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(1124-1) 

【ナノテクノロジー分野】 

 

仮訳 

 

 

色つきカーボンナノチューブの薄膜を初めて作製（フィンランド） 
2018年 8月 28日  

 

アールト大学の研究者たちは、多種にわたる呈色を有する高純度の単層カーボンナノチュ

ーブ（CNT）を大量に作製する技術を開発した。成功の秘訣は、製造工程の微調整と、少

量の CO2の添加にある。 

 

 

 

原子 1 個の薄さのグラフェンシートを様々なサイズや形状に巻いた単層 CNT は、電気機

器や新しいタッチスクリーンデバイスにおいて様々な用途が見出されている。元来、CNT

は黒や濃い灰色であることが多い。 

 

『Journal of the American Chemical Society (JACS)』に掲載された、同大学の研究者た

ちの新しい研究では、CNT薄膜の製造工程を制御することで、CNTが、例えば、緑、茶、

銀灰色など様々な色を呈することを報告している。 

 

色つき CNT が直接合成で作製されたのは今回が初めてである、と研究者たちは確信して

いる。この技術では、合成が完了したチューブに様々な精製技術を施行することなく、製

造工程においてただちに色を発現させることができる。 

 

この直接合成法では、クリーンなサンプルを大量に製造しながら、精製プロセスで起こる
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損傷等も回避できるので、アプリケーションに向けた極めて魅力的なアプローチとなる。 

 

「理論的には、この色つき薄膜は、様々な色のタッチスクリーンや、全く新しい光学特性

を持つ太陽電池の製造に使用できます。」と、アールト大学 Esko Kauppinen教授は言う。 

 

色を呈する炭素構造を得ることは、それだけで優れた成果である。このような呈色を可能

にした技術は、ナノチューブ構造を微細に制御していることも意味している。Kauppinen

教授と研究チームのユニークな手法では、金属と炭素のエアロゾルを使用することで、製

造工程における直接的なナノチューブ構造の綿密な操作と制御を可能にした。 

「CNTを生成するのは、いわば、木を植えるようなものです。種や水やり、太陽の熱が必

要です。私たちにとって、鉄のエアロゾルナノ粒子は、触媒、つまり種の、一酸化炭素は

炭素源として水やりの役割をそれぞれ担い、リアクターは 850℃以上の熱を与えます。」と、

アールト大学のシニア・サイエンティスト、Hua Jiang氏は言う。 

 

Esko Kauppinen教授と作製リアクター 

 

Kauppinen教授のグループは、彼らの類のない製造メソッドでこれらのリソースを長らく

使用してきた。そのレパートリーに、今回、製造過程での微量の二酸化炭素の添加が加わ

った。 

 

「二酸化炭素は、多様な色の CNT の成長を制御する補填材料のように作用します。」と、

Jiang氏は言う。 

 

研究者たちは、高度な電子回折技術により、作製した薄膜の原子スケールでの精確な構造

において、カイラリティー分布が極めて狭小であることを発見した。これは、サンプル内

の CNT壁の六角形格子の配向がほぼ均一であることを意味する。カイラリティーは、CNT

が保有する電気物性や呈色を、おおよそ決定している。 

 

アールト大学が開発した同手法は、CNT薄膜を大量に作製するための、シンプルで極めて

スケーラブルな方法として期待できる。 

 

「通常は、CNTの大量作製か、その構造の高度な制御かのどちらかを選択しなければなり

ません。この技術開発における私たちのブレイクスルーにより、そのどちらとも実現でき

ます。」と、研究グループのポスドク研究員、Qiang Zhang氏は言う。  

 

現在すでに、フォローアップ研究が行われている。 
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「私たちは、二酸化炭素の添加がどのようにナノチューブの構造を制御して、色を作り出

すのか、というメカニズムを理解したいのです。目標としては、次世代のナノエレクトロ

ニクスデバイスの構成要素として単層 CNT を利用するために、それらの成長プロセスの

完全な制御の実現を目指します。」と、Kauppinen教授は言う。 

 

研究論文： 

Yongping Liao, Hua Jiang, Nan Wei, Patrik Laiho, Qiang Zhang, Sabbir A. Khan, and 

Esko I. Kauppinen: ‘Direct Synthesis of Colorful Single-Walled Carbon Nanotube Thin 

Films’. Journal of the American Chemical Society (2018) 140:31, pp 9797–9800. DOI: 

10.1021/jacs.8b05151. 

