juelich.de/pgi/pgi-9/DE/Aktuelles/Meldungen/Dokumente/2017%20SiGeSn%20Ternaries-DE.html?nn=721054
https://www.osapublishing.org/optica/abstract.cfm?uri=optica-4-2-185
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/smll.201603321/full
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ｱﾒﾘｶ合衆国・
イリノイ大学 

    2017/2/9 

デュアル機能のナノロッド LED がマルチ機能ディスプレイを創る 
(Dual-function nanorod LEDs could make multifunctional displays) 

・ イリノイ大学が、光を放出・検出できるナノロッド LEDアレーを開発。情報表示以上の新たなインタラ
クティブ機能とマルチタスキングデバイスの実現を後押しし、これまでにないエレクトロニクスのベース
となる可能性が期待。 
・ 薄膜上に直径が 5nmを下回る微細なナノロッドを配置した同 LEDアレーは、可視光を放出・吸収す
る半導体 1 種類と、そこでの電荷の流れを制御する半導体 2 種類の、合計 3 種類の半導体材料から
構成。このような組み合わせが LED アレーの光の放出・検知・反応を可能にする。 
・ 同 LED アレーでの光の放出と検出の急速な切り替えは、標準的なディスプレイのリフレッシュレート
の 1/100の速さで人間の目には識別が不可能。同 LEDアレーを使ったディスプレイでは、環境中の照
明にピクセル毎に反応して自動的にディスプレイの明暗を調整する等、光への様々な反応性がプログ
ラムできる。 
・ 研究者らは自動的な明暗調整するピクセルや、タッチレスジェスチャーへの反応や物体を識別する
インタラクティブなディスプレイに統合できる、指を近づけると反応するピクセルを実証。さらに、光によ
る文字入力やドローイング用のスマートなホワイトボードやタブレット等のベースとなる、レーザースタ
イラスに反応するアレーも実証。同 LED アレーが光を電気に変換できることも発見。 
・ 完全なエネルギー自己供給可能なディスプレイの実現にはさらに研究が必要だが、LED 性能を損
なわずにエネルギー捕獲特性を向上し、ディスプレイの電力の大部分をアレーから供給するようにで
きると考えている。 
・ また、大型の並列コミュニケーションアレーとして LEDディスプレイ同士のインタラクションも可能。ブ
ルートゥースのようなデバイス・トゥー・デバイス技術に比して遅くなるが、それらのシリアルな技術と異
なり、向かい合った 2 枚の LEDアレーでは画面上のピクセルと同等のビット数で通信できる。 
・ 今回は全て赤色 LED アレーで実証。次は赤、青、緑のピクセルで 3 色ディスプレイを作る方法を開
発し、またナノロッドの構造を調整して光の捕獲能力を向上させる。 

URL:  https://news.illinois.edu/blog/view/6367/461493  

(関連情報）  

      

Science 掲載論文(アブストラクトのみ：全文は有料） 

Double-heterojunction nanorod light-responsive LEDs for display applications 

URL:  http://science.sciencemag.org/content/355/6325/616  
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ｱﾒﾘｶ合衆国・
テキサス大学
ダラス校(UT 

Dallas) 

    2017/2/15 

原子間力顕微鏡をコインサイズのデバイスに小型化 
(Jonsson School Engineers Shrink Microscope to Dime-sized Device) 

・ UT Dallas が、チップ上に原子間力顕微鏡(AFM)を作製。材料特性研究用ハイテクデバイスのサイ
ズと価格の大幅な低減が期待。 
・ 標準的な AFM は、マルチプルコントロールループ等を備えた大型でかさ張る機器。このような電気
機械的コンポーネントを一枚の小さなチップ上に小型化した。 
・ AFM では、微細なカンチレバーの尖った先端部と試料の間の相互作用力により試料表面の輪郭を
なぞりながらカンチレバーが上下に動き、この動きがナノスケールの詳細な 3D 画像に変換される。 
・ 同大学は MEMS のアプローチを利用してオンチップ AFM のプロトタイプを作製。スマートフォンの加
速度計やジャイロスコープ等、かつては大型で高価なデバイスが MEMS 技術により単一チップ上に小
型化され、1 個数ドル程度での製造が可能になっている。 
・ 同オンチップ AFM はサイズが 1cm 四方で、電気回路やセンサー等、デバイスの挙動等を制御する
小型化コンポーネントを含むクレジットカードの 1/2 サイズのプリント回路基板に取り付けられたもの。 
・ 従来の AFM の作動モードでは、試料や先端部の損傷が問題になることがあるが、オンチップ AFM
では、カンチレバーと先端部が試料に対して上下に振動し、先端部が試料表面への接触・離昇を交互
する「タッピングモード」で作動。探針が試料を走査しながらフィードバックループが振動の高さを維持
して画像を構築する。 
・ 従来の AFMは、教育用が約 3万～4万ドル、研究室用が約 50万ドル超だが、MEMSアプローチを
利用した同オンチップ AFM は数千ドルでの製造が可能。 
・ このようなサイズと価格の大幅な低減により、例えば AFM のアレーを使ってウェハーの表面を調べ
て出荷前に微小な欠陥を発見する等、現在の科学技術アプリケーション以外での利用の可能性も。
研究チームは同デバイス製造方法の改善と合理化に取り掛かっている。 

