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(1093-2) 
 
【ナノテク材料(ナノテク)】        電子機器 構造用複合材料 エネルギー貯蔵 

                   
仮訳 
 

グラフェン利用のために（英国） 

驚異的な材料の利用を強化する新たな研究助成を実施 

2013 年 1 月 4 日 
 
 

最も薄く、強く、高い導電性を持つとして知られる材料の一つであるグラフェンの「製

造性(造り易さ)」の強化に力を入れた研究活動に対し、2,150 万ポンドの資金が提供される。 
 

2012 年 12 月 27 日の BBC Today プログラムのゲストエディター、Paul Nurse 卿との

インタビューの際、George Osborne 財務大臣がこの資金提供について発表した。 
 

インペリアル・カレッジ・ロンドン、ケンブリッジ大学、ダーラム大学、エクセター大

学、マンチェスター大学およびロンドン大学ローヤルホロウェイ校の研究チームが、研究

活動と研究設備へのファンディングを受ける。 
 

David Willetts 大学・科学担当閣外大臣は、このニュースを受け以下のように述べた： 
 

「マンチェスター大学の科学者達は、グラフェンの発見でノーベル賞を受賞しました。

この驚異的な材料のポテンシャルを十分に活用するために、世界トップクラスのリサーチ

機関において実施されている最高レベルの研究活動を強化することが重要となりました。

今回の有意義な投資は、グラフェンの日常的な使用法を発見するための最先端の研究プロ

ジェクトをサポートするでしょう。そしてイノベーションを育成し、成長を促進して英国

がグローバルな競争で先んずることを助けることでしょう。」 
 

研究資金を受領する大学は、ノキア、BAE システム、プロクター&ギャンブル、キネテ

ィック、ロールス・ロイス、ダイソン、シャープおよびフィリップ・リサーチなど、産業

パートナーと共同で研究を実施する。 
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EPSRC の CEO である David Delpy 教授は以下のように述べた： 
 

「グラフェンの発見は、材料革命に向かう初めの一歩でした。今回のファンディングに

よって、この素晴らしい材料利用の研究を進展させて、国民、産業、そして英国の経済に

恩恵をもたらす応用への次のステップをサポートするでしょう。」 
 

ケンブリッジ大学は、タッチスクリーンなどを含むグラフェンのフレキシブルな電子機

器と光電子機器の研究に 1,200 万ポンドを受けた。同大学の Andrea Ferrari 教授は、電

子機器、技術、材料の大規模なコンソーシアムと共同で、これらの技術をどのように展開

し、商業化できるかを検討する。 
 

インペリアル・カレッジ・ロンドンは、グラフェンを使った多機能コーティング材と繊

維(強化)複合材料、そしてグラフェンの 3 次元ネットワークの研究に 450 万ポンドのファ

ンディングを受けた。同大学の Tony Kinlock 教授は、エアバスを含む多くの航空宇宙企

業と共同で、落雷後のエネルギーを放散させる代替材料としての、先進的な構造用複合材

料におけるグラフェン利用について研究する。 
 

ケンブリッジ大学の Clare Gray 教授とマンチェスター大学の Robert Dryfe 教授は、エ

ネルギー貯蔵アプリケーションにおけるスーパーキャパシターおよび蓄電池としてのグラ

フェン利用の可能性を研究する。これらは、パーソナルデバイスのエネルギー貯蔵を制限

する要因や電力系統から切り離されている地域における再生可能エネルギー供給の不確定

性や断続性の課題に有用とみられる。 
 

一方、プロクター&ギャンブルおよびダイソンは、ダーラム大学の Karl Coleman 化学

教授と共同で、特により薄くより強い材料アプリケーションにおけるグラフェン複合材料

の技術応用の可能性について研究する。Coleman 教授は、Royal Society of Chemistry の

Innovator of the Year 2011 を受賞している。 
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プロジェクトファンディングの詳細   
[英文記事において、下記プロジェクト名をクリックすると各プロジェクト詳細が表示されま