 

研究内容に関する問い合わせ先： 

Esko Kauppinen, Professor 

esko.kauppinen@aalto.fi 

tel. +358 40 509 8064 

 

Hua Jiang, Senior Scientist 

hua.jiang@aalto.fi 

tel. +358 50 594 2367 

Nanomaterials group 

Department of Applied Physics 

 

  

翻訳：NEDO（担当 技術戦略研究センター 企画課） 

出典：本資料は、アールト大学(Aalto University) の以下の記事を翻訳したものである。 

“Carbon in colour: First-ever coloured thin films of nanotubes created”  

(https://www.aalto.fi/news/carbon-in-colour-first-ever-coloured-thin-films-of-

nanotubes-created )  

(Reprinted with permission of Aalto University) 

 

https://pubs.acs.org/doi/10.1021/jacs.8b05151
http://physics.aalto.fi/en/groups/nmg
http://physics.aalto.fi/en
https://www.aalto.fi/news/carbon-in-colour-first-ever-coloured-thin-films-of-nanotubes-created
https://www.aalto.fi/news/carbon-in-colour-first-ever-coloured-thin-films-of-nanotubes-created
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(1124-2) 

【電子・情報通信分野】 

 

仮訳 

 

次世代超音波はDIYで？UBCのブレイクスルーが 

100ドル超音波マシーンの可能性を拓く(カナダ) 

2018年 9月 11日  

本記事に関する Youtube ビデオ  

 

ブリティッシュコロンビア大学（UBC）のエンジニアたちは、新しい超音波トランスデュ

ーサー、またはプローブ、を開発した。超音波スキャナーのコストを、100 米ドルまで大

幅に削減できる可能性がある。この特許出願中の発明は、絆創膏ほどの大きさで、持ち運

びができ、ウェアラブルで、スマートフォンより電力を得ることができる。 

 

従来の超音波スキャナーは、圧電性結晶を使用して創出した身体内部の画像をコンピュー

ターに送信して、ソノグラム(超音波画像)を作製する。研究者たちは、この圧電性結晶を、

polyCMUTs（polymer captive micromachined ultrasound transducers）と呼ばれる、よ

り安く製造できる、ポリマー樹脂製の微細な振動トランスデューサードラムで代替した。 

 

「トランスデューサードラムは、従来、硬いシリコン材料で作製され、その高い製造

コストや環境の制御を要する製造プロセスが、超音波での使用を妨げていました。」と、

本研究論文筆頭著者で、UBC の電子コンピューター工学博士課程修了見込の Carlos 

Gerardo氏は言う。「ポリマー樹脂を採用し、最小限の機材の使用により、より少ない工程

で polyCMUTを製造し、大幅なコスト削減ができます。」 

 

UBC が開発したデバイスで作製したソノグラムは、従来の圧電トランスデューサーによ

るものと同等の鮮明さで、それ以上の精細さだ、と、共著者で UBC 電子コンピューター

工学教授の Edmond Cretu氏は言う。 

 

「我々のトランデューサーは、作動するのにわずか 10ボルトしか使用しないので、ス

マートフォンからの電源供給が可能であり、遠隔地やエネルギー量の限られた地域で

の使用に適しています。」と、彼は付け加えた。「そして、硬い超音波プローブとは異な

り、我々のトランスデューサーは、身体に巻いて使用できるフレキシブルな材料に組

み込むことが可能で、大幅なコスト増なく、より簡易なスキャンニングと精細な画像

作製ができるでしょう。」 

https://youtu.be/M3kX7c5AlSs
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共著者で UBCの機械工学・電子コンピューター工学教授の Robert Rohling氏は、本

研究の次のステップとして、多様なプロトタイプを開発し、最終的には臨床アプリケ

ーションでデバイスの試験を検討している、という。  

 

「これらのトランスデューサーは、より小型化することができ、動脈や静脈の中を観

察するために使用することができます。胸部に張り付け、日常生活において心臓の継

続的なリアルタイムのモニタリングをすることもできます。様々な新しい可能性を秘

めているのです。」と、Rohling 氏は言う。 

 

本研究は、『Nature Microsystems & Nanoengineering』誌に先般掲載された。 

 

掲載論文のコピーや、研究者たちとのインタビューなどは、lou.bosshart@ubc.caまで。 

  

