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42-1 

英国・クイーン
ズ大学ベルフ

ァスト 

    2017/6/1 

国際チームによるスマートデバイスのひび割れに終焉をもたらし得る発見をクイーンズ大学研究者ら
がけん引 
(Queen's researcher leads international team to discovery that could end cracked smart devices) 

・ クイーンズ大学ベルファストが率いる国際研究チームが、現在のスマートフォンやタブレットのスクリ
ーンを構成する高価で壊れやすいシリコン等に代わる、高耐久性の安価なハイブリッド材料を開発。 
・ 半導体分子の C60 と層状材料のグラフェンと hBN(六方晶窒化ホウ素）を組合せた同新材料では、
hBN がグラフェンに耐久性、電気互換性と電荷分離を提供し、C60 が太陽光を電力に変換。ファンデ
ルワールス固体プロセスにより予め設定した様式で作製できる。 
・ 同材料はシリコンに類似した物理特性を有しながら、化学的安定性、軽量性や柔軟性においてさら
に優れ、壊れにくいためスマートデバイスでの利用の可能性が期待できる。 
・ また、同材料を使用した場合のデバイス構造により、エネルギー消費量が低減し、蓄電池寿命の向
上や感電の危険性の低減も期待できる。 
・ ただし、グラフェンや同新材料構造では電子デバイスのオン・オフスイッチ機能を担うバンドギャップ
が欠乏しているため、シリコンに匹敵するバンドギャップを有する遷移金属ジカルコゲニド(TMDs)の利
用による問題解決を検討している。 

URL:  
http://www.qub.ac.uk/Connect/News/Allnews/Queensresearcherleadsinternationalteamtod
iscoverythatcouldendcrackedsmartdevices.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） 

Molecular Arrangement and Charge Transfer in C60/Graphene Heterostructures 

URL:  http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/acsnano.7b00551  

  

 

《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・
デューク大学 

    2017/6/2 

自分で結晶構造を作りたい人向けオンライン・クックブックが新装丁で復活                                                              
(D.I.Y. Crystal-Makers Get Refurbished Online Cookbook) 

・ 1995 年、米国海軍研究所(NRL)の科学者が、ベーシックなウェブサイト Crystal Lattice Structures
を開設。2010 年に閉鎖するまで、結晶構造に関する情報の収集、目録作成、情報共有を行う。結晶学
に精通していない研究者が新しい材料を作成する際の参考にする結晶構造データベースを提供。 
・ 同ウェブサイトの復活への根強い要望を受けて、デューク大学は前述科学者の協力の下、Crystal 
Lattice Structures を再開。改善したオンラインカタログを立ち上げ、すべてのデータを含む論文を 1 年
以上かけて編集し、発表。同論文は、さまざまな結晶構造のための 288 件のエントリーを含み、各エン
トリーには、構造の対称性、結晶特性、および単位格子の形状に関するデータが含まれる。また、通
常の他のデータベースとは異なり、各原子の配置を記述する一般的な数式が含まれているため、僅
かなバリエーションを加えることで個々の構造を調整することが可能に。 
・ 今後は、各エントリーの冒頭に構造物の 3D ビューアーを配置して、異なる角度で構造を見ることが
できるようにする予定。 
・ 本ウェブサイトをより充実させるために、各エントリーは Duke Center for Materials Genomics 
AFLOW library(http://aflowlib.org/)に直接リンク。2、3 の要素からなる混合物についての本オンライン
データベースを組み込むことにより、ユーザーは、288 の結晶構造のどの位置にどの元素原子を配置
するかを簡単に選択でき、新材料に生じる特性を計算することが可能に。 

URL:  http://pratt.duke.edu/about/news/crystal-library-resurrection  

（関連情報)  

      

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

The AFLOW Library of Crystallographic Prototypes: Part 1 

URL:  http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0927025617300241  
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ｱﾒﾘｶ合衆国・
ブラウン大学 

    2017/6/2 

新しいセラミックナノファイバーの「スポンジ」はフレキシブルな断熱材や水質浄化で活用可能 
(New ceramic nanofiber ‘sponges’ could be used for flexible insulation, water purification) 

・ ブラウン大学と中国・清華大学が共同で、ナノスケールのセラミックファイバーから超軽量、高多孔
質で圧縮性と耐熱性に優れたスポンジ状材料を大量に作製する安価でスケーラブルな方法を開発。 
・ ナノスケールのき裂や欠陥が作り出す変形メカニズムは、変形のしやすさや柔軟性を有しながら耐
熱性も維持するため高温度アプリケーションで有用。 
・ しかし、電界紡糸法ではセラミクス利用が不可能であったり、3D レーザープリンティングはコストや
時間がかかる等でこのような材料の製造は困難。 
・ 今回、清華大研究室で開発した溶液ブロースピニング法を採用。同方法では、微小なシリンジの開
口部からセラミック材料を含んだ液体が空気圧で押し出され、液体がナノスケールのファイバーへと急
速に固体化してスピニングケージに収集される。その後の加熱で溶液が除去され、綿ボールのような
セラミックナノファイバーが絡み合った塊が残る。 
・ 同方法により様々なタイプのセラミクスからスポンジ状材料を作製。50%までの圧縮ひずみ後の回復
能力や 800℃までその能力を維持する等、標準的なセラミック材料では不可能な優れた特性を確認。 
・ さらに、一般的なセラミック材料の二酸化チタンナノファイバーで作製した 7mm 厚のスポンジ材料に
花弁を載せ、400℃で 10 分間スポンジ材料を加熱後も花弁がほとんどしおれないことを確認。他の多
孔質セラミック材料による同様な条件下試験では、花弁は焼け焦げた。 
・ このような高耐熱性と変形能により、消防士のユニフォームの断熱層としての利用等が可能。ま
た、二酸化チタンスポンジが有機色素を含んだ水を自身の重量の 50 倍吸収し、光の下 15 分以内で
色素を分解したことを確認。二酸化チタン粉末とは異なり、同スポンジ材料は再利用可能で水質浄化
アプリケーションに有用。 
・ 同方法では様々な種類のセラミック出発原料が利用できるため、幅広いアプリケーションの可能性
が期待できる。 

URL:  http://news.brown.edu/articles/2017/06/nanofibers  

（関連情報)  

      

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

Ultralight, scalable, and high-temperature–resilient ceramic nanofiber sponges 

URL:  http://advances.sciencemag.org/content/3/6/e1603170  

  

http://pratt.duke.edu/about/news/crystal-library-resurrection
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0927025617300241
http://news.brown.edu/articles/2017/06/nanofibers
http://advances.sciencemag.org/content/3/6/e1603170
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オランダ・デル
フト工科大学

(TU Delft) 

    2017/6/5 

デルフト工科大研究者らが超高感度水素センサーを開発 
(Researchers from Delft develop extremely sensitive hydrogen sensor) 

・ TU Deflt、ベルギー・ルーベン・カトリック大学及び英・ラザフォード・アップルトン研究所が、微量の
水素ガス検出にハフニウムが有用であることを発見。 
・ 主に高純度のパラジウムを利用した既存のオプティカルセンサーでは、水素原子を吸収することで
変化する反射率を測定し、特定の場所の水素量を検出。特に、金とパラジウムの合金は室温下で作
動するセンサーとして優れるが、低圧力の水素ガスの検出が不可能。 
・ ハフニウムは最低 6 桁の範囲の圧力の光学的計測が可能。今回測定した最低圧力は 10-7Pa だ
が、この値は測定設定で変わる。さらに 3 桁低い圧力の測定も可能と考えるが、確定には継続して研
究が必要。 
・ ハフニウムの光学特性は圧力と材料温度に伴って線形的に変化するため、ハフニウムセンサーの
調整が極めて容易になる。 
・ ただし、同材料の作動温度が 120℃と高温であるため、暖機用の LED でオプティカルファイバーを
熱する前に、ハフニウムの薄膜層をファイバー上に配置することでこの問題が解決できると考える。 