URL:  
http://www.utdallas.edu/news/2017/2/15-32432_Jonsson-School-Engineers-Shrink-Micro
scope-to-Dime_story-wide.html?WT.mc_id=NewsHomePageCenterColumn  

(関連情報）  

      

Journal of Microelectromechanical Systems 掲載論文(アブストラクトのみ：全文は有料） 

On-Chip Dynamic Mode Atomic Force Microscopy: A Silicon-on-Insulator MEMS Approach 

URL:  http://ieeexplore.ieee.org/document/7775031/  

  

https://news.illinois.edu/blog/view/6367/461493
http://science.sciencemag.org/content/355/6325/616
http://www.utdallas.edu/news/2017/2/15-32432_Jonsson-School-Engineers-Shrink-Microscope-to-Dime_story-wide.html?WT.mc_id=NewsHomePageCenterColumn
http://www.utdallas.edu/news/2017/2/15-32432_Jonsson-School-Engineers-Shrink-Microscope-to-Dime_story-wide.html?WT.mc_id=NewsHomePageCenterColumn
http://ieeexplore.ieee.org/document/7775031/
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ｱﾒﾘｶ合衆国・
スタンフォード

大学 

    2017/2/20 

スタンフォード大学がニューラルネットワークコンピューティング用の高性能・低エネルギーの人工シ
ナプスを開発 
Stanford researchers create a high-performance, low-energy artificial synapse for neural network 
computing) 

・ スタンフォード大学はサンディア国立研究所と共同で、有機人工シナプスを新たに開発。 
・ この有機シナプスは実際のシナプスのように機能するこれまでにない構造をもつ完全に新しいタイ
プの有機電子デバイス。情報を別途処理してメモリに記憶させる従来のコンピューティングに比して消
費エネルギーを大幅に低減。視覚・聴覚信号によるコンピューティングで作動する、人間の脳により近
いコンピュータの一部として機能することが期待され、脳を模倣する現在のニューラル・ネットワークの
シミュレーションを超えたニューラル・ネットワークの構築を目指す。 
・ 同人工シナプスは、3 個のターミナルをもつ薄くフレキシブルな 2 枚のフィルムを塩水の電解質でつ
ないだ蓄電池設計をベースとしたもの。1 個のターミナルが他 2 個のターミナル間の電流の流れを制
御するトランジスタとして作動する。 
・ 学習を通じた人間の脳の神経経路強化のように充放電の繰り返しにより人工シナプスをプログラム
する。このトレーニングにより、シナプスを特定の電気状態にしてその状態を維持するのに必要な電圧
を不確定性の 1%以内で予測。電源オフ前に作業をハードドライブに記憶させる一般的なコンピュータ
とは異なり、人工シナプスは追加的な動作やパーツ無しでプログラミングを呼び戻せる。 
・ 今回作製したのは 1 個の人工シナプスだが、同シナプスの実験からの 1 万 5 千件の測定結果を使
用して同人工シナプスのアレーの動作をニューラル・ネットワークでシミュレート。0から 9までの手書き
の数字を認識するネットワークの能力を 3 つのデータセットで試験した結果、93～97%の正確さで認
識。同人工シナプスは従来のコンピュータが不得意とする信号認識・分類に適する。 
・ 同人工シナプスはニューロン型コンピューティングモデルに有用な 500状態のプログラムに成功。状
態の切り替えに必要なエネルギーは、最先端コンピューティングシステムが処理装置からメモリにデ
ータを移動させるエネルギーの 1/10。しかしこれは生体シナプス発火の最低限エネルギーの 1万倍。 
・ 同人工シナプスの大部分は、脳の化学物質に適合する水素と炭素から構成。同材料にセルを成長
させて神経伝達の人工ポンプ作製に利用。同人工シナプスに印加する電圧は、人間の脳のニューロ
ンでかかるものと同等。 
・ また、実際のニューロンとの通信が可能なため BMI(ブレイン・マシーン・インターフェース）やその柔
軟性から生体環境での利用も可能。生体利用に向け実際の人工シナプスアレーを構築してさらに研
究・試験を実施する予定。 

URL:  http://news.stanford.edu/2017/02/20/artificial-synapse-neural-networks/   

(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 non-volatile organic electrochemical device as a low-voltage artificial synapse for neuromorphic 
computing 

URL:  http://www.nature.com/nmat/journal/vaop/ncurrent/full/nmat4856.html  
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欧州連合(EU)
・ Horizon 

2020 

    2017/3/8 

拡張現実サージカルバイザーが医師を支援 
(Augmented reality visor to assist doctors) 

