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ｱﾒﾘｶ合衆国・
パシフィック・
ノースウェスト
国立研究所

(PNNL) 

    2017/8/22 

未来の車輌のマグネシウム製部品を作る ShAPEing 
(ShAPEing the future of magnesium car parts)  

・ PNNL が、自動車産業での構造要素製造にマグネシウム合金の導入を可能にする新プロセスを開
発し、産業用として ShAPETM （Shear Asisted Processing and Extrusion machine)を作製。 
・ マグネシウムは重量が鋼鉄より 75%、アルミより 33%軽く、鉄やシリコン等に続いて賦存量の多い元
素だが、自動車産業で利用できる強度を持たせるにはディスプロシウム等の高コスト希土類元素添加
が必要。新プロセスは金属原料を押し出して特定の形状に作り上げる押出し形成に改善を加えた方
法。希土類利用の必要性を排除してコストを低減すると同時に材料の構造特性も向上。 
・ 同プロセスでは、従来の押出し成形方法では不可能だった新たな微細構造を作ることで、マグネシ
ウムのエネルギー吸収能力と延性を強化。このような特性の向上により、マグネシウムの加工が容易
になり自動車の構造部品での利用を促進。 
・ DOE の報告によれば、現在、マグネシウム製部品が標準的な車輌の重量において占める率は僅
か 1%(33 ポンド）。製造業者はバンパービーム等に低コストのアルミを使用している。新プロセスではマ
グネシウムの機械特性をアルミの代替となり得るレベルまで向上させる。 
・ また、押出し成形プロセスでのマグネシウム合金のスピニングで機械的な摩擦による熱が発生し、
これにより材料が軟化して容易に金型を通ることで管やロッド等を成型。従来プロセスで使用されてき
たエネルギーを大量に消費する抵抗加熱器が不要に。 
・ ShAPETM により、マグネシウム-アルミ-亜鉛合金 AZ91 及び ZK60A から直径最大 2 インチの極薄
壁の円管を押出し成形で作製。同プロセスにより、室温下での延性が従来方法に比して 25%超向上す
る等、両材料の機械特性が改善。1 分当たりの回転数が高いほど、材料の粒子が微細化して成形品
をより強靭・柔軟に。また、材料の結晶構造の方位を制御することでマグネシウムのエネルギー吸収
能力がアルミ並みに向上。 
・  ShAPETM では、マグネシウム合金を押出す力は従来方法の 1/10。直径 2 インチ・長さ 1 フィートの
管の成形に必要なエネルギーは、キッチンオーブンを 60 秒間作動させる電力のみ。世界的な自動車
部品サプライヤーの Magna-Cosma 社が PNNL と共同で低コストのマグネシウム部品や大型管をデト
ロイト近郊の施設で試験予定。  

URL:  https://www.pnnl.gov/news/release.aspx?id=4452  

（関連情報)  

      

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

Homogenization and texture development in rapidly solidified AZ91E consolidated by Shear Assisted 
Processing and Extrusion (ShAPE) 

URL:  http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0921509317308250?via%3Dihub  

  

 

《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) 

    2017/9/13 

ラボの研究者が「4D 印刷」材料を作製                                                                                                                                                                      
(Lab researchers achieve '4D printed' material)                            

・ LLNL は、フレキシブルで伸縮性があり、形状記憶挙動を有する、複合シリコン材料を 3D 印刷で初
めて作製。同材料は、体熱によって活性化し、身体にフィットさせるための高度な調整とカスタマイズ
が可能。ヘルメットや靴などのクッションへの応用に期待。 
・ 3D 印刷でシリコンベースのインクに、空洞で、ガスを充満させた「マイクロバルーン」を組み入れ、高
温での圧縮または「設計」が可能。冷却後も形状を維持。再加熱すると、マイクロバルーン内のガスが
膨張し、構造は元の形状を回復。3D 印刷に「時間」という 4 つ目の次元を加えた「4D 印刷」。 
・ 再加熱後も、構造に歪みを生じさせることなく、完全に元の形状を回復するのは、シリコンネットワー
クが完全に架橋されていて、ネットワークが一緒に保持されるため。 
・ 「直接インク書き込みプロセス」を用いて、プリンターのノズルから複合インク材料を室温で押し出
し、気孔率と構造が制御されたウッドパイル状構造を形成。3D 印刷された材料は、より軽量で機能的
となり、全体的な 3D ジオメトリーや構成をより詳細に制御することが可能に。 
・ LLNL は、同材料の特許を出願中。 
・ マイクロバルーンのガラス転移温度を体熱以下に調節すると、同材料を加熱しながら圧縮、冷却
し、体熱よりも低い温度での形状維持が可能。着用すると、ヘルメットや靴のクッションが身体にフィッ
トするように膨張。ガラス転移温度が体熱よりわずかに高い場合は、マウスガードの形状適合のプロ
セスと同様に、オーブンまたはポットの温水で材料を加熱し、フィットさせる。 
・ 商業化のポテンシャルは高く、業界への技術移転の機も熟している。パッケージングや輸送用途の
大型梱包材料の生産に向けて、同材料の生産プロセスのスケールアップも可能。 

URL:  https://www.llnl.gov/news/lab-researchers-achieve-4d-printed-material  

(関連情報）  

      

Scientific Reports 掲載論文(フルテキスト） 

3D Printed Silicones with Shape Memory 

URL:  https://www.nature.com/articles/s41598-017-04663-z  

【電子・情報通信分野】  
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ｱﾒﾘｶ合衆国・
カリフォルニ
ア大学デービ

ス校(UC 
Davis) 

    2017/8/24 

高周波チップが次世代技術の進展を促進 
(High-Frequency Chip Brings Researchers Closer to Next Generation Technology) 

・ UC Davis が、 現在最速のインターネットを数桁上回る速度の、毎秒数十ギガバイトのデータ転送
の実現可能性を提供する、高周波で作動する電子チップを開発。 
・ 同チップはフェーズド・アレイ・アンテナシステムを利用したもの。同システムは複数ソースからエネ
ルギーを纏めて特定の位置へと厳密に誘導できる単一ビームを形成するものだが、このような高周波
への作製は極めて困難。 
・ 同チップのプロトタイプでは、52GHz の帯域幅にて 370GHz での作動を確認（因みに FM 電波は 87.5
～108MHz、4G と LTE セルラーネットワークは一般的に最大 20MHz の帯域幅にて 800MHz～2.6GHz
で作動）。 
・ より高速な通信、新しいセンシングやイメージングアプリケーションの需要増大がより高周波数で機
能する技術の開発を促進。4G セルラーネットワークではデータ転送速度が理論上の限界に達してお
り、クラウドコンピューティングや次世代セルラーネットワーク等へのシステムへの移行には速度の向
上が必須。高周波数では帯域幅がより広く、より広い帯域幅ではより高速なデータ転送が可能に。 
・ 同チップは、単一の小型チップ上でミリ波・テラヘルツ帯での広い帯域幅が利用可能なことを証明す
るもので、分光法、センシング、レーダー、医療イメージングや高速通信等の技術を強化するスケーラ
ブルなシステムの開発への重要な一歩。 

URL:  
https://www.ucdavis.edu/news/high-frequency-chip-brings-researchers-closer-next-genera
tion-technology  

（関連情報)  

      

IEEE International Solid-State Circuits Conference (ISSCC) 2017 発表論文(アブストラクトのみ：全文
は有料） 

17.10 A 318-to-370GHz standing-wave 2D phased array in 0.13µm BiCMOS 

URL:  http://ieeexplore.ieee.org/document/7870385/  

  

https://www.llnl.gov/news/lab-researchers-achieve-4d-printed-material
https://www.nature.com/articles/s41598-017-04663-z
https://www.ucdavis.edu/news/high-frequency-chip-brings-researchers-closer-next-generation-technology
https://www.ucdavis.edu/news/high-frequency-chip-brings-researchers-closer-next-generation-technology
http://ieeexplore.ieee.org/document/7870385/
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スイス連邦工
科大学チュー
リッヒ校(ETH)
（チューリッヒ
工科大学） 