URL:  
https://www.tudelft.nl/en/2017/tu-delft/researchers-from-delft-develop-extremely-sensi
tive-hydrogen-sensor/  

（関連情報)  

      

Nature Communications 掲載論文(フルテキスト） 

Hafnium—an optical hydrogen sensor spanning six orders in pressure 

URL:  https://www.nature.com/articles/ncomms15718  
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ｱﾒﾘｶ合衆国・
コロンビア大

学 

    2017/6/7 

カキの殻から着想を得た、非常に堅牢で柔軟なポリマーを作るための新しい方法                                                                                                             
(Oyster shells inspire new method to make superstrong, flexible polymers) 

・ コロンビア大学は、カキの殻の真珠層から着想を得て、卓越した堅牢さと弾性を持つポリマーを作
るための新しい方法を開発。ナノ粒子とよく混ぜ合わせたポリマーの結晶化速度を変化させることによ
り、ナノ粒子の 3 つの異なる長さスケールでの自己組織化を制御することに初めて成功。ナノ粒子の
多段階組織化により、ポリマー材料の弾性、軽さを維持しながら、剛性の大幅な向上が可能に。  
・ パッケージングに使用されるポリエチレンやボトル用のポリプロピレンなど商業用途のポリマーの約
75％は半結晶質で機械的強度が低く、タイヤやバンパーなどの自動車部品などの用途には使用不
可。 
・ 真珠層は 95％が無機アラゴナイト、5％が結晶性ポリマー（キチン質）で構成され、砕けやすいプレ
ートレットと、弾性バイオポリマーの薄層との混合物で、ナノ粒子が多段階で組織化。平行に並んだア
ラゴナイト層が、ナノスケール（約 10nm 厚）の結晶性バイオポリマー層によって保持されており、マイク
ロメーター以上のスケールの構造物を形成。同構造物が複数の長さスケールで存在することにより、
靱性が大幅に増加。 
・ ポリマー（ポリエチレンオキシド）溶液中にナノ粒子を混合し、サブクーリングの程度を変えることに
より、ナノ粒子のナノ、ミクロ、マクロメーターの 3 つの異なるスケールでの自己組織化を制御。結晶化
プロセスが始まる前に、各ナノ粒子はポリマーによって均等に包まれ、等間隔に分布。その後、ナノ粒
子はシート状（10〜100nm）に集合し、ポリマーが結晶化したときに、これらのシートはミクロの大きさ（1
〜10μm）に凝縮。 
・ 制御された自己組織化により、材料の剛性を維持しながら硬さを向上させ、純粋な半結晶質ポリマ
ーが持つ低密度を保持することにより、構造部品を軽量に保つことが可能。軽さは、車や飛行機など
の用途に不可欠。粒子あるいはポリマーのいずれかを変化させて、特定の材料特性やデバイス性能
を達成することが可能。 
・ 今後は、粒子組織化の速度を上げる方法を開発する予定。その後、次世代の生分解性で持続可能
なポリマー系ナノコンポジットとして設計できるポリラクチドとナノ粒子のシステムや、自動車のバンパ
ーや、建築物、橋梁などに使用されるポリエチレンンとシリカなど、用途に応じたポリマーとナノ粒子シ
ステムの開発を計画。 

URL:  http://engineering.columbia.edu/press-releases/sanat-kumar-nacre-polymer  

（関連情報)  

      

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

Tunable Multiscale Nanoparticle Ordering by Polymer Crystallization 

URL:  http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/acscentsci.7b00157  

  

https://www.tudelft.nl/en/2017/tu-delft/researchers-from-delft-develop-extremely-sensitive-hydrogen-sensor/
https://www.tudelft.nl/en/2017/tu-delft/researchers-from-delft-develop-extremely-sensitive-hydrogen-sensor/
https://www.nature.com/articles/ncomms15718
http://engineering.columbia.edu/press-releases/sanat-kumar-nacre-polymer
http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/acscentsci.7b00157
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ｱﾒﾘｶ合衆国・
ﾛｰﾚﾝｽﾊﾞｰｸﾚ
ｰ国立研究所

(LBNL) 

    2017/6/26 

新しいクラスの「軟質」半導体が HD ディスプレイを変える可能性あり                                                                                                                               
(New Class of ‘Soft’ Semiconductors Could Transform HD Displays) 

・ LBNL は、ハライドペロブスカイトと呼ばれる新しいクラスの半導体が、500nm という細かい分解能
で、単一のナノワイヤから明るい、複数の色を放射できることを実証。今後、光電子、太陽光発電、ナ
ノスケールのレーザー、超高感度光検出器などの新しいアプリケーションの開発に影響を与える可能
性あり。 
・ 本研究では、ハライドペロブスカイト中の格子は、共有結合ではなく、イオン結合によって保持され
ていることを示唆。イオン結合では反対の電荷の原子が引き付けられ、互いに電子を移動させるが、
共有結合はそれとは対照的に、原子が互いの電子を共有するときに発生。無機ハライドペロブスカイ
トでは、材料の単結晶性を維持しながら、イオン結合のアニオンを簡単に交換することが可能である
ため、材料の構造と組成の再構成が容易。したがって、ハライドペロブスカイトは軟質格子半導体と考
えられる。本研究では、アニオン交換反応と組み合わせた一般的なナノ製造技術を使用して、ハライド
イオンを交換してヨウ化セシウム鉛、臭化セシウム鉛、塩化セシウム鉛ペロブスカイトを生成。 
・ 従来の半導体では、接合部の作製は非常に複雑、高価で、材料組成と特性の正確な制御は困難。
軟質イオン結合半導体では、アニオン交換のために材料を室温で特殊な化学溶液に浸漬。本プロセ
スはシンプルで、スケールアップが非常に簡単、クリーンルームでの長時間の作業や、高温を必要と
しない。 
・ 引き続き、これらの軟質半導体の分解能の向上と、電気回路への統合に取り組む予定。 

URL:  
http://newscenter.lbl.gov/2017/06/26/halide-perovskites-soft-semiconductors-hd-display
s/  

（関連情報)  

      

米国アカデミー紀要(PNAS)掲載論文 

Spatially resolved multicolor CsPbX3 nanowire heterojunctions via anion exchange 

URL:  http://www.pnas.org/content/early/2017/06/20/1703860114.abstract  

【電子・情報通信分野】  
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ｱﾒﾘｶ合衆国・
テキサス大学
ダラス校(UT 

Dallas) 

    2017/6/5 

新設計で新しいひねりを加えた未来のトランジスタ 
(Engineer Unveils New Spin on Future of Transistors with Novel Design) 