 

翻訳：NEDO（担当 技術戦略研究センター 企画課） 

出典：本資料は、ブリティッシュコロンビア大学(University of British Columbia) の以

下の記事を翻訳したものである。 

“Could a DIY ultrasound be in your future? UBC breakthrough opens door to $100 

 

左から：Edmond Cretu 氏、 Carlos D. Gerardo 氏、Robert Rohling 氏 

写真提供:Clare Kiernan 

 

https://www.nature.com/articles/s41378-018-0022-5
mailto:lou.bosshart@ubc.ca
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ultrasound machine” 

(https://news.ubc.ca/2018/09/11/could-a-diy-ultrasound-be-in-your-future-ubc-

breakthrough-opens-door-to-100-ultrasound-machine/) 

(Reprinted with permission of the University of British Columbia) 

https://news.ubc.ca/2018/09/11/could-a-diy-ultrasound-be-in-your-future-ubc-breakthrough-opens-door-to-100-ultrasound-machine/
https://news.ubc.ca/2018/09/11/could-a-diy-ultrasound-be-in-your-future-ubc-breakthrough-opens-door-to-100-ultrasound-machine/
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(1124-3) 

【ナノテクノロジー・材料分野】 

 

仮訳 

 

スチール開発を後押し－「ヴァーチャル・ファクトリー」への 
7百万ポンドの投資が合金開発を加速(英国) 

2018 年 9 月 25 日  

 

スウォンジー大学が、タタ・スチール およびワーウィック大学のワーウィック・マニュフ

ァクチュアリング・グループ(WMG)と共同で開発を進めている新しい「ヴァーチャル・フ

ァクトリー」は、本日発表された 700 万ポンドの資金調達により、新しい合金鋼材料の作

製と試験を 100 倍まで加速させ、新製品のより速い商業化を促進する。 

 

スチールは、世界で最も幅広く使用されている構造材である。それは、自動車、建設、パ

ッケージングや軍事産業など、主要な製造業部門の中核をなす。また、運輸、通信、エネ

ルギーや、21 世紀におけるハイテク産業などの国家基盤には欠かせないものであり、その

範囲はポジティブ・エナジー・ビルディングから風力タービン、電気自動車まで及ぶ。 

 

近年の鉄鋼業では、技術の変化や顧客ニーズと歩調を合わせるために、イノベーションは

非常に重要である。 

 

しかし、現在の新合金鋼開発では、進展が非常に遅く、かつ多段階に渡る緩慢なプロセス

を要するという課題がある。数百トンの材料を使用した高コストな試験を要し、その多く

は新しいスチール製品として再製されなければならない。 
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スチールの共同研究で長い歴史を有するスウォンジー大学とタタ・スチール、およびワー

ウィック大学のワーウィック・マニュフファクチャリング・クループ（以下 WMG）は、

同課題に取り組むため、この度 Prosperity Partnership イニシアティブを通じて、英国・

工学・物理化学研究評議会（EPSRC）より研究資金を得た。 

 

これらの組織による同課題の解決法は、物理的な試験とコンピューターモデリングを組み

合わせ、数百個の小さなサンプルの強度、電気・機械特性や耐久性・耐腐食性等を迅速に

評価することである。 

 

試験データをコンピューターモデルに入力することにより、モデル精度をさらに高め、最

終製品特性をより正確に予測する。その後、見込みのある特性を示す合金を、より大規模

かつ詳細に調査する。 

 

写真：スチールの化学分析-Dr. James McGettrick (スウォンジー大学)と X線光電子分光分析装置。

例えば、吸着力や耐腐食力などを向上させるため、この装置でスチールに積層された余剰のナノレイ

ヤーを分析。スチールは建物から車両、食品パッケージに至るすべてに使用されているため、同作業

は不可欠である。(クレジット：Swansea University)  

 

https://www.tatasteeleurope.com/
https://warwick.ac.uk/fac/sci/wmg/
https://epsrc.ukri.org/
https://epsrc.ukri.org/
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このプロセスは、『ラピッド・アロイ・プロトタイピング(以下 RAP)』と呼ばれており、

スウォンジー大学の MACH1 ラボと、ワーウィック大学の Advanced Steel Research 

Centre (ASRC)で開発中である。事実上、実際の製鉄所に代わり、ほとんどの試験が、研

究所や画像作成施設といったヴァーチャル・ファクトリー内で実施できるということだ。 

 