    2017/9/6 

超高精細ディスプレー色のための緑色光 
(Green light for ultra-fine display colours) 

・ ETH が韓国と台湾の研究者らと共同で、これまでにない超高色純度の緑色を発光する超薄膜フレ
キシブル LED を開発。 
・ 製造に高温度を必要とする従来の LED とは異なり、同 LED は室温下で製造。また、LED 原料として
使用されるが超高純度の緑色光には適さない窒化インジウムガリウム(InGaN)に代わり、太陽電池等
で使用されているペロブスカイトを採用。 
・ テレビやスマートフォン等の次世代ディスプレーで、より明瞭、鮮明、高精細でより広い色調範囲に
よる画像を表示するには、高色純度での赤（R)、緑(G)、青(B)の発光が必要。このうち R と B について
はほぼ達成しているが、G については技術に限界あり。これは人間の眼の緑色スペクトル領域に対す
る高感度性に主に起因。 
・ 超高精細度（Ultra HD）ディスプレーに関する要件の定義に加え、研究開発の枠組みを提供して国
際映像フォーマットを規格化する Rec. 2020 には色品質の向上も含まれており、ディスプレーが再現可
能なカラースケールを規定。 
・ 新しい色調は RGB のベース色の混合で作られ、これらのベース色の純度が高いほど、スクリーン
が表示できる色調範囲が拡張。超高色純度の緑色光は色域の拡張に重要な役割を担う。新 LED は、
Rec. 2020 規格の 97～99%に準拠。現在最も高色純度の TV ディスプレーでは平均 73.11～77.72%。 
・ 新 LED のペロブスカイト材料は、高色純度の緑色光の達成に最適な 4.8nm の薄さで、紙のようにフ
レキシブル。既存のロール・ツー・ロールプロセスで安価かつ迅速に製造が可能で将来の産業生産に
有益と考える。 
・ ただし、この超高色純度緑色 LED の産業利用はまだ先となる。今後、現在 3%の変換効率を向上さ
せることが必要（現在市場にある TV スクリーンでは 5～10%）。次のバージョンでは 6～7%の向上を目
指す。また、短い発光時間(2 時間）の課題についても取り組む。 

URL:  
https://www.ethz.ch/en/news-and-events/eth-news/news/2017/09/green-light-for-ultra-f
ine-display-colours.html  

(関連情報）  

      

NANO Letters 掲載論文(アブストラクトのみ：全文は有料） 

Ultrapure Green Light-Emitting Diodes Using Two-Dimensional Formamidinium Perovskites: Achieving 
Recommendation 2020 Color Coordinates 

URL:  http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/acs.nanolett.7b01544  
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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 

    2017/9/6 

ハイブリッド 3D プリンティングで作る低コストのウェアラブル 
(Low-cost wearables manufactured by hybrid 3D printing) 

・ ハーバード大学ヴィース研究所と同大学工学・応用学部(SEAS)、米国空軍研究所(AFRL)が共同
で、ソフトエレクトロニクスの新しい積層造形技術、「ハイブリッド 3D プリンティング」を開発。 
・ 同技術では、電子センサーの材料への直接プリント、デジタル・ピックアンドプレイスによる電子部
品の配置、そしてセンサーのデータ信号を読み取る電子回路部品を完成させるインターコネクトのプリ
ントが可能に。柔軟な導電性インクと硬質の電子部品を搭載するマトリクス材料をストレッチャブルな
デバイスに統合する。 
・ ウェアラブル電子デバイスは身体の挙動に沿って曲げ伸ばせることが重要だが、皮膚のような柔軟
なマトリクス材料への硬質な電子部品の組込みが課題。 
・ ストレッチャブルな導電性インクは、熱可塑性ポリウレタン(thermoplastic polyurethane: TPU)に銀フ
レークを混合したもの。TPU のみのインクでデバイスのソフト基板を、銀-TPU インクで電極をプリント
する。基板と電極の双方が TPU を含有するため、プリントすると乾燥前に互いに強力に接着し、溶剤
蒸発後に双方のインクが凝固してフレキシブルでストレッチャブルな統合システムを形成する。 
・ 導電性インク中の銀フレークはプリント方向に従って自己配列し、プレート状の面が重なり合った構
造を作る。これによりプリントした電極に沿った導電能力が向上。 
・ プログラム可能なマイクロコントローラーチップや読み取りデバイス等の電子部品のソフトセンサー
への搭載には、デジタル・ピックアンドプレイスプロセスを採用。空のプリントノズルに加えた軽い真空
により、プログラムで制御可能な特定の仕様で電子部品を拾い上げて基板表面に配置する。 
・ また、基板への配置前に各電子部品の底部に TPU インクを少量塗布することで、乾燥後の配置部
品を固定して全マトリクスでの圧力を分散。完成したセンサーデバイスは機能を維持したまま 30%まで
引き伸ばせる。同方法で 12 個の LED を取付けた TPU シートでは、LED 光の強度減少やデバイスの
機械故障なく繰り返し円筒状に折り曲げることができた。 
・ 歪みセンサーと圧力センサーを作製し、同積層造形技術の全能力を概念実証。継続して材料とプ
ロセスの最適化を目指す。 

URL:  https://wyss.harvard.edu/low-cost-wearables-manufactured-by-hybrid-3d-printing/  

（関連情報)  

      

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

Hybrid 3D Printing of Soft Electronics 

URL:  http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/adma.201703817/full  

  

https://www.ethz.ch/en/news-and-events/eth-news/news/2017/09/green-light-for-ultra-fine-display-colours.html
https://www.ethz.ch/en/news-and-events/eth-news/news/2017/09/green-light-for-ultra-fine-display-colours.html
http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/acs.nanolett.7b01544
https://wyss.harvard.edu/low-cost-wearables-manufactured-by-hybrid-3d-printing/
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/adma.201703817/full
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ｱﾒﾘｶ合衆国・
国防総省国
防高等研究

計画局
(DARPA) 

    2017/9/11 

眠りながらも常時警戒モードにあるセンサーは関連信号が存在するときにだけ目覚める                                                                                       
(Dormant, Yet Always-Alert Sensor Awakes Only in the Presence of a Signal of Interest) 

・ Northeastern 大学は、DARPA の「Near Zero Power RF and Sensor Operation（所要電力がゼロに近
い RF とセンサーの運用：N-ZERO）」プログラムで、「プラズモンで強化される微小機械用光スイッチ」と
いうデバイスを開発。同デバイスは、熱くなったテイルパイプ、森林火災、ヒトから放射される赤外線
（IR）波長の特性を検知する小さなセンサー。 
・ 同センサーは、待機状態で放置されたまま、バッテリ電力を消費せずに何年間も警戒モードの維持
が可能。検出すべき IR 波長をセンサーが検知すると、戦闘員、消防士などに対して信号を発信。情報
・監視・偵察（ISR）技術として、作動しなくなったバッテリの交換という危険を伴うメンテナンス作業の必
要性を最小限に抑えつつ、状況認識の改善が可能に。 
・ IR 波長が検知されると、IR 発生源のエネルギーがセンサーのエレメントを加熱し、センサーの主要
部位に物理的な動きを起こす。これらの動きにより、平常時は開いた状態の回路成分が機械的に閉
鎖し、検知を知らせる信号を発信。 
・ 同センサーは、特定の IR 波長のみを吸収するように作製されたナノスケールのパッチのグリッドを
搭載。プラズモンと呼ばれる、電荷に基づく励起状態がナノスケールのパッチの下に集中し、特定波
長の光を超薄型構造に効果的に閉じ込める。その結果、温度が急上昇し、センサーの他部位の回路
を完成させるような変形を生じさせる。 
・ また、同センサーには、特定の IR 波長を吸収するように調整された複数の感知エレメントがあり、こ
れらが一緒になって、複雑な論理回路を構成し、IR スペクトルを分析。IR エネルギーの発生源が火
災、車輌、人なのかを特定。 
・ ガソリンやディーゼル燃料を燃やすエンジンは、排気ガス中に CO2、CO、H2O、NOx、SOx や、メタ
ンのような炭化水素などの特定の化合物を放出するが、トラック、車輌、航空機などの熱くなったテイ
ルパイプの排出ガスから放射される IR スペクトルが車種固有の特徴を表すため、車輌の識別も可
能。 
・ N-ZERO プログラムの主目的は、国家安全保障関連の新しく、高性能のセンサーシステムの礎とな
る基礎技術の開発であるが、Northeastern 大学は、IoT が自動車から電気製品、遠隔配備センサーに
至る何千億ものデバイスを包括するように拡大する中で、同センサー技術の重要性と影響力が増すと
指摘。 