・ Horizon 2020 が支援する「VOSTARS (Video Optical See-Through Augmented Reality surgical 
System)」プロジェクトにおいて、手術中の患者の X 線画像や生体情報等を外科医の視界に重ね合わ
せて表示する医療用バイザーを開発中。 
・ 同バイザーを利用すれば、細心の注意を要する手術の最中に医師が患者から視線を外してデータ
を確認する必要がなくなる。同プロジェクトおよびコーディネーターを務めるイタリア・ピサ大学研究者
の予測では、手術精度の大幅な向上と、麻酔時間の短縮（11%以上）が可能。 
・ 同バイザーには小型の高輝度マイクロディスプレイと LED 光導波路が組込まれており、2 次元の X
線画像を着用者の視界に投影。頭部装着型カメラで外科医の視点を捉え、その映像をリアルタイムの
患者データと統合する。 
・ 本プロジェクトの期間は 3年間。2018年 5月までに実際に使用できるプロトタイプ完成を目指す。数
多くの手術でテスト使用を実施した後、3 年後にはエンドユーザーの利用開始、2022 年には大量生産
を実現したい考え。 

URL:  http://horizon2020projects.com/sc-health/augmented-reality-visor-to-assist-doctors/  

(関連情報）  

      

VOSTARS プロジェクトのウェブサイト 

VOSTARS 

URL:  http://www.vostars.eu/  

  

http://news.stanford.edu/2017/02/20/artificial-synapse-neural-networks/
http://www.nature.com/nmat/journal/vaop/ncurrent/full/nmat4856.html
http://horizon2020projects.com/sc-health/augmented-reality-visor-to-assist-doctors/
http://www.vostars.eu/
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36-8 

ﾄﾞｲﾂ連邦共和
国・ミュンヘン
工科大学 

    2017/3/8 

高分子被覆シリコンナノシートがグラフェンの代替に  
ナノエレクトロニクスに向けた完璧なチーム 
(Polymer-coated silicon nanosheets as alternative to graphene  
A perfect team for nanoelectronics) 

・ TUMが、プロセスが容易で耐UV性を備える、シリコンナノシートと高分子を組み合わせた複合材料
を初めて作製。 
・ 炭素と同様にシリコンは 1 原子厚の層を形成。この層はグラフェン同様、群を抜くオプトエレクトロニ
クス特性を有しており、シリコンナノシートはフレキシブル・ディスプレイ、電界効果トランジスタ、光検
出器等のナノエレクトロニクスに適用される可能性も。さらにそのリチウムイオンの貯蔵能力から、リチ
ウム蓄電池の負極材としても検討の対象。しかしナノシートは非常に繊細で、紫外線に曝されると急
激に分解。このことがナノシートの用途を著しく制限。 
・ 研究チームはシリコンナノシートを高分子に埋め込むことで、ナノシートを劣化、酸化から保護。この
複合材は両者の長所を備え、ポリマーマトリックスは紫外線領域の光を吸収し、ナノシートを固定。高
分子の特性を付与すると同時に、ナノシートの優れたオプトエレクトロニクス特性は維持。外部からの
影響に対する同材料の柔軟性と耐久性は、標準的な高分子技術を用いる工業的な加工に耐え得るも
の。 
・ 同材料を金コンタクトで表面を被覆した二酸化ケイ素上に積載した光検出器の構築に成功。このよ
うなナノエレクトロニクス検出器は面積が極小であることから、大幅な省スペース、省エネルギーを実
現。 

URL:  https://www.tum.de/en/about-tum/news/press-releases/detail/article/33796/  

(関連情報）  

      

Journal of Physics D: Applied Physics(アブストラクトのみ：全文は有料） 

Polymer-silicon nanosheet composites: bridging the way to optoelectronic applications 

URL:  http://iopscience.iop.org/article/10.1088/1361-6463/aa5005/pdf  

(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） 

One-Step Synthesis of Photoluminescent Covalent Polymeric Nanocomposites from 2D Silicon 
Nanosheets 

URL:  http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/adfm.201602137/abstract  

36-9 

ｱﾒﾘｶ合衆国・
スタンフォード

大学 

    2017/3/10 

スタンフォード大学がスープ添加物を用いて伸縮性のプラスチック電極を作製 
(So long stiffness: Stanford engineers use soup additive to create a stretchable plastic electrode) 

・ スタンフォード大学が、ゴムのように伸び縮みするプラスチック電極を開発。プラスチックを化学修飾
することで、伸縮性を持たせるとともに導電性をわずかに向上させて、柔らかくフレキシブルな電極の
プロトタイプを作製。同電極はヒトの神経線維に適合するため、ブレーン・インターフェース等のインプ
ランタブル・エレクトロニクスで利用できる可能性。 
・ 同研究チームは、高導電性と生体適合性を兼ね備えるプラスチック材料を分子レベルで観察。同材
料を構成する 2 種のポリマー間の強い結合を分離できれば伸縮が可能になるとの仮説に基づき、20
種超の分子添加剤を用いて検証。その結果、スープにとろみを加える添加物に類似した分子添加剤
が、同材料の塊状の脆い分子構造を網目状のパターンに変化させることを発見。変性後の同材料を
検証したところ、元の長さの2倍に引き伸ばすと導電性がわずかに向上。8倍に引き伸ばしても高い導
電性を維持した。 

URL:  http://news.stanford.edu/2017/03/10/stretchy-electrode-paves-way-flexible-electronics/  

(関連情報）  

      