す。] 
 

組織名 助成額 プロジェクト名 

ケンブリッジ大学 300 万ポンド Graphene flexible electronics and optoelectronics 

[EP/K01711X/1] (GoW) 
フレキシブルな電子機器と光電子機器へのグラフェン

利用 [EP/K01711X/1] (GoW) 
インペリアル・カレッジ・

ロンドン 
140 万ポンド Engineering with graphene for multi-functional 

coatings and fibre-composites [EP/K016792/1] (GoW) 
多機能コーティング材と繊維(強化)複合材料のグラフェ

ン利用 [EP/K016792/1] (GoW) 
ダーラム大学 160 万ポンド 

 
 

Engineering innovation in graphene nanocomposites 

for consumer product and packaging 

applications [EP/K016784/1] (GoW) 
消費財とパッケージングアプリケーションにおけるグ

ラフェンナノ複合材のイノベーション [EP/K016784/1] 
(GoW) 

インペリアル・カレッジ・

ロンドン 
190 万ポンド Graphene three-dimensional networks 

[EP/K01658X/1] (GoW) 
グラフェンの 3 次元ネットワーク [EP/K01658X/1] 
(GoW) 

マンチェスター大学 190 万ポンド Electrochemical energy storage with 

graphene-enabled materials [EP/K016954/1] (GoW) 
グラフェン利用可能材料を用いた電気化学的エネルギ

ー貯蔵 [EP/K016954/1] (GoW) 
ケンブリッジ大学 230 万ポンド CVD enabled graphene technology and devices 

(GRAPHTED) [EP/K016636/1] (GoW) 
CVD 可能なグラフェン技術とデバイス

(GRAPHTED) [EP/K016636/1] (GoW) 
 
  

http://gow.epsrc.ac.uk/NGBOViewGrant.aspx?GrantRef=EP/K01711X/1
http://gow.epsrc.ac.uk/NGBOViewGrant.aspx?GrantRef=EP/K01711X/1
http://gow.epsrc.ac.uk/NGBOViewGrant.aspx?GrantRef=EP/K016792/1
http://gow.epsrc.ac.uk/NGBOViewGrant.aspx?GrantRef=EP/K016792/1
http://gow.epsrc.ac.uk/NGBOViewGrant.aspx?GrantRef=EP/K016784/1
http://gow.epsrc.ac.uk/NGBOViewGrant.aspx?GrantRef=EP/K016784/1
http://gow.epsrc.ac.uk/NGBOViewGrant.aspx?GrantRef=EP/K016784/1
http://gow.epsrc.ac.uk/NGBOViewGrant.aspx?GrantRef=EP/K01658X/1
http://gow.epsrc.ac.uk/NGBOViewGrant.aspx?GrantRef=EP/K01658X/1
http://gow.epsrc.ac.uk/NGBOViewGrant.aspx?GrantRef=EP/K016954/1
http://gow.epsrc.ac.uk/NGBOViewGrant.aspx?GrantRef=EP/K016954/1
http://gow.epsrc.ac.uk/NGBOViewGrant.aspx?GrantRef=EP/K016636/1
http://gow.epsrc.ac.uk/NGBOViewGrant.aspx?GrantRef=EP/K016636/1
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設備のみを対象とするグラント 
[英文記事において、下記プロジェクト名をクリックすると各プロジェクト詳細が表示されま

す。] 
  

組織名 助成額 プロジェクト名 

ケンブリッジ大学 690 万ポンド Graphene flexible electronics and optoelectronics: 

Bridging the gap between academia and industry 

[EP/K017144/1] (GoW) 
フレキシブルな電子機器と光電子機器へのグラフェン

利用: 産と学の橋渡し [EP/K017144/1] (GoW) 
インペリアル・カレッジ・

ロンドン/NPL 
130 万ポンド Integrated graphene-based sensor devices and 

scalable microfabrication process development based 

on graphene-metal multilayer 

deposition [EP/K016407/1] (GoW) 
集積グラフェンベースのセンサーとグラフェン-金属多

層積層ベースのスケーラブルな微細製造プロセス開発

デバイス [EP/K016407/1] (GoW)  
エクセター大学 110 万ポンド 

 
 