URL:  https://www.darpa.mil/news-events/2017-09-11  

（関連情報)  

      

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

Zero Power Infrared Digitizers Based on Plasmonically-enhanced Micromechanical Photoswitches 

URL:  
http://www.nature.com/nnano/journal/vaop/ncurrent/full/nnano.2017.147.html?foxtrotcallba
ck=true  

46-7 
ﾄﾞｲﾂ連邦共和
国・ﾌﾗｳﾝﾎｰﾌ
ｧｰ協会(FhG) 

    2017/10/2 

マイクロチャネルクーラーでプロセッサ性能を向上 
(Higher processor performance with microchannel cooler) 

・ Fraunhofer Institute for Reliability and Microintegration IZM は、マイクロチャネルをシリコンインター
ポーザに統合して、高性能プロセッサを底面からも冷やすという、新しい冷却方法を開発。 
・ 今までは、冷却素子は過熱を避けるために、送風機は熱に弱い部品を上から冷やすために使用さ
れてきたが、本研究チームは、液体ベースの冷却システムを用いて上からも下からもマイクロチップを
冷やす方法を発見。密閉されたビアを有するマイクロチャネル構造を、プロセッサとプリント回路基板
の間のシリコンインターポーザに取り付け、冷却剤をマイクロチャネルに送り出して、プロセッサからの
熱の流れを変える。 
・ 電源供給とプロセッサ冷却を担うインターポーザは、200µm 毎に電気接触を加えられて、プロセッサ
の電力供給とデータ送信を確保する、プリント回路基板とチップ間の層。本研究チームは、ビアに架橋
結合するマイクロ流体チャネルを取り付けて、冷却剤を循環。 
・ インターポーザに小さなチャネルを統合させることだけでなく、チャネルを密封して電気路から分離
させることも課題であったが、2 つのシリコンプレートを用いてインターポーザを作製することで解決。
水平に伸びた冷却チャネルと垂直に伸びた送電線チャネルを、補完的に合体。水と電気ビアを接触さ
せないように、個々の接触点を特別な方法で密封。 
・ 熱源により近い場所で、より高いクロックレートにて効果的に冷却を行うことが大切であり、本研究
の新しい冷却システムは、これらの点で性能が著しく向上。 
・ 本研究では更に、電力供給用電圧調整器やデータ送信用オプトエレクトロニクス部品もインターポ
ーザに統合。電圧調整器がプロセッサに作業電圧を適宜供給し、オプトエレクトロニクス部品がプロセ
ッサからの電気信号を光信号に変えることで、高い信号品質をもって大量データを送信することが可
能に。 

URL:  
https://www.fraunhofer.de/en/press/research-news/2017/October/higher-processor-powe
r-with-microchannel-cooler.html  

  

https://www.darpa.mil/news-events/2017-09-11
http://www.nature.com/nnano/journal/vaop/ncurrent/full/nnano.2017.147.html?foxtrotcallback=true
http://www.nature.com/nnano/journal/vaop/ncurrent/full/nnano.2017.147.html?foxtrotcallback=true
https://www.fraunhofer.de/en/press/research-news/2017/October/higher-processor-power-with-microchannel-cooler.html
https://www.fraunhofer.de/en/press/research-news/2017/October/higher-processor-power-with-microchannel-cooler.html
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ｱﾒﾘｶ合衆国・
ﾏｻﾁｭｰｾｯﾂ工
科大学(MIT) 

    2017/8/25 

ドローンが在庫管理で RFID 信号を中継  
(Drones relay RFID signals for inventory control) 

・ MIT が、ドローンを利用した RFID システムを開発。 
・ 安価で電池不要の RFID タグがリーダーからワイヤレスで電力を受け、識別番号を送り返してウェア
ハウスの在庫管理の効率化を促進するが、近代の小売事業の規模では RFID 技術を用いても在庫と
在庫管理記録間の不整合が起こりやすく、棚卸し完了に長期間を要する。 
・ 全米小売業協会(NRF)の 2016 年の報告によれば、小売店での商品紛失額は、年間平均で約 452
億ドル。今回開発したドローンによる物品の発見と場所特定システムは、これらのような課題の解決
に抜本的な技術の進展を提供。 
・ 『RFly』と呼ばれる同システムでは、小型で安全なドローンが数十 m 先にある RFID タグを読み取り、
リーダーの範囲を全方向に 10 倍拡張して平均誤差 19cm でタグの場所を特定。新規のタグやリーダ
ー等無しで既存の RFID 在庫管理システムに導入できる。 
・ RFID タグとリーダー間での電力供給と識別情報の伝送には同じ周波数を同時に利用するが、これ
に加えて同システムでは合計で 4 種類の同周波数の同時伝送(RFID タグとドローン間、ドローンとリー
ダー間の送受信)を行うため互いに干渉。この問題は、システムが RFID タグの位置を特定する必要条
件により悪化。 
・ 干渉への対処として、ドローンはタグから受信する信号をデジタル・デコード処理し、再エンコードし
てリーダーに送信するが、このプロセスによるディレイが信号の相対位相を変化させ、正確な位置判
断が不可能になる。 
・ 通常、無線システムではベースとなる伝送周波数を僅かに上下に変調させて情報をエンコードして
いるが、RFID タグは独立した電源を持たないため、変調がリーダーのそれに比して極少。 
・ 研究チームはアナログフィルターの作製によりこれを解決。同フィルターは、リーダーに届く信号か
らベース伝送周波数を差し引き、低周波数部分と高周波数部分に分離。タグからの信号である低周
波数部分をベース伝送周波数に足し戻す。 
・ また、各ドローンに RFID タグを装着することで、リーダーが受信する信号の全変調の発生源を判
別。ドローンがタグの付いたアイテムへのリーダー信号の中継と自身のタグによる同信号の反射を交
互に行うことで、リーダーはドローンによる変調分を推定し、除去。 
・ 現在、マサチューセッツ州の主要な小売業者の倉庫で実験第 2 弾を実施中。 

URL:  http://news.mit.edu/2017/drones-relay-rfid-signals-inventory-control-0825  

（関連情報)  

      

ACM SIGCOMM 2017 発表論文(フルテキスト） 

Drone Relays for Battery-Free Networks 

URL:  http://www.mit.edu/~fadel/papers/RFly-paper.pdf  

46-9 
ｱﾒﾘｶ合衆国・
ﾏｻﾁｭｰｾｯﾂ工
科大学(MIT) 

    2017/8/29 

歩行者の振る舞いに倣う新しいロボット 
(New robot rolls with the rules of pedestrian conduct) 