Science Advances 掲載論文(フルテキスト） 

A highly stretchable, transparent, and conductive polymer 

URL:  http://advances.sciencemag.org/content/3/3/e1602076.full  

36-10 

ｱﾒﾘｶ合衆国・
国防総省国防
高等研究計画
局(DARPA) 

    2017/3/16 

未開拓のトランジスタ領域を切り開く 
(Bushwhacking into Unexplored Transistor Territories) 

・ DARPAが、次世代半導体材料と革新的なトランジスタ設計の開発を目指す新プログラム「Dynamic 
Range-enhanced Electronics and Materials (DREaM)」を発表。 

・ 本プログラムは、これまで不可避と考えられてきた RF トランジスタの性能トレードオフに挑戦する。
具体的には、信号電力、出力効率、周波数帯域、リニアリティの 4 要素の全てを兼ね備えたトランジス

タの開発を目指す。 
・ 同プログラムでは、複合酸化物等の超広帯域材料を始めとする様々な材料の研究を通じて、既知

の材料よりも大きな電荷量・電圧に対応可能な新材料の開発に注力。 
・ さらに、これと並行して、非平面トランジスタやカーボンナノチューブを用いた繊維状トランジスタ等、

広範な信号周波数帯域におけるリニアリティ向上に資する新たなトランジスタ構造を探求する。 

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

  

https://www.tum.de/en/about-tum/news/press-releases/detail/article/33796/
http://iopscience.iop.org/article/10.1088/1361-6463/aa5005/pdf
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/adfm.201602137/abstract
http://news.stanford.edu/2017/03/10/stretchy-electrode-paves-way-flexible-electronics/
http://advances.sciencemag.org/content/3/3/e1602076.full
http://www.darpa.mil/news-events/2017-03-16a
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【環境・省資源分野】  

36-11 

ﾄﾞｲﾂ連邦共和
国・ミュンヘン
大学（LMU） 

    2017/3/10 

自然のメカニズムに学ぶ 
(Learning from nature) 

・ LMU、マックスプランク固体研究所と共同研究チームが、グラファイト状のネットワーク構造を持つ炭
化窒素ベースの高分子を開発。他のどの合成材料よりも光合成生物に近いメカニズムにより、水から
の光駆動型水素製造において不可欠な工程を担う。 
・ 新材料は光合成における明反応と暗反応の分離を実現。材料が光エネルギーを吸収することで電
子供与体から抽出された高エネルギーの電子は、深い青色の長寿命ラジカルとして貯蔵され、数時
間この準位を維持。この電子は水素生成助触媒の添加により放出。 
・ 同材料の電子貯蔵・オンデマンド放出の能力は、太陽光に依らず、暗所でも水素ガスを生成。光還
元と水の水素分子への触媒変換プロセスが同一の材料で行われることは、これまでの電荷担体の生
成と消費が不可分なシステム、または(生物の光合成のように)エネルギーを回収して NAPDH や ATP
分子に蓄積できるよう移動電子が複雑な電子伝達系を経なければならないシステムに対して大いに
優位。 
・ この高分子の製造は容易で安価。研究チームは今後、持続可能なエネルギーの供給が必要に応
じて可能な太陽エネルギー貯蔵システムの実用化を目指す。 

URL:  http://www.en.uni-muenchen.de/news/newsarchiv/2016/lotsch_photosynthesis.html  

(関連情報）  

      

Angewandte Chemie International Edition 掲載論文（フルテキスト） 

Dark Photocatalysis: Storage of Solar Energy in Carbon Nitride for Time-Delayed Hydrogen 
Generation 

URL:  http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/anie.201608553/abstract  

【バイオテクノロジー分野】  

36-12 

ｱﾒﾘｶ合衆国・
ﾏｻﾁｭｰｾｯﾂ工
科大学(MIT) 

    2017/2/13 

化学エンジニアらがバクテリアの生産性を向上させる 
(Chemical engineers boost bacteria’s productivity) 