・ UT Dallas が、カーボンのみで構成される新しいコンピューティングシステムを設計。シリコントランジ
スタの代替としてシステムの小型化と性能向上が期待。 
・ 電子デバイスを作動させるトランジスタは微細なシリコン構造で、構造中を通過する電子が形成す
る電流のオン・オフを切り替えるスイッチとして機能。電子はまた、その磁気的特性によりスピン性も有
し、「スピントロニクス」と称される新種類のトランジスタやデバイスの開発に向け、その活用法が研究
されている。 
・ 同大学は今回、様々なナノテクノロジーの新しい組合せにより、ロジックゲートとして機能する全カー
ボン製のスピントロニックスイッチを設計。 
・ シリコントランジスタではトランジスタ間がワイヤで接続され、1 つのトランジスタからの出力がワイヤ
を介して次のトランジスタに入力されていく。 
・ 一方、同スピントロニックスイッチでは、カーボンナノチューブで電子が作る磁場が隣接するグラフェ
ンナノリボンの電流の流れに作用することで、物理的な接続の無いカスケード式ロジックゲートを提供
する。 
・ グラフェンナノリボン間の通信は物理的な電子の動きでなく電磁波により行われるため、通信速度
の大幅な向上が見込まれ、テラヘルツのクロック周波数の可能性も期待。さらに、カーボン材料では
シリコントランジスタを上回る小型化が可能。 
・ 同スイッチは概念設計の段階だが、全カーボン製のカスケード式スピントロニックコンピューティング
システムのプロトタイプ開発に向け、同大学の NanoSpinCompute リサーチラボにて研究を継続する。 

URL:  
https://utdallas.edu/news/2017/6/5-32589_Engineer-Unveils-New-Spin-on-Future-of-Tr
ansistors_story-wide.html  

（関連情報)  

      

Nature Communications 掲載論文(フルテキスト） 

Cascaded spintronic logic with low-dimensional carbon 

URL:  https://www.nature.com/articles/ncomms15635  

  

http://newscenter.lbl.gov/2017/06/26/halide-perovskites-soft-semiconductors-hd-displays/
http://newscenter.lbl.gov/2017/06/26/halide-perovskites-soft-semiconductors-hd-displays/
http://www.pnas.org/content/early/2017/06/20/1703860114.abstract
https://utdallas.edu/news/2017/6/5-32589_Engineer-Unveils-New-Spin-on-Future-of-Transistors_story-wide.html
https://utdallas.edu/news/2017/6/5-32589_Engineer-Unveils-New-Spin-on-Future-of-Transistors_story-wide.html
https://www.nature.com/articles/ncomms15635
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欧州・グラフェ
ンフラッグシッ

プ 

    2017/6/5 

グラフェン-CMOS 集積デバイスで不可視を可視化 
(Seeing The Invisible With A Graphene-CMOS Integrated Device) 

・ ICFO（スペイン･フォトニック科学研究所）のグラフェンフラッグシップ研究チームが、CMOS 集積回路
への従来のシリコンに代わるグラフェンのモノリシック集積を実証。 
・ このグラフェン-CMOS 集積回路と量子ドットを組み合わせて光検出器のアレーを作製し、超高解像
度イメージセンサーを構築。 
・ 同 CMOS ベースのデバイスは、デジタルカメラとしての利用で UV、可視光、赤外光を同時に感知で
きることに加え、マイクロエレクトロニクス、センサーアレーや低電力フォトニクスでの利用も可能。低コ
ストの広帯域・ハイパースペクトルな高解像度イメージングシステム開発における画期的な成果と言え
る。 
・ 同デバイスは、蒸着によるグラフェン生成後、パターニングによりピクセルの形状を決定し、最後に
PbS（硫化鉛）コロイド量子ドット層を加えたものを CMOS ウェハーに積層して作製。 
・ 同機構の光感応性は光ゲート効果に基づくもので、グラフェンの導電性の変化により光信号を感知
する。グラフェンの高電子移動度が同デバイスの高感度を実現。 
・ 同デバイスは室温下、周囲条件下で容易かつ安価に製造できるため、生産コストが大幅に低減。さ
らに、その特性からフレキシブルな基板や CMOS 型集積回路に容易に集積できる。 
・ 同研究結果の商用アプリケーションとイメージング及びセンシング技術の可能性を探索中。 

URL:  https://graphene-flagship.eu/graphene-cmos-integrated-devices  

（関連情報)  

      

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

Broadband image sensor array based on graphene–CMOS integration 

URL:  https://www.nature.com/nphoton/journal/v11/n6/full/nphoton.2017.75.html  

【ロボット・AI 技術分野】  
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ｱﾒﾘｶ合衆国・
ライス大学 

    2017/5/30 

触覚フィードバックが義手に「筋感覚」を与える 
(Tactile feedback adds ‘muscle sense’ to prosthetic hand) 

・ ライス大学、イタリア・ピサ大学"E. Piaggio"リサーチセンター及びイタリア技術研究所(IIT)が共同
で、義手装着者がオブジェクトを把持した際に筋感覚を得ることを可能にする触覚フィードバックセン
サーを開発し実証。 
・ ドイツ開催(6/7)の IEEE World Haptics 2017 にて発表。 
・ キーボードでのタイピングや投球等の様々な日常的タスクでは、見えていなくても身体部分の位置
を認識する(学術用語で固有受容感覚(proprioception)という)筋感覚が重要な役割を担う。ライス大学
の MAHI(Mechatronics and Haptic Interfaces)ラボでは、義肢からこのような筋感覚フィードバックを得
る技術を開発している。 
・ 義手（IIT/ピサ大学が開発）と筋感覚用の皮膚ストレッチロッキングデバイス（ライス大学が開発）を
組み合わせた初の実証試験。 
・ 米国の四肢損失者は推定で約 170 万人。従来型の人工義肢により日常機能はある程度取り戻せ
るが、感覚をフィードバックできるものはない。多くの場合、使用者は義肢の適切な作動を目視に頼
る。 
・ 電極の埋め込み等が必要な他技術とは異なり、Rice Haptic Rocker と称する同ロッキングデバイス
のインターフェースは、柔軟なゴムパッドで上腕の皮膚をなでる回転アームという単純で非侵襲なも
の。 
・ 義手の開閉によりアームが回転し、閉じる度合いの増加に伴い皮膚が引き伸ばされる。同デバイス
ではこのように、通常脳が筋肉から受け取る手の位置情報の代替として皮膚への触感覚を利用。 
・ 義手として利用した SoftHand は神経科学から着想を得たもので、手の共力作用を模倣するよう設
計。モーター1 個と制御ワイヤー1 本の単純な構造で全指を同時に開閉する。 
・ 目隠しをした健常被験者がサイズの異なる 2 個のオブジェクトを掴んでサイズを識別する試験の結
果、触覚フィードバック無しでは約 33%、有りでは 70%超の成功率でオブジェクトサイズを正しく識別でき
た。 
・ 被切断者による SoftHand と同ロッキングデバイスを組合せた利用で同試験結果と同様な効果の獲
得の可能性を探求中。 

URL:  
http://news.rice.edu/2017/05/30/tactile-feedback-adds-muscle-sense-to-prosthetic-han
d-2/  

（関連情報)  

      

IEEE World Haptics Conference 発表論文(フルテキスト） 

The Rice Haptic Rocker: skin stretch haptic feedback 
with the Pisa/IIT SoftHand 

URL:  http://mahilab.rice.edu/sites/mahilab.rice.edu/files/publications/CameraReady.pdf  

  

https://graphene-flagship.eu/graphene-cmos-integrated-devices
https://www.nature.com/nphoton/journal/v11/n6/full/nphoton.2017.75.html
http://news.rice.edu/2017/05/30/tactile-feedback-adds-muscle-sense-to-prosthetic-hand-2/
http://news.rice.edu/2017/05/30/tactile-feedback-adds-muscle-sense-to-prosthetic-hand-2/
http://mahilab.rice.edu/sites/mahilab.rice.edu/files/publications/CameraReady.pdf
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ｱﾒﾘｶ合衆国・
ﾊｰﾊﾞｰﾄﾞ大学
ヴィース研究