・ MIT が、「社会を意識したナビゲーション」を備えた自律走行ロボットを開発。歩行者の挙動の全体
的な行動規範を観察しながら、その往来ペースに合わせて走行。走行試験では、歩行者の平均的な
流れに後れを取らず衝突を回避。 
・ このようなナビゲーションは、歩行者との頻繁な交流を要する環境におけるモバイル・ロボットの動
作で中心となる機能。例えば、歩道で荷物や食品の配達に従事する小型ロボットや、ショッピングモー
ルや病院等の人込みのある広い場所で人間を輸送できる個人用の移動支援機器。 
・ 極度に渋滞した環境でロボットに自律走行させるには、位置特定（現在の自分の位置を認識）、知
覚（周囲環境を認識）、運動計画(ある方向での最適経路を特定）、そして制御(所望する経路を物理的
に実行）の 4 課題の解決が必要。 
・ 位置特定には、オープンソースのアルゴリズムでロボットの周囲環境をマッピングして位置を特定。
知覚には、ロボットにウェブカム、深度センサーや高分解能ライダーセンサー等の市販のセンサーを
取り付けることで解決。制御については自律型地上車輌(AGV)に使用される標準的な方法を採用し
た。 
・ これらの課題のうち革新を必要としたのが運動計画。歩行者の軌道を考慮しながら最適な経路を
計算するようにロボットをプログラムする軌道ベースのアプローチがあるが、この計算には時間がか
かるため実際の使用に適さない。 
・ また、幾何学や物理を利用した衝突を回避する経路を迅速に計算する簡易なモデルでロボットをプ
ログラムする「反応ベース」のアプローチでは、人間の挙動の予測不可能性が問題になる。 
・ 同大学は、機械学習アプローチの一つである強化学習(reiforcement learning)を利用することで、こ
れらの制約を回避。同学習では、ある速度と環境中の他のオブジェクト軌道においてロボットが特定
の経路を選択するようにコンピュータ・シミュレーションで訓練する。また、このようなオフラインの訓練
段階に、シミュレーションでロボットが右側から追越し、左側であった場合はペナルティーを課すという
社会的な規範を採り入れた。 
・ これにより、ロボットは 1/10 秒毎に環境を見極めて経路を調整し、経路の再プログラムのために停
止することなく、平均的な歩行速度の毎秒 1.2m で走行。走行試験では、歩行者の多いカーブした廊下
で一回につき 20 分間の自律運転に成功。 
・ 次には、歩行者環境での人込み対するロボットの挙動について研究予定。 

URL:  http://news.mit.edu/2017/new-robot-rolls-rules-pedestrian-conduct-0830  

http://news.mit.edu/2017/drones-relay-rfid-signals-inventory-control-0825
http://www.mit.edu/~fadel/papers/RFly-paper.pdf
http://news.mit.edu/2017/new-robot-rolls-rules-pedestrian-conduct-0830
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（関連情報)  

      

IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS) 2017 発表論文(フルテ
キスト） 

Socially Aware Motion Planning with Deep Reinforcement Learning 

URL:  https://arxiv.org/pdf/1703.08862.pdf  

46-10 

ｱﾒﾘｶ合衆国・
ワシントン大

学(UW) 

    2017/9/6 

『PupilScreen』が保護者・監督・医師によるスマートフォンを使った脳震盪や脳損傷の検知を可能に 
(PupilScreen aims to allow parents, coaches, medics to detect concussion, brain injuries with a 
smartphone)  

・ UW が、現場にて専門家以外による脳震盪や外傷性脳損傷の客観的な検知を可能にするスマート
フォンアプリ、『PupilScreen』を開発。スマートフォンのビデオカメラとディープラーニング(DL)ツールを
使用することで、目視では知覚不可能な瞳孔対光反応の変化を検出・定量化する。 
・ 『PupilScreen』は、病院に設置される高価な瞳孔計とほぼ同等の瞳孔対光反応の判断が可能。ス
マートフォンのフラッシュで患者の眼球を刺激してビデオカメラで 3 秒間の動画を撮影。動画はDL アル
ゴリズムによる処理により各動画フレームで瞳孔に属するピクセルを特定し、全フレームにわたって瞳
孔サイズの変化を測定。 脳損傷患者と健常者による 48 件の結果を纏めた小規模な予備試験では、
同アプリによる結果のみでほぼ完全な精度で脳損傷を検知。 
・ アマチュアスポーツにおいて試合中に選手の脳震盪が疑われる場合、コーチや保護者による質問
や言葉の繰り返し、鼻の指差し等が最も効率の良い検知方法とされているが、それらは主観的な判
断材料。対照的に、同アプリは追加的な診断の必要性を決定するための客観的で臨床的に重要なデ
ータの提供を目的とする。 
・ 通常、(緊急救命室でも）医師が複数の試験を実施して脳出血や頭蓋骨骨折等の最も深刻なケース
を除外し、最終的に脳震盪の診断を決定する。瞳孔対光反応はペンライトを患者の眼球に照射して深
刻な脳損傷を検知するが、最近の研究により瞳孔反応における僅かな変化が軽度の脳震盪の検知
に有用なことが判明。 
・ 『PupilScreen』は、リトルリーグのコーチ、NFL の医師から緊急救命士による頭部損傷の検知と治療
優先順位決定を可能にさせるデバイス。現在、スマートフォンのカメラのみから同様な結果が得られる
ように機械学習ニューラルネットワークを訓練中。 
・ 同アプリ開発における課題の一つは、約 4,000 件の眼球画像の手動によるアノテーションを伴う、眼
球の瞳孔と虹彩を機械学習ツールに区別させる訓練。 
・ 10 月に予定されている臨床研究試験では、同アプリを実際にコーチや緊急救命士等が使用し、脳
震盪の発症が不明瞭な場合に最も役立つ瞳孔反応特性に関するデータを収集予定。2年以内の商業
化を目指す。 

URL:  
http://www.washington.edu/news/2017/09/06/pupilscreen-aims-to-allow-parents-coaches
-medics-to-detect-concussion-brain-injuries-with-a-smartphone/  

（関連情報)  

      

Ubicomp 2017（9/13～15 日 ハワイ開催）発表論文(フルテキスト） 

PupilScreen: Using Smartphones to Assess Traumatic Brain Injury 

URL:  https://ubicomplab.cs.washington.edu/pdfs/pupilscreen.pdf  

46-11 

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) 

    2017/9/7 

ペイント・バイ・ナンバーズ（数字に従って彩色する絵画キット）：アルゴリズムが個別画像からプロセス
を再現 
(Paint by numbers: Algorithm reconstructs processes from individual images) 

・ Helmholtz Zentrum München の研究チームは、疾患の進行といった連続する生物学的プロセスを、
画像データを用いて再現する新しい方法を開発。 
・ ソフトウェアは、明白に定義されたカテゴリーに沿って画像情報を分類することはできるが、画像デ
ータを連続的プロセスに割り当てることは実施不可能。 
・ 同研究チームは、いわゆるディープラーニングの手法を採用し、人工ニューラルネットワークを用い
て個別画像をプロセスに結び付け、人が理解できるように表示することに成功。 
・ 実証例として、本研究で開発したソフトウェアで、イメージングフローサイトメーターの画像を用いて
白血球の連続した細胞周期を再現。また、3 万枚の網膜の個別画像を入力し、糖尿病性網膜症の進
行も再現。データは自動的に連続プロセスにまとめられるので、連続的スケールで疾患の進行を予想
可能に。 
・ もしデータが連続的な生物学的プロセスの一部でない場合は、ソフトウェアは個別カテゴリーのもの
が混ざっていることを認識し、当該データを個別群に割当。 

URL:  
https://www.helmholtz-muenchen.de/en/news/latest-news/press-information-news/article
/41458/index.html  

（関連情報)  

      

Nature Communications 掲載論文(フルテキスト） 

Reconstructing cell cycle and disease progression using deep learning 

URL:  https://www.nature.com/articles/s41467-017-00623-3  

  

https://arxiv.org/pdf/1703.08862.pdf
http://www.washington.edu/news/2017/09/06/pupilscreen-aims-to-allow-parents-coaches-medics-to-detect-concussion-brain-injuries-with-a-smartphone/
http://www.washington.edu/news/2017/09/06/pupilscreen-aims-to-allow-parents-coaches-medics-to-detect-concussion-brain-injuries-with-a-smartphone/
https://ubicomplab.cs.washington.edu/pdfs/pupilscreen.pdf
https://www.helmholtz-muenchen.de/en/news/latest-news/press-information-news/article/41458/index.html
https://www.helmholtz-muenchen.de/en/news/latest-news/press-information-news/article/41458/index.html
https://www.nature.com/articles/s41467-017-00623-3
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46-12 
欧州連合(EU)

・ Horizon 
2020 

    2017/9/8 

高齢の親族の世話をするために開発されたロボット 
(Meet the robot designed to look after our elderly relatives) 