・ MIT は、バクテリア内で競合する代謝経路を閉鎖することでナイロンや洗剤の前駆体であるグルカ
ル酸の生成量を大幅に増加させる遺伝子スイッチを新たに設計。 
・ 微生物細胞の遺伝子操作により単糖から多様な化学物質を生成できるが、微生物細胞はこのよう
な糖を自己の成長と繁殖に利用してしまう。そのため高い生産性を提供する成長状態にあり、さらに
目的の化学物質の大量生成に充分な糖を経路に送ることのできるシステムを作ることが課題。また、
競合する代謝経路が細胞の成長に必要な場合、代謝経路の閉鎖により個体群のサイズが制限され
て物質生成量に影響するため、閉鎖のタイミングが重要。 
・ 同大学は以前、大腸菌にイースト、マウス、及びシュードモナス・シリンガエの菌株の遺伝子を取り
入れることでグルコース-6-リン酸をグルカル酸に変換。しかし、グルコース-6-リン酸は、グルコース
を分解して細胞の成長と繁殖に必要なエネルギーに変換する代謝経路の中間体だった。そのため、
グルコース-6-リン酸を別の代謝経路に転換し、最適なバクテリアの成長状態を見計らって、化学物質
の添加やプロセスの変更無くグルコース代謝経路を閉鎖する必要があった。 
・ 同大学は、様々な細菌の個体群の密度に応じて遺伝子制御を調整するクオラムセンシングを活用
することでこれに対処。グルカル酸生成遺伝子を添加するだけでなく、各細胞に AHL と呼ばれる小分
子を合成するタンパク質を生成させた。細胞を取り巻く AHL 濃度が特定のレベルに達すると、細胞に
よるホスホフルクトキナーゼ(PfK)と呼ばれる酵素の生成を停止させる。 
・ PfK はグルコース分解経路の一部で、この生成が停止するとグルコース-6-リン酸が蓄積され、グ
ルカル酸を生成する別の経路に転換される。様々な速度で AHL を生成する細胞のライブラリを構築
し、PfK 生成停止の最適なタイミングを特定。 
・ このようなスイッチを利用することで、1 リットルのバクテリア毎に 0.8g のグルカル酸を生成。グルカ
ル酸生成に遺伝子組換えしたがスイッチをもたないものではほとんど生成しなかった。遺伝子回路に
他の遺伝子を遮断させることができるため、このスイッチは遺伝子操作した他の代謝経路でも利用が
可能。シキミ酸を生成する代謝経路でこのスイッチを試験し、有効性を実証。 
・ 次には一つの代謝経路をオンにする一方で他の代謝経路をオフにする、自律的制御のマルチレイ
ヤーの構築を目指す。 

URL:  http://news.mit.edu/2017/chemical-engineers-boost-bacteria-productivity-0213  

(関連情報）  

      

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

Dynamic regulation of metabolic flux in engineered bacteria using a pathway-independent 
quorum-sensing circuit 

URL:  http://www.nature.com/nbt/journal/v35/n3/full/nbt.3796.html  

  

http://www.en.uni-muenchen.de/news/newsarchiv/2016/lotsch_photosynthesis.html
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/anie.201608553/abstract
http://news.mit.edu/2017/chemical-engineers-boost-bacteria-productivity-0213
http://www.nature.com/nbt/journal/v35/n3/full/nbt.3796.html
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36-13 

ｱﾒﾘｶ合衆国・
ﾏｻﾁｭｰｾｯﾂ工
科大学(MIT) 

    2017/2/14 

指先のリビングセンサー 
(Living sensors at your fingertips) 

・ MIT が、強靭な伸縮性・生体適合性のハイドロゲルシートに特定化学物質に接触すると発光するよ
うに遺伝子プログラムした生細胞を注入したリビングセンサーを開発。環境下・人体での化学物質セン
シング性能を実証。 
・ 化学物質で汚染された表面に触れると発光する指サック付きゴム手袋と、人間の皮膚上の化学物
質に押し付けると発光する絆創膏のウェアラブルセンサーを作製。犯行現場での検査・法科学から汚
染のモニタリング・医療診断まで幅広いアプリケーションで多様な化学物質や汚染物質を検出できる
よう、注入するバクテリアの種類を変えることで調整できる。 
・ 同センサーを開発した MIT の Synthetic Biology（合成生物学 ）グループでは、大腸菌等の生細胞
の一部を遺伝子的に再プログラミングし、電子回路のロジックステップのようにそれらが順序通りに共
同で機能するバイオロジカル回路の開発を専門としている。 
・ これまで、プログラムした細胞の実証は細胞の生命と活動の維持に必要な栄養レベルが制御でき
るシャーレ内等に限られており、デバイス中で生細胞の機能を維持する方法と生細胞を材料中に留め
る方法の開発が課題であった。 
・ 95%が水分を占めるハイドロゲルは生細胞の維持に最適であるだけでなく、繰り返し引き伸ばしても
破損せずに細胞を内包。3D プリンティングと微小形成技術を用いてハイドロゲル層に狭小なチャネル
を作製し、それを酸素孔をもつエラストマー層と合体させてハイドロゲルのチャネルにプログラムした
大腸菌細胞を注入。その後この材料を栄養素に浸して細胞の生命と活動を数日間維持した。同ハイド
ロゲルは MITの Soft Active Materials Laboratory が開発。 
・ 4 本のチャネルがそれぞれ特定の化学化合物に反応して緑色に発光するハイドロゲルシート、ラム
ノース(天然の糖の一種）に反応して発光するハイドロゲル絆創膏、さらに指サックの渦巻型のチャネ
ルがそれぞれ化学化合物に反応して発光するゴム手袋で同材料の機能を実証。また、このような生
体材料とデバイスの効率的な設計を支援する理論モデルも開発。 
・最終的にはこのような生体材料を用いた手袋やゴム底や、感染や疾病の兆候を検出する衣類等の
商品製造を構想。 

URL:  http://news.mit.edu/2017/living-sensors-your-fingertips-0215  

(関連情報）  

      

米国科学アカデミー紀要(PNAS)掲載論文(アブストラクトのみ：全文は有料） 

Stretchable living materials and devices with hydrogel–elastomer hybrids hosting programmed cells 

URL:  http://www.pnas.org/content/early/2017/02/14/1618307114  

36-14 

ﾄﾞｲﾂ連邦共和
国・エバーハ
ルト・カール大
学テュービン

ゲン 

    2017/3/9 

環境研究チームが水質検査用バイオセンサーを新たに開発 
(Environmental researchers are developing new biosensors for testing water) 