所 

    2017/5/31 

「より激しく、より良く、より速く、より力強く」テザーにつないだ柔らかい外骨格スーツがランニングの代
謝コストを低減する                                   
(Harder, better, faster, stronger”: tethered soft exosuit reduces the metabolic cost of running) 

・ ハーバード大学ヴィース研究所が、背部にワイヤを取り付けた柔らかい外骨格スーツの着用によ
り、ランニングマシーン上での走行による代謝コストが、着用していない時と比較して 5.4％低減するこ
とを実証。長距離ランニングでの運動効率のさらなる向上が可能であることを示唆。 
・同スーツは軽量で、動作中の身体にフィットするデザインであるため、ランニングの補助器具として理
想的。大腿部の後ろと腰部ベルトに固着させ、内蔵されたフレキシブルなワイヤにより、外部のアクチ
ュエータに接続。ランニングの動作にあわせてアクチュエータがワイヤを引っ張ることにより、一歩踏
み出すごとに第二の股関節伸筋として脚に力を付与。被験者の代謝コストは、ランニング中の酸素消
費量と二酸化炭素排出量を分析して計測。 
・ 本研究ではワイヤの引っ張り具合を変えた 2 種類の「補助プロファイル」による実験結果を比較。1
つ目のプロファイルは、通常の走行のように股関節を最大限に伸ばした時に力を加える、人体生物学
に基づいたもの。もう一つは、外骨格に補助された走行のシミュレーションに基づき、走行中のストライ
ドにおいて、少し後から力を加えるというもの。 
・ 実験の結果、後者のプロファイルで代謝コストが大幅に低減。ストライドで補助を与える最適のタイ
ミングは、必ずしも生物学的基準に基づいたものではないことを示唆。その理由を明確化するために、
被験者の股関節がワイヤによって補助されている時に、その他の関節に何が起こっているかを分析し
た結果、シミュレーションベースのプロファイルでは、同スーツが股関節伸筋だけでなく膝の伸展と、足
と地面との間の力にも影響を及ぼすことが判明。 
・ 今後の課題は、代謝コストのさらなる低減。着用による重さのハンディを大きく上回るパフォーマン
スを示すようなスーツを開発すれば、余暇に運動する人のパフォーマンスの向上や、ケガをした人のリ
ハビリ支援が可能に。バッテリー駆動の、上級ランナー向けスーツの開発にはまだ時間を要するが、
ワイヤレスのスーツは近い将来、実現の可能性あり。 

URL:  
https://wyss.harvard.edu/harder-better-faster-stronger-tethered-soft-exosuit-reduces-t
he-metabolic-cost-of-running/  

（関連情報)  

      

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

Reducing the metabolic cost of running with a tethered soft exosuit 

URL:  http://robotics.sciencemag.org/content/2/6/eaan6708  
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ｱﾒﾘｶ合衆国・
ライス大学 

    2017/6/1 

ライス大学科学者らが「深層学習」の計算量を低減 
(Rice U. scientists slash computations for ‘deep learning’) 

・ ライス大学が、データの迅速な検索に幅広く利用されるハッシュ化を取り入れた技術により、深層学
習(deep learning)の計算量の大幅な削減を実証。電力使用量や時間の節約にもつながる。 
・ 同技術はあらゆる種類の深層学習アーキテクチャに応用可能で、ニューラルネットワークの規模が
大きいほど計算量をより多く低減でき、Google 等の技術系大手企業が自動運転車や翻訳機等の製品
開発に向けて膨大な深層学習ネットワークの構築・トレーニング・展開を競う中で直面する最大の課題
に対処するもの。 
・ ハッシュ化では、スマートなハッシュ関数を使用して扱い易い小さな値であるハッシュ値にデータを
変換する。ハッシュ値は印刷された本の索引のように、テーブル内に格納される。 
・ 同技術は、局所性鋭敏型ハッシュ及びスパース・バックプロパゲーションの 2 種の技術を統合したも
の。同技術の小規模テストでは、計算量を 95%低減しながら精度損失は標準的なアプローチと同等の
1%以内との結果を得た。 
・ 機械学習のトレーニング過程では、人工ニューロンから構成される深層学習ネットワークに莫大な
量のデータを「見せる」ことで、各ニューロンがデータ中の特定パターンの認識に熟練していく。ネット
ワークの層にニューロンを追加することで表現力が強化されるので、ネットワークサイズは際限なく大
きくできる（例えば Google では 1,370 億個のニューロンのネットワークのトレーニング試行について報
告）。 
・ しかし、現在の機械学習は 30～50 年前に開発されたものが多く、計算の複雑度が設計に配慮され
ていないため、「ビッグデータ」を扱う今日、計算サイクルやエネルギー、メモリ等の計算資源には根本
的な限界がある。 
・ 同技術はビッグデータのスパース性（例えばある入力に対して 10 億個のニューロンのうち数個のみ
が興奮すること）を活用するため、ネットワークのサイズが大きいほどより多く計算量を低減。1,000 個
のニューロンで 95%低減の場合、10 億個では 99%超の低減が見込める。 

URL:  
http://news.rice.edu/2017/06/01/rice-u-scientists-slash-computations-for-deep-learning
-2/  

（関連情報)  

      

KDD 2017(カナダ・ノバスコシア州ハリファクス開催）発表論文(フルテキスト） 

Scalable and Sustainable Deep Learning via Randomized Hashing 

URL:  https://arxiv.org/pdf/1602.08194.pdf  

  

https://wyss.harvard.edu/harder-better-faster-stronger-tethered-soft-exosuit-reduces-the-metabolic-cost-of-running/
https://wyss.harvard.edu/harder-better-faster-stronger-tethered-soft-exosuit-reduces-the-metabolic-cost-of-running/
http://robotics.sciencemag.org/content/2/6/eaan6708
http://news.rice.edu/2017/06/01/rice-u-scientists-slash-computations-for-deep-learning-2/
http://news.rice.edu/2017/06/01/rice-u-scientists-slash-computations-for-deep-learning-2/
https://arxiv.org/pdf/1602.08194.pdf
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ｱﾒﾘｶ合衆国・
ﾏｻﾁｭｰｾｯﾂ工
科大学(MIT) 

    2017/6/5 

ロボットに触感を与える 
(Giving robots a sense of touch) 