・欧州では現在、65 歳以上の人１人を現役世代 4 人で支えているが、将来的には 2 人で支えることに
なる。欧州委員会のデータによると、2060 年には欧州で 65 歳以上の人が全人口に占める割合は 18
％から 28％へ、80 歳以上の人は 5％から 12％へとそれぞれ増加する見通し。 
・今後、高齢者の独り暮らしがますます増える中、家族が同居するのでなければ、ロボットがその役割
を担うようになる可能性がある。Zacharias は、EU の研究コンソーシアムからの資金提供により開発さ
れたロボットのプロトタイプ。高齢者の身体の動きにおける様々なパターンの変化や、認知症やパー
キンソン病などの病を検知。周囲の人の動きや歩行速度に合わせることが可能。搭載された 2D レー
ザーセンサーを用いて、周囲の地図を作製。通常とは異なるデータを検知すると、家族やかかりつけ
医に自動的に警告を発信。 
・同プロトタイプは現在、ボランティア宅で試験運用中。試験運用の後、高齢者の動作の追跡と分析の
正確さを向上させるために、ロボットをスマートホームに組み入れる計画。 
・モノの配置の変化や、大小の障害物の存在により、非常に動的な環境である家の中で、できるだけ
控え目で機能的な動きをするための改良、低コスト化、異なる家庭環境やスマートホームへの適用性
の向上が今後の課題。 

URL:  http://ec.europa.eu/research/infocentre/article_en.cfm?artid=45657  

46-13 

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) 

    2017/9/12 

小さな荷物を迅速に配達するドローン 
(A drone for last-centimeter delivery) 

・ EPFL が、折り畳み式の炭素繊維ケージを備えた新型ドローンを開発。 
・ 同ケージが衝突や墜落からドローン本体と荷物を保護し、飛行中のドローンを安全に捉えることで
荷物を受領できる。ドローンのプロペラはケージ構造内に配置されており、ケージが開かれると安全シ
ステムにより停止する。 
・ 同ケージは瞬時に折り畳み・展開し、数秒で平板化してドローンの体積を 92%低減するため、バック
パックに収納して持ち運べる。 
・ 同ドローンは 2km の距離を最高 500g の重量を運搬可能。搭載した自律飛行ソフトウェアが飛行計
画を作成して樹木や建築物等の障害物を回避。タブレットやスマートフォンでリアルタイムに追跡でき
る。荷物配達後は自律的に発信元に帰還し、八ッキング防止システムも装備。 
・ 今後の開発では、障害物の検知と回避能力の強化に加え、積載量と自律性の向上を目指す。 

URL:  https://actu.epfl.ch/news/a-drone-for-last-centimeter-delivery/  

(関連情報）  

      

IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS) 2017 発表論文(フルテ
キスト） 

An origami-inspired cargo drone 

URL:  https://infoscience.epfl.ch/record/230988/files/IROS17_2120_FI.pdf  

【環境・省資源分野】  
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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) 

    2017/8/30 

水分解と CO2 分解技術の新規準を確立 
(Researchers Set New Bar For Water-Splitting, CO2-Splitting Techniques) 

・ NC State が、水分解による水素生成と CO2 分解による CO 生成の各技術について効率を向上させ
る材料を開発。 
・ 希土類材料の利用以外では前例のない熱力学的特性を持たせた材料により、水の 90%を水素ガス
に、また CO2 の 98%を CO に転換。さらに、プロセスで得た酸素でメタンを合成ガスに転換。 
・ CO2 分解プロセスには、酸化カルシウムまたは酸化マンガンの化学的に不活性なマトリクスに分散
したストロンチウム・フェライトのナノ複合材を開発。 CO2 はナノ複合材から構成される粒子の充填層
上を通ることで分解され、1 個の酸素原子が捕獲されて CO が残る。 
・ 従来の CO2 分解では CO への転換率が 90%を下回るが、新プロセスでは最高で 99%を達成。CO は
ポリマーや酢酸等の有用な化学物質の作製に利用できる。残った酸素は太陽エネルギーを使用して
メタンと結合させ、合成ガスに転換。 
・ 水分解プロセスには、鉄をドープしたバリウム・マンガン酸化物粒子を開発。CO2 分解プロセスと同
様に蒸気が同粒子上を通ることで水分子が分解され、酸素原子が捕獲されて高純度の水素ガスが残
る。他の水分解技術での水素への転換率が 10～20%のところ、同プロセスでは 90%を達成。捕獲され
た酸素は同様に合成ガス作製に利用。 
・ 今後はより高効率の材料開発に努めるが、製造に向けたこれらのプロセスのスケールアップに関
心をもつ組織との協力受け入れ可能。 

URL:  https://news.ncsu.edu/2017/08/water-co2-splitting-2017/  

（関連情報)  

      

Science Advances 掲載論文(フルテキスト） 

Perovskite nanocomposites as effective CO2-splitting agents in a cyclic redox scheme 

URL:  http://advances.sciencemag.org/content/3/8/e1701184.full  

  

http://ec.europa.eu/research/infocentre/article_en.cfm?artid=45657
https://actu.epfl.ch/news/a-drone-for-last-centimeter-delivery/
https://infoscience.epfl.ch/record/230988/files/IROS17_2120_FI.pdf
https://news.ncsu.edu/2017/08/water-co2-splitting-2017/
http://advances.sciencemag.org/content/3/8/e1701184.full
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（関連情報)  

      

ChemSusChem 掲載論文(アブストラクトのみ：全文は有料） 

Iron-Doped BaMnO3 for Hybrid Water Splitting and Syngas Generation 

URL:  http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/cssc.201700699/full  

46-15 
ｱﾒﾘｶ合衆国
(DOE)・ｴｲﾑｽﾞ
国立研究所 

    2017/9/5 

米国重要物質研究所 CMI が酸を使用しない磁石の新リサイクル方法を開発 
(Critical Materials Institute develops new acid-free magnet recycling process) 

・ エイムズ研究所率いる米国エネルギー改革拠点 (Energy Innovation Hub)である CMI（Critical 
Material Institute）が、無酸性溶液で希土類磁石を溶解して高純度の希土類元素を回収する新プロセ
スを開発。 
・ 破砕した磁石を含む電子電機機器廃棄物からの回収でも、予備分類や減磁不要。 
・ 従来の湿式精錬による希土類磁石回収方法では有害な無機酸を使用するため、有毒ガス、酸の取
り扱いや酸を含む廃棄物等の様々な問題を生じる。 
・ 新プロセスは、磁石を含む破砕廃棄物からも高い選択性で希土類元素を回収。例えば、破砕した
ハードディスクドライブから希土類元素を前段階での分類や磁石成分の予備濃縮を必要とせず選択
的に回収し、プロセス段階とコストを低減。 
・ 同プロセスはネオジム磁石及びサマリウムコバルト磁石からの希土類元素の回収に適用。同プロ
セスはまた、電子廃棄物からのその他の貴重な副産物（銅、クロム、ニッケル、その他金属や複合物）
も回収できる。 
・ 同プロセスはライセンシングによる技術供与が可能。 

URL:  
https://www.ameslab.gov/news/news-releases/critical-materials-institute-develops-new-ac
id-free-magnet-recycling-process  

46-16 

ｱﾒﾘｶ合衆国・
リーハイ大学 

    2017/9/7 

メタンからメタノールへの直通経路 
(A direct path from methane to methanol) 