・ テュービンゲン大学が参加する学際的研究チームが、新たに細胞ベースのバイオセンサーを開
発。水中の2種類の医薬品成分（βブロッカー、非ステロイド性抗炎症薬（NSAIDs））のリアルタイム、低
濃度測定が可能。 
・ 今日、下水処理施設には排水経由で大量の医薬品成分が堆積。これらは通常十分に除去すること
ができないため、表層水中の生物は薬品の混合物に曝されることに。わずか数μg/Lでも魚類にとって
有害な副作用を発生。 
・ ドイツ環境庁(UBA)の資金提供による共同プロジェクト“EffPharm”の下、マンハイム専門大学
(Mannheim University of Applied Sciences)が同センサーの開発に成功。テュービンゲン大学にて実証
試験を実施。 
・ 同センサーは、これまで複雑で時間のかかる化学分析により検出されていた化合物の多くを捕捉。
バイオセンサー細胞株が水試料中の薬品に触れると、数秒の間に蛍光信号が発現。信号の発生まで
に数時間を要する従来のレポーター遺伝子アッセイと対照的に、同センサーはリアルタイムで化学物
質の効果を検知するため、紛らわしい情報の発信を回避。 
・ この検出メカニズムから、同センサーは未知のβブロッカーや NSAIDsを、正確な化学構造を認識せ
ずとも検知することが可能。 

URL:  
http://www.uni-tuebingen.de/en/news/press-releases/press-releases/article/umweltforsc
her-entwickeln-neue-biosensoren-fuer-gewaesserkontrolle.html  

(関連情報）  

      

Water Research 掲載論文(アブストラクトのみ：全文は有料） 

Two novel real time cell-based assays quantify beta-blocker and NSAID specific effects in effluents of 
municipal wastewater treatment plants 

URL:  http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0043135417301288  

  

http://news.mit.edu/2017/living-sensors-your-fingertips-0215
http://www.pnas.org/content/early/2017/02/14/1618307114
http://www.uni-tuebingen.de/en/news/press-releases/press-releases/article/umweltforscher-entwickeln-neue-biosensoren-fuer-gewaesserkontrolle.html
http://www.uni-tuebingen.de/en/news/press-releases/press-releases/article/umweltforscher-entwickeln-neue-biosensoren-fuer-gewaesserkontrolle.html
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0043135417301288
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【蓄電池・ｴﾈﾙｷﾞｰｼｽﾃﾑ分野】  

36-15 

中華人民共和
国・中国科学
技術大学 
(USTC) 

    2017/3/15 

長寿命・高出力特性のナトリウムイオン蓄電池を実現 
(Scientists Realize Sodium-ion Battery with Long Life Cycle and High Rate Capability) 

・ 中国科学院・USTCが、優れた電気化学的性能を有するナトリウムイオン蓄電池向けリン系アノード
材を開発。 
・ 赤リンはナトリウムイオン蓄電池のアノード材として期待されている。同研究チームは、以前の研究
で赤リンを高秩序メソポーラス炭素材料に充填して、リチウム・ナトリウムイオン貯蔵性能を改善した。 
・ 今回の研究では、金属有機構造体(MOF)由来の窒素ドープ細孔性炭素マトリックスにナノサイズの
アモルファス赤リンを閉じ込めることで、リン系アノード材のナトリウムイオン貯蔵性能を大幅に向上。
同アノードを使用したナトリウムイオン蓄電池は高い可逆比容量（0.15A/g で～600mAh/g）と、高電流
密度下での長い動作寿命（1A/g・1,000 サイクル後で～450mAh/g）を示した。 
・ 同材料の設計は、次世代ナトリウムイオン蓄電池の他、効率的なイオン輸送・電子輸送を必要とす
るエネルギー貯蔵材料にも適用できる可能性。 

URL:  http://english.cas.cn/newsroom/research_news/201703/t20170315_174915.shtml  

(関連情報）  

      

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

Confined Amorphous Red Phosphorus in MOF-Derived N-Doped Microporous Carbon as a Superior 
Anode for Sodium-Ion Battery 

URL:  http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/adma.201605820/full  

36-16 

中華人民共和
国・大連化学
物理研究所 

(DICP) 

    2017/3/15 

大連化学物理研究所が高効率・高耐久性のプロトン交換膜型燃料電池向けナノ構造極薄触媒層を
開発 
(DICP Researchers Construct Nanostructured Ultrathin Catalyst Layer for PEMFCs with improved 
Efficiency and Durability) 

・ 中国科学院・DICP が、世界で初めてオープンウォール型の白金-コバルトバイメタリックナノチュー
ブアレーから触媒層付電解質膜(Catalyst Coated Membrane: CCM)を作製。白金使用量が極めて少な
いプロトン交換膜型燃料電池(PEMFC)用電極材料の開発に向けて大きく前進。 
・ オープンウォール構造の同ナノチューブは、反応物質に触れると内部表面・外部表面のいずれにお
いても電気化学反応が生じる。同研究チームは、簡便な転写法で同ナノチューブアレーから触媒層を
作製。高分子電解質バインダーと炭素担体を除去することで、膜電極接合体(membrane electrode 
assembly: MEA)の耐久性を向上。 
・ 今回開発された MEA の単位白金量当たりの出力密度は、従来の Pt/C ベース MEA に比して 1.7
倍。耐久性についても、従来型 MEAをはるかに上回ることを確認。 