・ ＭＩＴ CSAIL(Computer Science and Artificial Intelligence Laboratory)の Ted Adelson 研究グループ
が、ロボットが触れるオブジェクト表面の硬度の判断を可能にする新しいセンサー技術を開発。 
・ オブジェクトに触れることでその表面の詳細な 3D マップを提供する、同研究グループが 8 年前に開
発した GelSight センサーをベースとした。 
・ ロボットアームのグリッパーに装着した同センサーは、一面を金属塗料でコーティングし、その裏面
に 3 色光ライトとカメラを搭載した透明なゴムブロックから構成。押し付けたオブジェクト表面に沿って
金属塗料面が変形し、コンピュータビジョンアルゴリズムがその形状を予測する。 
・ 同センサーでは、指とオブジェクト間の接触面積が加わる力により変化する度合いに基づいた（例：
柔らかいオブジェクトはより平坦化して接触面積が増大）、人間によるオブジェクト硬度の判断方法と
同様のアプローチを採用。 
・ 形状が同一でも硬度が異なる 16 個のオブジェクトを 1 グループとした 400 グループの各オブジェク
トに同センサーを手動で押し付け、接触パターンの短い動画を記録。そこから抽出した 5 フレームのデ
ータをニューラルネットワークに入力し、高精度の硬度スケールを作製した。果物や野菜に触れて硬
度をランク付けする試験では、同センサー装着ロボットは人間による試験結果と同等のランク付けに
成功。 
・ さらに、CSAIL の Russ Tedrake の Robot Locomotion Group が、コンピュータビジョンシステムでロ
ボットグリッパーをオブジェクトへと誘導し、オブジェクトを掴むと GelSight センサーにその位置推定情
報を送信する制御アルゴリズムを設計。 
・ 同グループは、DARPA ロボティクスチャレンジ参加の経験から、ロボットが把持するオブジェクトの
位置の正確な推定の必要性を認識。これにはビジョンシステムのデータと触覚センサーのデータを一
致させることが課題となるが、カメラベースの GelSight センサーのデータは他の触覚センサーからの
データに比してビジュアルデータとより簡単に統合できる。 
・ GelSight センサーを装着したロボットハンドグリッパーによるドライバーの把持試験では、ビジョンシ
ステムが推定するオブジェクトの元の位置が数 cm 以内で正確な限り、アルゴリズムは同センサーが
触れているドライバーの部分を推定してロボットハンド中のドライバーの位置を判断できた。 

URL:  http://news.mit.edu/2017/gelsight-robots-sense-touch-0605  

（関連情報)  

      

ICRA 2017 発表論文（フルテキスト） 

Tracking Objects with Point Clouds from Vision and Touch 

URL:  https://groups.csail.mit.edu/robotics-center/public_papers/Izatt16.pdf  

42-13 

ﾄﾞｲﾂ連邦共和
国・ボン大学 

    2017/6/7 

レーザーで雑草と戦う                                                                                        
(Combatting weeds with lasers) 

・ 有機農業では、除草剤は毒性化学物質と考えられているため、除草には時間と労力を要する。ボン
大学は、全地形向けロボット車両やトラクターに設置したカメラが様々な作物から雑草を自動的に識
別し、短パルスレーザーを照射し処理するシステムを開発中。照射により、雑草の生命力を弱めるの
が狙い。将来的に、除草剤の使用を避けた、持続可能な農業を目指す。 
・ 同大学はこの研究プロジェクト「Escarda Technologies」に対して、連邦経済エネルギー省より助成
金を受けており、本技術の実用化と事業の立ち上げに向け、投資家の募集、事業計画の策定、プロト
タイプ構築のための部品購入を行う計画。 

URL:  https://www.uni-bonn.de/news/150-2017  

（関連情報)  

      

Escarda Technologies ウェブサイト 

URL:  http://www.escarda.net/  

  

http://news.mit.edu/2017/gelsight-robots-sense-touch-0605
https://groups.csail.mit.edu/robotics-center/public_papers/Izatt16.pdf
https://www.uni-bonn.de/news/150-2017
http://www.escarda.net/
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42-14 
ﾄﾞｲﾂ連邦共和
国・ビーレフェ

ルト大学 

    2017/6/8 

自己学習するロボットハンド                                                                                           
(Self-Learning Robot Hands) 

・ビーレフェルト大学は、同大学の「知的クラスタ技術」(CITEC)の大規模研究プロジェクトである
Famula において、事前に知らない物体であっても、自律的判断に基づき適切な方法で掴むことができ
る、人間の手の形状と動きをベースにした 2 本のロボットハンドのためのシステムを開発。CITEC は
Famula プロジェクトに約 100 万ユーロを投資。 
・ 本システムにより、ロボットハンドは果物、皿、ぬいぐるみといった日常的な物体を色や形によって
識別し、バナナは掴む、ボタンは押す、というように物体に付随する動作の特性や掴む時の留意点を
学習。その結果、物体との相互作用や物体の再認識が可能に。 
・ ロボットハンドは、様々なテスト用の物体を置いたテーブルの前で、教育係である研究者から、掴み
方や扱い方を学習。教育係は、システムが新しい物体に慣れるのを補助。さらに、研究者が個々の物
体を指し示したり、物体がある場所について「後ろ、左側」などの発話によりヒントを提供したりする時
に、発話された言葉やジェスチャーの意味を理解するだけでなく、指示を正しく理解しているかどうか
を自問できるようにしなくてはならない。 
・ ロボットハンドには、頭部だけのロボットである Flobi により顔を付与されている。Flobi は手の動きを
モニタリングし、研究者の指示に反応し、表情を補完するものであるが、今回の開発では仮想バージョ
ン（注：スクリーンに Flobi の顔を映し出したもの）を使用。 
・ 本システムが将来的に、家庭と産業の両用途における自己学習型サービスロボットに応用されるこ
とに期待。 

URL:  https://ekvv.uni-bielefeld.de/blog/uninews/entry/self_learning_robot_hands  

42-15 

ｱﾒﾘｶ合衆国・
ﾏｻﾁｭｰｾｯﾂ工
科大学(MIT) 

    2017/6/12 

オプティカルな「深層学習」を可能にする新システム 
(New system allows optical “deep learning”) 

・ MIT を始めとする研究チームが、電気の代わりに光を使用した深層学習(deep learning)計算の新シ
ステムを開発。 
・ 人間の脳機能を模倣する人工ニューラルネットワークをベースとした深層学習コンピュータシステム
は、顔・音声認識ソフトウェアに加え、膨大な医療データから診断に有益なパターンの発見等を可能に
しているが、これらのシステムが実行する計算は最も強力なコンピュータにとっても極めて複雑で困
難。 
・ 光ベースの（フォトニック）コンピュータは多く研究されているが実用性が課題。今回開発のフォトニ
ックニューラルネットワークシステムでは計算速度と効率性が大幅に向上。特定の深層学習アプリケ
ーションでの利用が見込める。 
・ 従来型のコンピュータアーキテクチャでは、特定のニューラルネットワークタスクに必要な計算能力
の効率性に劣る。このようなタスクには、現行の CPU 等では処理が困難な、強力な計算能力を要する
繰り返し行列乗算を伴う。 
・ 今回開発したオプティカルチップでは、調整によりエネルギーゼロでほぼ即時の行列乗算が原理上
可能。ただし、構成要素のチップは実証済みだが、フルシステムは未構築。 
・ この新しいアプローチは、演算結果を伝達する干渉波を生成する複数の光線を使用したプログラマ
ブル・ナノフォトニック・プロセッサと呼ばれるデバイス。このアーキテクチャを利用したオプティカルチッ
プは、原理上、標準的な AI アルゴリズムによる計算速度を大幅に向上し、演算毎の消費エネルギー
を従来の電子チップの 1/1000 以下に低減する可能性を提供する。 
・ 同プログラマブル・ナノフォトニック・プロセッサは、特定の計算に向けた光線一式をプログラム可能
な、必要に応じて変更できるように連結した光導波管のアレーを使用。 
・ ニューラルネットワークを実行するように同プロセッサを設定した実証では、4 個の母音を認識。この
ような基本的なシステムでも 77%の精度レベルを達成(従来システムでは約 90%)。同プロセッサは高速
アナログ信号処理のアプリケーションも可能。 
・ 同新システムがスケールアップされて完全に機能できれば、データセンターやセキュリティーシステ
ムをはじめ、自動運転車やドローンにも有益と考える。 

URL:  http://news.mit.edu/2017/new-system-allows-optical-deep-learning-0612  

（関連情報)  

      