New manufacturable approaches to the deposition 

and patterning of graphene 

materials [EP/K017160/1] (GoW) 
グラフェン積層とパターニングに関する新製造法の開

発 [EP/K017160/1] (GoW) 
ロンドン大学 

ローヤルホロウェイ校 
109,000 ポン

ド 
High frequency operation of epitaxial 

graphene [EP/K016822/1] (GoW) 
エピタキシャルグラフェンの高周波オペレーショ

ン [EP/K016822/1] (GoW) 
  

http://gow.epsrc.ac.uk/NGBOViewGrant.aspx?GrantRef=EP/K017144/1
http://gow.epsrc.ac.uk/NGBOViewGrant.aspx?GrantRef=EP/K017144/1
http://gow.epsrc.ac.uk/NGBOViewGrant.aspx?GrantRef=EP/K017144/1
http://gow.epsrc.ac.uk/NGBOViewGrant.aspx?GrantRef=EP/K016407/1
http://gow.epsrc.ac.uk/NGBOViewGrant.aspx?GrantRef=EP/K016407/1
http://gow.epsrc.ac.uk/NGBOViewGrant.aspx?GrantRef=EP/K016407/1
http://gow.epsrc.ac.uk/NGBOViewGrant.aspx?GrantRef=EP/K016407/1
http://gow.epsrc.ac.uk/NGBOViewGrant.aspx?GrantRef=EP/K017160/1
http://gow.epsrc.ac.uk/NGBOViewGrant.aspx?GrantRef=EP/K017160/1
http://gow.epsrc.ac.uk/NGBOViewGrant.aspx?GrantRef=EP/K017160/1
http://gow.epsrc.ac.uk/NGBOViewGrant.aspx?GrantRef=EP/K017160/1
http://gow.epsrc.ac.uk/NGBOViewGrant.aspx?GrantRef=EP/K017160/1
http://gow.epsrc.ac.uk/NGBOViewGrant.aspx?GrantRef=EP/K016822/1
http://gow.epsrc.ac.uk/NGBOViewGrant.aspx?GrantRef=EP/K016822/1
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工学・物理科学研究会議(EPSRC)について 
 
工学・物理科学研究会議(Engineering and Physical Sciences Research Council: EPSRC)
は、エンジニアリングおよび物理科学の研究に資金を供与する英国の主要な組織である。

EPSRC は年間約 800 百万ポンドの予算を研究・卒後研修に投じ、英国の技術の進展にお

ける次の世代を支援する。ファンディングの対象となる研究分野は IT、構造工学、数学、

材料科学である。これらの分野における研究活動は、英国の未来の経済発展の基礎を形成

し、国民の健康、ライフスタイル、文化を向上させるものである。EPSRC は、他の分野

の研究への責任を持つ他の研究委員会(Research Councils)と共同で活動している。

Research Councils は、共通の懸念事項の課題について、Research Councils UK を通し

て共同で取り組んでいる。 
 
Reference: PN 02/13 
Contact:  
PressOffice@epsrc  
 

 
翻訳：NEDO（担当 総務企画部 松田 典子） 

 
 
出典：本資料は、英・工学・物理科学研究会議(Engineering and Physical Sciences Research 
Council: EPSRC)の以下の記事を翻訳したものである。 
“Making graphene work  New research grants to enhance the use of wonder material” 
（http://www.epsrc.ac.uk/newsevents/news/2013/Pages/graphene.aspx） 
 

mailto:pressoffice@epsrc.ac.uk
http://www.epsrc.ac.uk/newsevents/news/2013/Pages/graphene.aspx