・ リーハイ大学と英・カーディフ大学が共同で、金とパラジウム(Au-Pd)のナノコロイド粒子触媒による
メタンからメタノールへの直接転換を実証。 
・ 従来の転換プロセスでは高温度と高圧力が必要だが、新プロセスでは低温下、溶液中にて 92%の
高選択性でメタンをメタノールに直接転換。 
・ 極微量の過酸化水素を反応に取り入れ、メチルラジカルを安定供給することで、分子状酸素を使用
してメタンをメタノールに選択的に酸化できることを実証。同反応には、加圧したメタンと酸素ガスを注
入する微弱な過酸化水素溶液中に、Au-Pd ナノ粒子が自由に浮遊するコロイドとして存在する必要性
を確認。 
・ 通常、Au-Pd ナノ粒子触媒利用では、ナノ粒子がチタニア等の大表面積の酸化物担体上で拡散す
るが、同反応ではセラミック担体が悪影響であることが判明。 
・ 現在、メタンは高温度・高圧力下で、合成ガス(CO と水素）の産生を介した間接的なプロセスでメタノ
ールへに転換され、高コストでエネルギー多量消費。メタンからメタノールへの直接転換で最も期待さ
れる既存のプロセスは、複雑かつ非効率で高温度と強力な反応環境が必要。 
・ 同新プロセスは、メタン-メタノール直接転換の実施可能性を一歩前進させるものと考える。 

URL:  https://www1.lehigh.edu/news/direct-path-methane-methanol  

(関連情報）  

      

Science 掲載論文(アブストラクトのみ：全文は有料） 

Aqueous Au-Pd colloids catalyze selective CH4 oxidation to CH3OH with O2 under mild conditions 

URL:  http://science.sciencemag.org/content/early/2017/09/06/science.aan6515  

46-17 
ｱﾒﾘｶ合衆国・
デラウェア大

学(UD) 

    2017/9/7 

グリーンなプロダクトを作るよりスィートな方法 
(A sweeter way to make green products) 

・ UD が、トウモロコシの茎、穂軸や木材チップ等の木質系バイオマス(lignocellulosic biosmass)から糖
類を抽出するワンステップ・プロセスを開発。 
・ リグニンが糖類を堅く保持して木質バイオマスの細胞壁を頑強にするため、分解プロセスは高コス
ト。現在は最初のプロセスで強力な化学薬品を、次のプロセスで高価な酵素を使用してリグニンから
糖類を切り離すが、これが糖類のコストを吊り上げ、最終生成物は化石燃料由来のものに比して競争
力に劣る。 
・ 同大学が開発したワンステッププロセスでは、前処理工程とセルロースとヘミセルロースの加水分
解を 85℃の低温度下、同一容器内で短い反応時間(1 時間）で実施。エネルギーと水の利用効率に優
れる。 
・ 同プロセスでは、少量の鉱酸の存在下で無機塩の濃縮液を使用。最小限の水量で、濃縮液がバイ
オマスの粒子を膨張させることで繊維との相互作用を促す。この濃縮液の優れた特性が同プロセスを
効率化し、糖類の収率は最高で 95%。 
・ さらに、同プロセスに脱水反応工程を組込み、同一容器内で糖類をフランに転換し、濃縮液をリサ
イクル可能にした。フランは特殊化学製品を作る出発物質として利用される極めて多用途の化合物。 
・ 同プロセスは、複数の工程を統合して実施するプロセス強化を採用したもので、エネルギーと水の
利用量を低減。国際特許出願済み。 

URL:  http://www.udel.edu/udaily/2017/september/extracting-sugars-wood-novel-process/  

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/cssc.201700699/full
https://www.ameslab.gov/news/news-releases/critical-materials-institute-develops-new-acid-free-magnet-recycling-process
https://www.ameslab.gov/news/news-releases/critical-materials-institute-develops-new-acid-free-magnet-recycling-process
https://www1.lehigh.edu/news/direct-path-methane-methanol
http://science.sciencemag.org/content/early/2017/09/06/science.aan6515
http://www.udel.edu/udaily/2017/september/extracting-sugars-wood-novel-process/
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(関連情報）  

      

ChemSusChem 掲載論文(アブストラクトのみ：全文は有料） 

Process Intensification for Cellulosic Biorefineries 

URL:  http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/cssc.201700183/full  

46-18 

ｱﾒﾘｶ合衆国・
ﾛｰﾚﾝｽﾊﾞｰｸﾚ
ｰ国立研究所

(LBNL) 

    2017/9/18 

太陽光から燃料を作り出すシステムが CO2 をリサイクルしてエタノールとエチレンを作る                                                                                                       
(Solar-to-Fuel System Recycles CO2 to Make Ethanol and Ethylene) 

・ LBNL は人工光合成によって、植物による天然の光合成よりもはるかに高効率、低エネルギーで
CO2 をエタノールやエチレンなどの燃料とアルコールに変換することに成功。設計したシステムは、晴
れた日の正午の明るさのピークに相当する 1 直射日光照度の光エネルギーレベルの時だけでなく、低
光条件下でも動作が可能。 
・ LBNL は同システムのために電極を開発。同電極は、シリコン太陽電池に結合すると、0.35〜1 直射
日光照度で 3〜4%の太陽光変換効率を実現。また、より高性能のタンデム太陽電池に結合すると、太
陽光エネルギーから炭化水素と酸素化物への変換効率は、1 直射日光照度で 5%超を実現。 
・同電極は、CO2 を炭化水素と酸素化物に還元する銅銀ナノコーラルのカソードと、水を酸化して酸素
を生成する酸化イリジウムナノチューブのアノードで構成。ナノコーラルは、幅広い条件下で目的製品
の製造が可能で、安定性が高い。銀が CO2 を一酸化炭素に還元するのを助け、銅が一酸化炭素を
炭化水素とアルコールに還元。 
・ 堅牢で安定的な分子であるCO2は、分解するのに大量のエネルギーを要し、CO2をエタノールやエ
チレンなどの炭化水素の最終生成物に還元するために、通常は、全行程で 5V を要する。しかしなが
ら本研究では、製品の選択性を維持しつつ、投入するエネルギーを半減することに成功。 
・ 同電極は、中性的な pH 環境である水の中での動作も極めて良好。中性的状態で動作するアノード
を見つけることは、通常は非常に困難であるが、LBNL は酸化亜鉛表面に酸化イリジウムナノチューブ
を成長させることによって、アノードをカスタマイズして対応。 
・ 本研究は、効率的な CO2 の還元と新材料の試験における大きな一歩となり、システムとして完全に
一体化された、太陽光エネルギーを動力源とする CO2 還元装置の実現に向けた枠組みを提供するも
の。 

URL:  
http://newscenter.lbl.gov/2017/09/18/solar-fuel-system-recycles-co2-for-ethanol-ethylen
e/  

(関連情報）  

      

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

Efficient solar-driven electrochemical CO2 reduction to hydrocarbons and oxygenates  

URL:  http://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2017/ee/c7ee01764b#!divAbstract  

【蓄電池・エネルギーシステム分野】  

46-19 

ﾄﾞｲﾂ連邦共和
国・カールス

ルーエ工科大
学(KIT) 

    2017/9/14 

エレクトロモビリティ：急速充電サービスステーションへのマスタープラン 
(Electromobility: Master Plan for Quick-charging Service Stations) 

・ KIT とフラウンホーファー協会システム・イノベーション研究所(ISI)の研究チームは、シュトゥットガル
ト地域における急速充電ステーションの所在地を分析する地理情報ツールを開発。 
・ 「シュトゥットガルト地域に対する急速充電インフラマスタープラン」は、シュトゥットガルト地域約
3,600k ㎡における諸問題、諸計画を網羅。公共アクセス用急速充電ステーションは電気自動車何台
に対し何ヵ所必要か、特定の時間内に地域内のどの箇所からでも到達可能にするには何カ所必要
か、等を診断。診断ツールは、KIT と ISI がシュトゥットガルト地域連合からの委託で作製。 
・ 公共アクセス可能な充電インフラが十分に存在することは、電気自動車の日常的運用と受け入れ
に必要な要件。約 50kW の充電電力を有する急速充電ポイントでは、自動車 1 台に対し約 100km 分を
概ね 20 分で充電するが、既存の 22kW 充電ポイントの大半では充電に更に時間が必要。 
・ 同ツールは、急速充電インフラを展開する場所の検討をサポート。本急速充電インフラマスタープラ
ンでは、既存の充電ポイント数、頻繁に利用されるポイント、送電網へのコネクション、経済的効果に
ついても考慮。 
・ 本マスタープランは mobiTopp（KIT の詳細な交通需要モデル）が基盤。同モデルは、1 週間のシミュ
レーション期間中の、シュトゥットガルト地域の全居住者のモビリティ（移動距離、目的地、交通手段
等）を網羅し、他の行政研究プロジェクト等も考慮するもの。 
・ 本マスタープランはシュトゥットガルト地域に特化して作製されているが、その技法は他の地域にも
転用可能。 
・ 州全域に充電ポイントシステムを構築することは、バーデン＝ヴュルテンベルク州をドイツのエレク
トロモビリティ先導地域にするために策定された“Electromobility III State Initiative”の目標の 1 つ。 