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

Deep learning with coherent nanophotonic circuits 

URL:  https://www.nature.com/nphoton/journal/vaop/ncurrent/full/nphoton.2017.93.html  

  

https://ekvv.uni-bielefeld.de/blog/uninews/entry/self_learning_robot_hands
http://news.mit.edu/2017/new-system-allows-optical-deep-learning-0612
https://www.nature.com/nphoton/journal/vaop/ncurrent/full/nphoton.2017.93.html


9 

 

【環境・省資源分野】  

42-16 

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) 

    2017/6/5 

低コスト触媒材料を使って CO2 を分解 
(Splitting carbon dioxide using low-cost catalyst materials) 

・ EPFL が、太陽光で CO2 を水と CO に電気分解する低コストの酸化銅ナノワイヤ電極触媒を開発。 
・ 同研究開発は『Grätzel cell（グレッツェルセル）』と称される色素増感太陽電池の発明者であるマイ
ケル・グレッツェル教授の研究室で実施された。 
・ 同触媒は酸化スズで修飾（酸化スズの原子層を積層）した酸化銅ナノワイヤ触媒で、酸化スズが酸
化銅触媒の使用による副生物の発生を抑制し、CO2 を電気還元して選択的に CO を生成。 
・ CO2 電解システムに同触媒を統合し、3 接合型太陽電池(GaInP/GaInAs/Ge)に接続した CO2 光電
気分解装置を作製。CO2 を CO に還元するカソード電極と、酸素発生反応(OER)で水を酸素に酸化す
るアノード電極として同触媒を利用。二極性膜でガスを分離。賦存量が豊富な材料のみで両反応を触
媒し、低コスト。 
・ 同システムは、太陽光を利用して 13.4%の効率で CO2 を選択的に CO に転換。同触媒は最高で 90%
のファラデー効率(電解システムにおいて目的とする生成物への電子移動の効率性を示す)を達成し、
太陽光による CO2 還元の新たなベンチマークを確立するもの。 

URL:  https://actu.epfl.ch/news/splitting-carbon-dioxide-using-low-cost-catalyst-m/  

（関連情報)  

      

Nature Energy 掲載論文(アブストラクトのみ：全文は有料） 

Solar conversion of CO2 to CO using Earth-abundant electrocatalysts prepared by atomic layer 
modification of CuO 

URL:  https://www.nature.com/articles/nenergy201787  

42-17 
 

英国・バース
大学 

    2017/6/8 

科学者はセルロースから生分解性マイクロビーズを作る                                                                                                                                        
(Scientists make biodegradable microbeads from cellulose)    

・ バース大学は、持続可能な資源であるセルロースから、スケーラブルで連続的な製造プロセスによ
る製造が可能で、無害な糖へと生分解されるマイクロビーズの開発に成功。将来的に、海洋汚染をも
たらす有害なプラスチック製ビーズを代替する可能性あり。 
・ マイクロビーズは、化粧品、日焼け止め、デンタルペースト、ボディーソープなど身の回りのケア製
品に滑らかな質感を与えるために添加される直径 0.5mm 未満のプラスチック製の小さな球。安価で製
造が容易なポリエチレンやポリプロピレンが原料。小さ過ぎるため、下水ろ過システムによって除去さ
れることなく川や海に流れ込み、鳥や海洋生物によって摂取され、最終的にヒトの体内に入る可能性
がある。また、自然界での分解に何百年も要する。 
・ 1 回のシャワーで、10 万個のプラスチック粒子が海洋に流れ込むと推定。毎年海洋には 800 万トン
のプラスチックが流入。英国政府は2017年、環境保護団体によるキャンペーンを受け、プラスチック製
のマイクロビーズを禁止すると約束。 
・ 生分解性マイクロビーズの原料はセルロースの溶液。同溶液をチューブラ膜の小さな穴から押し出
し、球状の液滴を生成。これらの液滴は、植物油を用いて膜の外へと洗い流した後に収集、成型し、
油を除去して使用。 
・ より固くするなど、同ビーズの物理的特性の調整は、セルロースの構造を変えることによって可能。
今後、産業パートナーと協同で、化粧品や身の回りのケア製品向け材料や、緩効性肥料など農薬を
含浸させた材料を開発する予定。 

URL:  
http://www.bath.ac.uk/news/2017/06/08/scientists-make-biodegradable-microbeads-fro
m-cellulose/  

（関連情報)  

      

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

Continuous Production of Cellulose Microbeads via Membrane Emulsification 

URL:  http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/acs.oprd.6b00148  

  

https://actu.epfl.ch/news/splitting-carbon-dioxide-using-low-cost-catalyst-m/
https://www.nature.com/articles/nenergy201787
http://www.bath.ac.uk/news/2017/06/08/scientists-make-biodegradable-microbeads-from-cellulose/
http://www.bath.ac.uk/news/2017/06/08/scientists-make-biodegradable-microbeads-from-cellulose/
http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/acs.oprd.6b00148
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42-18 

ｱﾒﾘｶ合衆国
(DOE)・ｴｲﾑｽﾞ
国立研究所 

    2017/6/8 

重要材料研究所(CMI)が新ソフトウェアの支援により希土類金属抽出剤を設計 
(The Critical Materials Institute designs rare-earth extractants with the help of new software) 

・ CMI が、希土類金属プロセスにおいて化学化合物の特定に費やす時間を大幅に削減するコンピュ
ータ・プログラム、『ParFit』を開発。 
・ より効率的に環境に優しい方法で可能な限り迅速に希土類金属を抽出する方法の試験と開発は
CMI の最終的な目標。 
・ 希土類金属抽出剤の分子設計と挙動を予測する従来の量子力学的方法では、計算に高コストと長
時間を要する。CMI はこのような従来の量子力学的モデルの精度を維持しながら、より簡便に古典的
力学的モデルを作製するプログラムを開発した。 
・ ParFit は、従来的・先進的両手法を用いてトレーニングセットからの量子力学的情報に適合するよう
古典的な力学的モデルを訓練し、このような古典的モデルを利用して新しい抽出剤の分子形状と金属
へのそれらの結合状態を予測。 
・ 同プログラムにより、ほぼ無限の数の新しい抽出剤のモデル化が可能に。例えば、ソフトウェアコー
ド『HostDesigner』でこの古典的モデルを使用すると、2～3 年かかっていた計算作業を 3 ヶ月に短縮し
て利用可能な抽出剤を作製・迅速に評価し、将来の研究に最適な抽出剤を選定。初心者でも操作で
きるよう、ParFit には可能な限り多くの専門的知識を統合した。 

URL:  
https://www.ameslab.gov/news/news-releases/the-critical-materials-institute-designs-ra
re-earth-extractants-the-help-new  

（関連情報)  

      

Journal of Chemical Information and Modeling 掲載論文(アブストラクトのみ：全文は有料） 

ParFit: A Python-Based Object-Oriented Program for Fitting Molecular Mechanics Parameters to ab 
Initio Data 

URL:  http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/acs.jcim.6b00654  

42-19 
 

ｱﾒﾘｶ合衆国・
テキサス大学
オースチン校
(UT Austin) 

    2017/6/8 

ナノ粒子と磁石が、水から油を除去する効率的な新手法を可能に                                                                                                                                         
(Nanoparticles and magnets offer new, efficient method of removing oil from water)  