URL:  http://english.cas.cn/newsroom/research_news/201703/t20170315_174907.shtml  

(関連情報）  

      

Nano Energy 掲載論文(アブストラクトのみ：全文は有料） 

Nanostructured ultrathin catalyst layer based on open-walled PtCo bimetallic nanotube arrays for 
proton exchange membrane fuel cells 

URL:  http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2211285517301179  

  

http://english.cas.cn/newsroom/research_news/201703/t20170315_174915.shtml
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/adma.201605820/full
http://english.cas.cn/newsroom/research_news/201703/t20170315_174907.shtml
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2211285517301179
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【新エネルギー分野(太陽光発電）】  

36-17 

カナダ・トロン
ト大学 

    2017/2/16 

プリントできる太陽電池実現に近づく 
（Printable solar cells just got a little closer） 

・ トロント大学が、ペロブスカイト太陽電池の発電において重要な役割を担うキャリア選択層(electron 
selective layer: ESL)を低温度で製造する方法を開発。 
・ 太陽エネルギーで励起された電子が結晶中から抽出される ESL は、500℃を超える高温で粉末か
ら製造するため、フレキシブルな樹脂シートや完成したシリコン太陽電池と組み合わせた製造が不可
能だった。 
・ 化学反応を利用した新方法により、溶液中でナノ粒子から構成される ESL を電極表面上に直接成
長させた。全体のプロセスは熱利用でも 150℃を下回り、ほとんどの樹脂の融解温度以下。 
・ 塩素原子でコーティングしたナノ粒子によりペロブスカイト層と強力に結合させて電子の効率的な抽
出を可能にした。これにより、低温度プロセス技術では最高記録である 20.1%のエネルギー変換効率
を達成(従来の高温度プロセスでは 22.1%)。また、500 時間使用後でも効率性の 90%を維持。 
・ このような低温度プロセスで作製できるペロブスカイト太陽電池により、発電するスマートフォンのカ
バーや窓等アプリケーションの多様化が期待。シリコンにペロブスカイト太陽電池を直接塗布したハイ
ブリッド太陽電池の効率が 30%を上回るようになれば、太陽エネルギー利用がより経済的な選択肢に
なると考える。 

URL:  https://www.ece.utoronto.ca/news/printable-solar-cells-just-got-little-closer/  

(関連情報）  

      

Science 掲載論文(アブストラクトのみ：全文は有料） 

Efficient and stable solution-processed planar perovskite solar cells via contact passivation 

URL:  http://science.sciencemag.org/content/355/6326/722  

36-18 

欧州連合
（EU） 

CORDIS 

    2017/3/7 

太陽光発電の低価格化を可能にする新たな太陽電池製造プロセス 
(New process for manufacturing PV cells means cheaper solar power) 

・ EU が支援する「SOLNOWAT」プロジェクトが、革新的な乾式工程による太陽電池製造法を開発。高
価で非効率的な従来の湿式化学工程の代わりに大気圧ドライエッチング技術を利用することで、コス
ト低減と製造速度向上が可能に。 
・ ドライエッチングのシリコン除去量はウェットエッチングに比して少ないため、完成したセルは色が濃
く、非常に効率的に太陽光を吸収。地球温暖化係数(GWP)ゼロを実現した。 
・ 本研究の核心は、温室効果ガスを生成しないエッチング反応を用いたドライエッチング工程の開
発。熱活性化されたエッチングガス（フッ素）を化学エッチングリアクター内で使用することで、プラズマ
・真空装置が不要に。最大 25%のコスト削減を見込む。 
・ 本プロジェクトが終了した 2013年以降、スピンアウト企業のNines PV社が同技術の市場を開拓中。
業界の主要企業数社が興味を示している。 

URL:  http://cordis.europa.eu/news/rcn/127679_en.html  

(関連情報）  

      

SOLNOWAT プロジェクトのウェブサイト 

Nines PV SOLNOWAT 

URL:  http://www.nines-pv.com/solnowat  

36-19 

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) 

    2017/3/14 

超薄膜 CIGS 系太陽電池高効率化の方法 
(How to increase efficiencies of ultrathin CIGSe solar cells)               