URL:  
http://www.kit.edu/kit/english/pi_2017_110_electromobility-master-plan-for-quick-charging-
service-stations.php  

  

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/cssc.201700183/full
http://newscenter.lbl.gov/2017/09/18/solar-fuel-system-recycles-co2-for-ethanol-ethylene/
http://newscenter.lbl.gov/2017/09/18/solar-fuel-system-recycles-co2-for-ethanol-ethylene/
http://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2017/ee/c7ee01764b#!divAbstract
http://www.kit.edu/kit/english/pi_2017_110_electromobility-master-plan-for-quick-charging-service-stations.php
http://www.kit.edu/kit/english/pi_2017_110_electromobility-master-plan-for-quick-charging-service-stations.php
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【新エネルギー分野（太陽光発電）】  

46-20 

ｱﾒﾘｶ合衆国・
スタンフォード

大学 

    2017/8/31 

スタンフォード大学研究者らが昆虫の眼に着想を得た太陽電池を設計 
(Insect eyes inspire new solar cell design by Stanford researchers) 

・ スタンフォード大学が、脆弱なペロブスカイト太陽電池構造を保護して熱や湿気による劣化を回避
する、ハエの複眼構造に着想を得た新構造を設計。 
・ ペロブスカイトは従来のシリコン製太陽電池の同等の効率性で太陽光を電気に変換する低コスト材
料として期待されているが、材料の安定性と機械的な脆弱性が問題であり、環境中での長期的使用
はおろか、製造プロセスの耐久でさえ困難。 
・ ペロブスカイトの脆弱性は塩に類似したその結晶構造に起因。機械特性が食卓塩と同等で壊れや
すい。 
・ ハエの複眼は整ったハニカム型で、数百もの壊れやすいセグメントが骨組みの壁で保護された構
造。この構造をモデルに、幅 0.02 インチ（500 ミクロン）の六角形の骨組みに内包された、ペロブスカイ
トマイクロセルの広大なハニカム構造から構成される複合太陽電池を作製。 
・ 同骨組みはマイクロエレクトロニクス産業で広く利用される安価なエポキシ樹脂製で、機械的なスト
レスに耐性を保有。試験によりこのような骨組みがペロブスカイトのエネルギー変換効率に影響しな
いことを確認。 
・ また、185℉（85℃)の温度・相対湿度 85%で 6 週間の間、同ペロブスカイトセルの熱や湿気の耐久性
について試験。その結果、比較的高効率での発電の継続を確認。 
・ 同技術について暫定特許を申請。効率向上を目指して骨組みから各セルのペロブスカイトコアへと
光を散乱させる新しい方法について研究中。 

URL:  http://news.stanford.edu/2017/08/31/new-solar-cell-inspired-insect-eyes/  

（関連情報)  

      

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

Scaffold-reinforced perovskite compound solar cells  

URL:  http://pubs.rsc.org/en/Content/ArticleLanding/2017/EE/C7EE02185B#!divAbstract  

【新エネルギー分野（バイオマス）】  

46-21 
ｱﾒﾘｶ合衆国・
ｻﾝﾃﾞｨｱ国立
研究所(SNL) 

    2017/8/21 

細菌由来のバイオ燃料                                                                                                                                                                                                                    
(Biofuels from bacteria) 

・ Bay Area Environmental Research Institute の一部である HelioBioSys 社は、バイオ燃料の製造に
十分な、大量の糖の生産が可能な 3 つの単細胞の藻類様生物であるシアノバクテリアの共同体に対
する特許を保有。SNL は、同社のシアノバクテリアの大規模培養の可能性を探るための研究を支援。 
・ シアノバクテリアは藻類と同様に水中で成長するが、大量の糖を水中に直接排出するところが、藻
類とは異なる。 
・ 同研究所によると、一般的な藻類は 1L あたり 1g のバイオマスを生成するが、シアノバクテリアは小
規模試験で、バイオマス 1L 当たり 4～7g の糖の生成が可能。したがって、藻類からバイオマスを生成
するよりも、糖を生成するシアノバクテリアを培養した方が効率的。 
・ 同研究所は、3 つのシアノバクテリアの共同体で、各シアノバクテリアがそれぞれ窒素の吸着、糖の
生産、太陽光からの保護といった特定の機能を果たしているのかどうかや、他の特性等も評価する計
画。 
・SNL はその後、屋外の大きな池でシアノバクテリアの試験を実施する方針。HelioBioSys 社は、将来
的に本技術のライセンス供与や販売を計画。また、ローレンスバークレー国立研究所（LBNL）と提携
し、タンジェンシャルフロー濾過ユニットを SNL のテストベッドに導入することに合意。同ユニットは、特
定サイズの分子のみを通過させる多孔質膜を備えたボックスで、海水から速やかに糖を分離し抽出
することが可能。 
・ LBNL はこれらの糖のバイオ燃料への転換の可能性を研究。 バイオ燃料に加えて、海洋性シアノ
バクテリアによって生産される糖は、プラスチック、医薬品、繊維などの現在石油由来の製品の原料と
して使用される可能性がある。 

URL:  
https://share-ng.sandia.gov/news/resources/news_releases/biofuels_bacteria/#.Wd8T-7mCjI
U  

  

http://news.stanford.edu/2017/08/31/new-solar-cell-inspired-insect-eyes/
http://pubs.rsc.org/en/Content/ArticleLanding/2017/EE/C7EE02185B#!divAbstract
https://share-ng.sandia.gov/news/resources/news_releases/biofuels_bacteria/#.Wd8T-7mCjIU
https://share-ng.sandia.gov/news/resources/news_releases/biofuels_bacteria/#.Wd8T-7mCjIU
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46-22 

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) 

    2017/9/18 

廃棄物と電気から燃料？ 
(Fuel from waste and electricity?) 

・ Helmholtz Center for Environmental Research (UFZ)、テュービンゲン大学、米コーネル大学、
Deutsche Biomasseforschungszentrum (DBFZ)は、バイオマスを微生物・電気化学的に複合転換させ
ると、有益な生成物を作製可能と証明。コーンビールとコーンサイレージ(飼料)から、高炭素・エネル
ギー収率にて、ディーゼル燃料のような性質を持つ高エネルギー密度のアルカンを獲得。 
・ 電気エネルギー源と炭素原料は、持続可能な未来産業に寄与する 2 大因子。まず、風力や太陽エ
ネルギーといった再生可能資源を基とする電力生産量を促進。次に、再生可能な原料や不用流出物
を、日用品や燃料の作製のための貴重な前駆体として活用。これらの因子を連携させれば、電気エネ
ルギーを化学エネルギー担体や日用品へと転換することが可能に。 
・ 関係者は、微生物・電気化学的複合転換を用いる設備をバイオ電気精製所(bioelectrorefinery)と命
名。バイオ電気精製所は、バイオマス転換プロセスと、バイオマスから燃料、電力、化学製品を製造す
る装置を統合し、複合的な微生物・電気化学的転換を基盤とするもの。 
・ 本研究では、最高の加工ラインを検討し、コーンビールを原料としたところ、既に 50%収率を達成。
他にも、コーンビールを実際の不用流出物に替えて、中間カルボキシラートを作製する研究を推進
中。 
・ 本研究はまだ実験室規模の段階であり、技術的規模を実現するには全ての工程を改良することが
必要。政治的枠組み作成も懸案事項になると関係者は予想。連続的な微生物転換からの生成物は、
断続的でより速い電気化学的転換によって速やかに実際の燃料に転換されるが、このような製造燃
料は、電力余剰の際は貯蔵電力としての役割も担当。 