・ テキサス大学は、静電気力と磁石に依拠し、磁性ナノ粒子を使用した簡単なプロセスにより、水か
ら油を分離する手法を開発。 
・ 現在の石油生産では、油と水の混合物において、水から 95％の油を分離することが可能である
が、除去困難な小さな油滴が残るため、水の処理と廃棄はより困難、高コストで、環境リスクを高め
る。 
・ 磁性ナノ粒子を使用すると、磁力が重力よりも桁違いに大きいことから、ナノ粒子に付着する小さな
油滴が従来の分離プロセスよりもはるかに迅速に水から分離。「高勾配磁気分離」と呼ばれる技術に
より、油除去に使用する磁性ナノ粒子の表面コーティングを設計。同技術は既に、鉱業での金属の除
去、食品業界での毒性粒子の除去に使用されているが、今回の研究では新たに静電気力を利用。表
面電荷が陽性のポリマーで磁性ナノ粒子をコーティング。正荷電した磁性ナノ粒子は、静電引力によ
り、負荷電した油滴に付着。実験室での試験で、本プロセスに要したのは数秒間。荷電の正負を逆に
することも可能。磁化した油滴は磁石で除去。 
・ 陸上と沖合の石油やガスの生産現場での大量の油・水の迅速な処理、原油流出時の浄化作業の
効率化への応用を計画。また、飲料水からの鉛や化学物質の除去システムを開発中で、今年の夏に
試験の予定。 
・ また、ナノ粒子の再利用を目的として、化学物質を含まず、環境に優しく、運用コストの削減が可能
な再生プロセスを開発中。 

URL:  https://news.utexas.edu/2017/06/08/nanoparticles-and-magnets-remove-oil-from-water  

（関連情報)  

      

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

Amine functionalized magnetic nanoparticles for removal of oil droplets from produced water and 
accelerated magnetic separation 

URL:  https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs11051-017-3826-6  

  

https://www.ameslab.gov/news/news-releases/the-critical-materials-institute-designs-rare-earth-extractants-the-help-new
https://www.ameslab.gov/news/news-releases/the-critical-materials-institute-designs-rare-earth-extractants-the-help-new
http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/acs.jcim.6b00654
https://news.utexas.edu/2017/06/08/nanoparticles-and-magnets-remove-oil-from-water
https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs11051-017-3826-6
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【蓄電池・エネルギーシステム分野】  

42-20 

 

ｱﾒﾘｶ合衆国・
ﾛｰﾚﾝｽﾊﾞｰｸﾚ
ｰ国立研究所

(LBNL) 

    2017/6/13 

海藻からの派生物は、リチウム硫黄蓄電池にとっての必需品                                                                                                                                
(A Seaweed Derivative Could be just what Lithium-Sulfer Bateries Need) 

・ リチウム硫黄蓄電池は車両と電力の両用途において、低コストで、リチウムイオン蓄電池の 2 倍以
上の高エネルギー密度を持つエネルギー源として大きな可能性を秘めているが、著しい容量減少が
問題。電池の安定性が向上すれば、充電サイクルの増加と長寿命が可能に。 
・ リチウム硫黄蓄電池の容量減少は、硫黄の溶解とポリ硫化物シャトル効果が原因。蓄電池セル内
の活物質全てを保持する役割を担うバインダについて研究した結果、紅藻から抽出されたカラギーナ
ンを使用すると、リチウム硫黄蓄電池の安定が可能であることを発見。 
・ 通常、バインダの材料には不活性物質を使用するが、本実験では反応性物質であるカラギーナン
を使用。カラギーナンは、既に実験で有効性が確認されている合成ポリマーと同様の官能基（類似の
化学反応をする原子群）に所属。ポリ硫化物とすぐに反応し、共有結合構造を形成。硫黄の溶解を阻
止、ポリ硫化物を固定化し、非常に安定した電極を作成。カラギーナンは食品増粘剤として使用され
ており、経済的で入手が容易。 
・ LBNL は本実験で、同研究所が保有する、世界で最も明るい紫外線と軟 X 線の光源の一つである
Advanced Light Source を使用。リチウム硫黄蓄電池の充電中の電気化学的な反応をモニタリングし、
硫黄の動きを確認。LBNL の研究パートナーである General Motors も独自に実験し、LBNL のモニタリ
ング結果と、さらに優れた安定性を確認。 
・ リチウム硫黄蓄電池は高エネルギー密度であることに加えて、軽量であるため、飛行機やドローン
への応用も可能。同電池は、2010 年のソーラー無人飛行機「ゼファー」の過去最高の 14 日間の飛行
中に夜間電力を供給した実績あり。 
・ LBNL は今後も引き続き、蓄電池のセル内の化学反応を解明し、寿命の長期化に取り組む。 

URL:  
http://newscenter.lbl.gov/2017/06/13/seaweed-derivative-just-lithium-sulfur-batteries-n
eed/   

（関連情報)  

      

Nano Energy 掲載論文（アブストラクトのみ：全文は有料） 

Nucleophilic substitution between polysulfides and binders unexpectedly stabilizing lithium sulfur 
battery 

URL:  http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2211285517302938  

42-21 

ｱﾒﾘｶ合衆国・
ｻﾝﾃﾞｨｱ国立
研究所(SNL) 

    2017/6/28 

モデル化ツール、制御法、向上した気象予測により系統上の再生可能エネルギー増加が可能に 
(Modeling Tools, Control Strategies, and Improved Weather Forecasting Enable More Renewables on 
the Grid) 

・ SNL が NREL、バーモント州の複数の電力事業者と共同で、包括的かつ再現可能な、再生可能電
源統合への多角的アプローチを策定。 
・ 2050 年までに配給されるエネルギーの 90%を再生可能資源由来とする高い目標を持つ同州が対象
だが、今回開発された技術とツールは、米国中の事業者に再生可能資源をより大量に導入した際の
断続的な出力による影響の緩和を可能にし、系統信頼性を向上させるもの。 
・ アウトカムは以下を含む。①2社管内の複数の配電フィーダをモデル化。運用に悪影響を与えずPV
容量の 85%増加を可能に。②配電フィーダの高度な解析と可視化により動的な受入容量を判定。急激
な出力変動時の系統の性能と信頼性維持に有効。さらに、影響を最小限にするよう新規分散型エネ
ルギー資源(DER)の設置点決定を支援し、分散型貯蔵装置を利用してピークシェービングにおける使
用を最適化しながら影響を緩和。③総 PV 容量、大規模 PV システムの設計、晴天時対曇天時の勘案
を含めた既存の太陽光予測ツールの改良。 
・ 本プロジェクトの成果は DOE と傘下の国立研究所の戦略的連携、Grid Modernization Laboratory 
Consortium により実現。 

URL:  
http://energy.sandia.gov/modeling-tools-control-strategies-and-improved-weather-foreca
sting-enable-more-renewables-on-the-grid/  

（関連情報)  

      

Grid Modernization Laboratory Consortium プロジェクトの詳細 

Vermont Regional Partnership Enabling the Use of DER 

URL:  https://gridmod.labworks.org/projects/1.3.10  

  

http://newscenter.lbl.gov/2017/06/13/seaweed-derivative-just-lithium-sulfur-batteries-need/
http://newscenter.lbl.gov/2017/06/13/seaweed-derivative-just-lithium-sulfur-batteries-need/
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2211285517302938
http://energy.sandia.gov/modeling-tools-control-strategies-and-improved-weather-forecasting-enable-more-renewables-on-the-grid/
http://energy.sandia.gov/modeling-tools-control-strategies-and-improved-weather-forecasting-enable-more-renewables-on-the-grid/
https://gridmod.labworks.org/projects/1.3.10
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【新エネルギー分野（太陽光発電）】  