・ ヘルムホルツセンター・ベルリン研究所とオランダ原子分子国立研究所(AMOLF)が共同で、超薄膜
CIGS太陽電池の光捕集に、シリカにより表面にナノパターンを形成した ITO膜から構成される裏面電
極を設計し、同電池の光吸収率の低下を防ぐ方法を実証。 
・ 現在 CIGS 系太陽電池の変換効率の最高値は研究室レベルで 22.6%。広く普及するシリコン系モジ
ュールに対し優位性も存在。一般的に 2～3μm に薄膜化し、大量生産による希少な元素、インジウム
(In)の供給に及ぼし得る影響へ対応。厚さ 0.5μm 以下の「超薄膜」では In の使用は大幅に削減される
が、光吸収率と、結果的に変換効率が著しく低下。 
・ 背面反射体と反射防止膜を組み合わせた上で、今回開発の 0.39μm の CIGS 膜を備えるセルは短
絡電流密度 34.0 mA/cm2 を記録。これは超薄膜 CIGS 太陽電池としてはこれまでで最高の数値で、
厚い薄膜 CIGS 電池の短絡電流密度の最高値の 93%に相当。同時にナノ構造の裏面電極によりセル
の電気性能が向上し、同じ厚さの平面セルに対して 47%高い変換効率を実現。 
・ この成果は、ナノ構造の形成が超薄膜 CIGS 太陽電池にとって光学的にも電気的にも有効であり、
少ない材料使用量での高効率化に繋がることを示唆。 

URL:  http://www.helmholtz-berlin.de/pubbin/news_seite?nid=14631&sprache=en&typoid=49880  

(関連情報）  

      

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

Solar Cells: Optoelectronic Enhancement of Ultrathin CuIn1–xGaxSe2 Solar Cells by Nanophotonic 
Contacts  

URL:  http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/adom.201600637/full  

https://www.ece.utoronto.ca/news/printable-solar-cells-just-got-little-closer/
http://science.sciencemag.org/content/355/6326/722
http://cordis.europa.eu/news/rcn/127679_en.html
http://www.nines-pv.com/solnowat
http://www.helmholtz-berlin.de/pubbin/news_seite?nid=14631&sprache=en&typoid=49880
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/adom.201600637/full
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【新エネルギー分野(バイオマス)】  

36-20 

ｱﾒﾘｶ合衆国・
ｻﾝﾃﾞｨｱ国立
研究所(SNL) 

    2017/3/6 

ガソリンスタンドの藻類 
(Plants at the pump) 

・ サンディア国立研究所(SNL)はロスアラモス(LANL)、パシフィックノースウェスト((PNNL)、再生可能
エネルギー(NREL)の各国立研究所及びアリゾナ州立大学(ASU)と共同で、バイオ燃料用の藻類株の
捕食菌や病原菌に対する耐性を試験し、藻類池が崩壊するタイミングを調査する研究を実施中。 
・ 本研究は、最も耐性が高く、商業利用に期待できる藻類株の特定を目的とした 6 百万ドルプロジェ
ク トの Development of Integrated Screening, Cultivar Optimization and Validation Research 
(DISCOVR)の一環。 
・ 藻類は再生可能なバイオ燃料源として期待されているが、藻類池の崩壊により、現在藻類ファーム
の生産の推定30%が毎年失われている。SNLは、独自の1,000リットル規模の屋内藻類水路設備、「ク
ラッシュラボ」にて、微生物や薬剤を使用し、藻類池の汚染の恐れから産業レベルではできない試験
を実施中。 
・ 多様な藻類株を最も速く消滅させる害敵を特定するため、多様な寄生菌、バクテリアや病原菌等を
培養。特に最も脅威となる捕食者がワムシ(輪形動物）で、1 分当たり 200 個の藻類細胞を捕食。
132,000 ガロン規模の健全な商用池を 48 時間以内に崩壊させる。 
・ 藻類池の環境崩壊試験は、生存統計のベースラインとしてナンノクロロプシス（同微細藻は養魚場
でのワムシの餌料）を使用して 3 月に開始。様々な屋外環境を再現する光線と温度下のクラッシュラ
ボで 15 種類の藻類株について試験予定。最も強靭な藻類でも感染には弱く、池が崩壊する前の感染
検知が重要。 
・ 早期の崩壊検知には、病原菌や捕食菌の存在を示す反射光で池の微妙な変化を観測する分光放
射モニタリング技術を利用。藻類の物理的・化学的特性に伴う微妙な色の変化を検出し、池の密度と
全体的な健全性を判断できる。 
・ 同モニタリング技術の最大の利点は、研究室での分析無しでリアルタイム観測できること。以前は
池と研究室の往来に時間を取られていたが、同モニタリング技術では 5 分毎に自動で池を観測する。 
・ SNLでのこのような病原菌耐性調査の他、PNNLでは多様な環境条件下で成長させた 10種類の藻
類株のバイオマス生産速度を定量化し、NREL ではそれらの組成分析を実施して燃料生産に最適な
株を特定する。 
・ 3 年間にわたる本プロジェクトの最終段階では、藻類池の培養安定性向上や、産業利用の化学物
質等燃料以外の生成可能性を調査。LANL は最も強靭な株を用いてさらに改善を図り、より速い成長
と幅広い環境への順応性獲得を目指す。最終的に ASU が屋外のテストベッドでこれらの研究所によ
る研究結果を評価する。 

URL:  
https://share-ng.sandia.gov/news/resources/news_releases/algae_predators/#.WNnL-7mC
hjo  

(関連情報）  

      

パシフィックノースウェスト国立研究所(PNNL)リリース記事 

Biofuel matchmaker: Finding the perfect algae for renewable energy 

URL:  http://www.pnnl.gov/news/release.aspx?id=4345  
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