URL:  http://www.ufz.de/index.php?en=36336&webc_pm=32/2017  

（関連情報)  

      

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

Production of drop-in fuels from biomass at high selectivity by combined microbial and 
electrochemical conversion 

URL:  http://pubs.rsc.org/en/Content/ArticleLanding/2017/EE/C7EE01303E#!divAbstract  

46-23 

ｱﾒﾘｶ合衆国・
国立再生可
能ｴﾈﾙｷﾞｰ研
究所(NREL) 

    2017/9/27 

NREL が 350 万ドル相当の DOE 藻類バイオ燃料およびバイオ製品推進プロジェクトの陣頭指揮を執
ることに決定 
(NREL Selected to Spearhead $3.5 Million DOE Project to Advance Algal Biofuels and Bioproducts) 

・ DOE は、最大 350 万ドルの新プロジェクトにつき、NREL が主導することを発表。同プロジェクトは、
藻類バイオマス生産力を向上させて、藻類由来のバイオ燃料とバイオ製品の生産コストを削減するこ
とが目標。 
・ 本プロジェクト「再生可能エネルギーに向けた藻類カーボンエネルギー論の再配線(Rewiring Algal 
Carbon Energetics for Renewables (RACER))」では、バイオ燃料前駆体の生産性を倍以上にすること
が目標。藻類培養生産力の増加、バイオマス組成の最適化、異なる種類の藻類脂質の抽出と分離と
いった改良を行い、脂質を再生可能ディーゼルへとアップグレードするコストを削減するのが狙い。 
・ NREL の他、コロラド州立大学等を含む本プロジェクトチームは、高い可能性を秘めた藻類種とし
て、デスモデスムス・アルマタス(Desmodesmus armatus)を選定。大気から取り込んだ二酸化炭素を有
用な中間生成物へと最も効率的に導くため、基礎的細胞カーボン生体エネルギー論(fundamental cell 
carbon bioenergetics)に焦点を絞る予定。 
・ NREL は、細胞内の炭水化物貯蔵量を増やし、細胞近くの排出カーボンを減らす研究を行う予定。
有機体の段階でカーボンを細胞中の貯蔵桶のような所に吸収し、バイオマス生産力を向上させ、バイ
オマス組成が燃料生産により適したものになるよう調整する意向。 
・ 本プロジェクトは、2020 年までに、屋外試験環境にて年平均ベースで 1 エーカーにつき年間 3,700
ガロンの藻類バイオ燃料中間物（あるいは乾燥重量ベースの同等物）を作製可能な技術を開発する
DOE の目標をサポートするもの。 

URL:  
https://www.nrel.gov/news/program/2017/nrel_selected_to_spearhead_3.5_million_doe_project_
to_advance_algal_biofuels_and_bioproducts.html  

  

http://www.ufz.de/index.php?en=36336&webc_pm=32/2017
http://pubs.rsc.org/en/Content/ArticleLanding/2017/EE/C7EE01303E#!divAbstract
https://www.nrel.gov/news/program/2017/nrel_selected_to_spearhead_3.5_million_doe_project_to_advance_algal_biofuels_and_bioproducts.html
https://www.nrel.gov/news/program/2017/nrel_selected_to_spearhead_3.5_million_doe_project_to_advance_algal_biofuels_and_bioproducts.html
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【新エネルギー分野（燃料電池・水素）】   

46-24 

ｱﾒﾘｶ合衆国・
デラウェア大

学(UD) 

    2017/9/4 

燃料電池のより優れた材料を作る 
(Making better material for fuel cells) 

・ UD が、固体高分子形燃料電池(PEFC)をより安価にして耐久性を向上させる、炭化タングステン触
媒技術を開発。 
・ 燃料電池の触媒に利用される白金は、キログラム当たり 3 万ドルという高価格だが、炭化タングス
テンはキログラム当たり 150 ドルと安価。 
・ 同大学は、従来方法に比してより小さな粒子でスケーラブルな作製を可能にする、炭化タングステ
ンナノ粒子の新作製方法を開発。同材料は通常約 1,500℃の高温度で作製されるが、粒子が大きくな
り化学反応の起こる表面積がほぼ消滅。 
・ 新方法は、商業的な触媒利用に適う大きな表面積を有するナノ材料を初めて作製するもの。水熱
処理、分離、還元、浸炭等を含む一連のプロセスにおいて、炭化タングステンナノ粒子を単離し、ナノ
粒子を均一に分散させた。 
・ 次に、同ナノ粒子を PEFC の高分子膜に添加することで、性能を最大化するレベルで高分子膜を加
湿。高分子膜は燃料電池の電気化学反応で発生する水と熱による湿・乾サイクルを多く経ることで消
耗するが、炭化タングステン触媒が電池の水管理を向上させて加湿システムによる負荷を低減。 
・ また、炭化タングステンが有害なフリーラジカルを捕獲して高分子膜の劣化を防止することを発見。
炭化タングステンナノ粒子を含む膜は従来膜を超える耐久性を保持。これらの結果、燃料電池性能と
エネルギー密度が向上し、スタックサイズの小型化を可能にしてより軽量・安価に。 
・ 走査型電子顕微鏡(SEM)と集束イオンビーム(FIB)による炭化タングステン膜の画像をソフトウェア
で分析し、膜の 3D 構造を再構築して燃料電池の寿命を特定して耐久性を試験。同技術は特許出願
済み。商業化を目指す。 

URL:  http://www.udel.edu/udaily/2017/september/fuel-cells-more-durable-Nature-energy/  

(関連情報）  

      

Nature Communications 掲載論文(フルテキスト） 

Durable and self-hydrating tungsten carbide-based composite polymer electrolyte membrane fuel 
cells 

URL:  https://www.nature.com/articles/s41467-017-00507-6  

【政策等】  

46-25 

ｱﾒﾘｶ合衆国・
国立ｴﾈﾙｷﾞｰ
技術研究所

(NETL) 

    2017/9/12 

NETL はピッツバーグへの燃料電池システム導入を支援 
(NETL Helping to Bring Fuel Cell System to Pittsburgh) 

・ NETL はピッツバーグ市に対し、同市へのプロトタイプ燃料電池システムの設置および試験実施を
支援。同市は、クリーンエネルギーの企画、モデリング、実施に関し、世界的リーダーになるという構
想を掲げており、本支援はこの構想への援助の一環。 
・ NETL は FuelCell Energy 社と共同契約を結び、同社が本システムを設置。 
・ 燃料電池は、水素含有燃料と酸素の電気化学反応を通して、燃料の化学エネルギーを電気に変え
るもの。高効率な燃料電池プロセスは、燃焼を伴わないので汚染物質をほとんど生じず、クリーンな
分散発電を可能にする点が、クリーンで弾力性のあるエネルギーシステムを市内全域に配置したいと
いう同市の意向と合致。 
・ FuelCell Energy 社によると、同社の固体酸化物形燃料電池(SOFC)発電技術は高熱効率をもたらす
もので、ピッツバーグの設備では天然ガスを用いる予定。本プロトタイプは単に発電に用いるものだ
が、将来的には、熱関連サービスを提供する熱電併給（CHP）システムとして作動するものを売り出す
予定で、エネルギー貯蔵機能が付く可能性も有。 
・ NETL は、ピッツバーグ市のクリーンエネルギー構想推進のため、2 年以上にわたり同市に協力。ピ
ッツバーグ大学やカーネギーメロン大学、地元企業等と共働し、同市が「未来のクリーンエネルギー都
市」へと変化するための土台を構築。 
・ この新しいプロトタイプ燃料電池システムプロジェクトは、同市のクリーンエネルギー構想全体の鍵
を握る部分。同市がエネルギー効率、排出量削減、弾力性等の実現に向けて前進するよう、NETL は
専門技術や新しいアイデア、助言を同市に供与。 

URL:  
http://www.netl.doe.gov/newsroom/news-releases/news-details?id=ed1359fe-41e6-474b-bc
a4-10e43d6255f1  
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