42-22 

 

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) 

    2017/6/1 

超安定的なペロブスカイト太陽電池が 1 年以上安定                             
(Ultra-stable perovskite solar cell remains stable for over a year)                

・ ペロブスカイト太陽電池は、商業化の可能性が非常に高く、安価で効率的な太陽光エネルギーを提
供。しかし、22％以上の電力変換効率を達成することが示されているにもかかわらず、その動作安定
性は依然として市場の要件は未達成。 
・ EPFL は、11.2％の効率を性能低下させることなく提供しながら、1 年以上動作する低コストで超安定
的なペロブスカイト太陽電池を製造。EPFL は Michael Grätzel 教授、Solaronix と協同で、2D / 3D ハイ
ブリッドペロブスカイト太陽電池を設計。これは、安定性を向上させた 2D ペロブスカイトと、可視スペク
トル全体の光を効率的に吸収し、電荷を輸送する 3D ペロブスカイトとを組み合わせたもの。10×10 ㎠
の太陽電池パネルを、完全に印刷可能な工業規模のプロセスで製造。10,000 時間以上にわたって
11.2％の効率を一定して提供し、標準条件下での性能の損失はゼロ。同太陽電池の効率は、炭素ベ
ース組成で 12.9％、標準メソポーラス太陽電池で 14.6％。 
・ 同太陽電池は、ペロブスカイト太陽電池の安定性の問題を解決し、商業レベルへのアップスケーリ
ングのための重要なステップとなるもの。 

URL:  https://actu.epfl.ch/news/ultra-stable-perovskite-solar-cell-remains-stable-/  

（関連情報)  

      

Nature Communications 掲載論文(フルテキスト） 

One-Year stable perovskite solar cells by 2D/3D interface engineering 

URL:  http://www.nature.com/articles/ncomms15684  

【新エネルギー分野(燃料電池・水素）】  

42-23 

ｱﾒﾘｶ合衆国･
ペンシルベニ
ア州立大学 

    2017/5/31 

低コスト、スケーラブルな水分解が、未来の水素経済を活性化         
(Low Cost, Scalable Water Splitting Fuels the Future Hydrogen Economy) 

・ ペンシルベニア州立大学とフロリダ州立大学は、低エネルギーの水分解プロセスにより純粋な水素
を生成する、低コストで工業的にスケーラブルな触媒を開発。輸送産業での化石燃料の代替や、燃料
電池の燃料として安価な水素燃料を使用するクリーンエネルギー経済の実現に一歩近づく。 
・ 従来の水分解プロセスでは、環境に優しい副産物の生成は困難。工業的な水素生成法である水蒸
気メタン改質では、二酸化炭素を大気中に放出。他に先進型原子力発電所や集光型太陽熱発電など
の排熱利用による方法もあるが、いずれも商用向けとしては技術的な課題あり。白金は水分解プロセ
スでの触媒として完璧に近いが、高価。より安価な触媒の開発がカギ。 
・ 二硫化モリブデンは、水素吸収のためのギブスの自由エネルギーがゼロに近く、白金の代替物とし
ての可能性あり。ギブスの自由エネルギーが低いほど、化学反応を起こさせるための外部エネルギー
は少なくて済む。 
・ しかし実験で、二硫化モリブデンは安定相において半導体であるため、電子を伝導する能力が制限
され、触媒としての使用に問題があることが判明。そこで、高導電性カーボンである還元型酸化グラフ
ェンを添加した後、自由エネルギーをさらに低減するために、二硫化モリブデンをタングステンと合金
化し、グラフェンと、タングステン・二硫化モリブデンとの交互層を有する薄膜を作製。水分解に必要な
電圧は、純粋な二硫化モリブデンを使用した時の 200mV から、タングステン・モリブデン合金を使用し
た時の 96mV にまで半減。 
・ 水分解プロセスでは、水に浸された電極に非常に微量の電気エネルギーを印可。この小さな電位
により、溶液中の陽子が触媒の表面に吸着。次に、2 個の陽子が一緒に移動して水素気泡を形成し、
表面に上昇して水素を放出。 
・ 理論上、電子軌道の役割は重要。純粋な二硫化モリブデンの金属からの電子軌道が、重要な反応
段階で水素の電子軌道と重ならないのに対し、合金があれば、これらの電子軌道は相互によく反応し
合い、反応効率性が向上。白金よりも安価で豊富に存在する元素を合金化して使用することにより、
最良の触媒を上回る効率性の達成が可能であることを実証。 

URL:  
https://www.mri.psu.edu/mri/news/low-cost-scalable-water-splitting-fuels-future-hydrog
en-economy  

（関連情報)  

      

ACS NANO 掲載論文（アブストラクトのみ：全文は有料） 

Low-temperature Synthesis of Heterostructures of Transition Metal Dichalcogenide Alloys (WxMo1–
xS2) and Graphene with Superior Catalytic Performance for Hydrogen Evolution 

URL:  http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/acsnano.7b02060  

  

https://actu.epfl.ch/news/ultra-stable-perovskite-solar-cell-remains-stable-/
http://www.nature.com/articles/ncomms15684
https://www.mri.psu.edu/mri/news/low-cost-scalable-water-splitting-fuels-future-hydrogen-economy
https://www.mri.psu.edu/mri/news/low-cost-scalable-water-splitting-fuels-future-hydrogen-economy
http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/acsnano.7b02060
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水電解用の新しい超薄膜材料が水素生産をより安価に 
(New ultrathin material for splitting water could make hydrogen production cheaper) 

・ UNSW が水分解で効率的に水素を生成する安価な電極触媒を新たに開発。 
・ 同触媒は多孔質の金属有機構造体(MOF)複合材の超薄膜ナノシートを発泡体の電極にコーティン
グしたもの。水電解で酸素と水素を得るには通常異なる働きをする 2 種の触媒を用いるが、同触媒で
は水電解に要する両反応を促進。 
・ 製造方法が容易なため多様な MOF の超薄膜ナノシートの作製が可能に。同触媒は今日までに報
告されている水電解用電極触媒で最高効率を達成。 
・ 同触媒の研究者は先般、付加価値を有する化学物質や燃料へと CO2 を効率的に電気化学還元す
るイオン液体ベースのナノ多孔質複合材触媒開発に ARC Future Fellowship より 96 万ドルのグラント
を獲得している。 
・ 同触媒は従来触媒のように白金等の貴金属を使用せず、豊富に賦存する安価なニッケル、鉄、銅
から構成。従来的にバルクの粉末から形成され、材料中の孔の深部に触媒部位が埋まり水が届きに
くい MOF では、導電性と電気化学反応での有用性に欠ける。 
・ 同大学は今回、ナノエンジニアリングによる特殊な MOF 構造（超薄膜アレー）の作製により MOF の
孔を露呈させ、水と電気的に接触する表面積を拡大し、導電性及び活性部位へのアクセスの課題を
解決。 
・ 燃料貯蔵、ドラッグデリバリーや炭素回収等様々なアプリケーションが可能な MOF で同大学が実証
した高い導電性により、電極触媒作用を超える新たなアプリケーションの可能性が拓く。 

URL:  
http://newsroom.unsw.edu.au/news/science-tech/new-ultrathin-material-splitting-water-
could-make-hydrogen-production-cheaper  

（関連情報)  

      

Nature Communications 掲載論文(フルテキスト） 

Ultrathin metal-organic framework array for efficient electrocatalytic water splitting 

URL:  https://www.nature.com/articles/ncomms15341  
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