この新アプローチがもたらす効果は、とても大きい。 

 従来 1個のサンプルにかかる試験時間で、100個のサンプルの試験が可能。 

 サンプルは、数グラム程度の少量ですむ。現行の試験方法では、最大 900 トンの

材料を要し、そのうち最大 98％は高コストをかけて新しいスチール製品に再製さ

れなくてはならない。 

 概して、より新しくより良いスチール製品が、より速く製造できることになる。 

 新しいスチールは、高燃費車両や、プラスチックを使用しないパッケージング、

ポジティブ・エナジー・ビルディング（PEB）やその他様々なアプリケーション

において需要がある。新アプローチは、市場のニーズとともに、スチールユーザ

ーのイノベーションを後押しするだろう。 
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この新しいアプローチは、本共同研究における 3 組織全ての参画及び、EPSRC の

Prosperity Partnership イニシアティブを通じた支援があってこそ、初めて可能となった。

共同研究をすることにより、互いの専門知識や機材、市場に関する知見などを統合するこ

とができ、プロジェクトを成功に導くことができる。 

 

Steve Brown スウォンジー大学工学部教授談： 

 

「イノベーションは、21 世紀の鉄鋼業の要です。このプロジェクトは、イノベーションの

大きな後押しとなっており、新しい合金開発を大幅に加速させました。これは、鉄鋼業者

が顧客に、より新しくより良い製品をより速く届けられることを意味します。」 

 

写真：ナノスケールからみたスチール：人間の爪が 1秒間に成長する長さと同程度の微小なナノレベル構造によ

って強化された新しいスチールが開発され、より軽量で、効率的な次世代の車両製造に使用されている。（クレジ

ット：Advanced Imaging of Materials/Swansea University) 

http://www.swansea.ac.uk/engineering/aim/
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「ここスウォンジー大学には、世界に通じる研究施設と研究機材があります。そして、タ

タ・スチールやワーウィック大学のWMGとの強いネットワークもあります。それなので、

私はこのパートナーシップが、我々の鉄鋼業界をイノベーションの最先端の地位の確保の

一助となるだろうと、確信しています。」 

 

Martin Brunnock タタ・スチール UK テクニカルディレクター談： 

 

「この革新的なプロジェクトは、顧客にとって魅力的な新しいスチール開発プロセスを加

速させ、競争力を与えるものです。」 

 

「スチールは、持続可能なエネルギーや可動性への移行などといった、主要な社会的課題

を解決するための重要な役割を担っており、革新的なスチール製品開発の加速化によって、

迅速に対応できることは、とても重要です。」 

 

Claire Davis ワーウィック大学 WMG 教授談： 

 

「このプロジェクトは、革新的なスチール化学の転換を加速させ、鉄鋼業のプロセス改善

を促進する、とても魅力的な機会です。私たちは新しいスチール作製において鉄鋼くずの

水準を上げる機会を追求でき、イギリスの循環型経済にも貢献することができます。」 

 

「スチール研究者にとって、今はとても素晴らしい時代です。RAP 施設は、新しい化学的

応用方法と処理経路の迅速な試行を可能にして、産業界に普及させるための提言ができる

ようにするからです。」 

 



NEDO 海外レポート NO.1124, 2019.2.22. 

 

12 

 

 

翻訳：NEDO（担当 技術戦略研究センター 企画課） 

出典：本資料は、スウォンジー大学(Swansea University)の以下の記事を翻訳したもので

ある。 

“Boost for steel - £7 million for "virtual factory" will speed up alloy development” 

(https://www.swansea.ac.uk/press-office/news-archive/2018/boostforsteel-

7millionforvirtualfactorywillspeedupalloydevelopment.php) 

(Reprinted with permission of Swansea University) 

写真：21世紀のスチールの活用例：スウォンジー大学の「アクティブ・オフィス」や「教室」は、ポジティ

ブ・エナジー・ビルディングであり、建物内のエネルギーを自ら生成、貯蔵し、利用する。空気を吸引し

て暖房に利用するタタ・スチールの製品を使用。(クレジット: SPECIFIC IKC)   

https://www.swansea.ac.uk/press-office/news-archive/2018/boostforsteel-7millionforvirtualfactorywillspeedupalloydevelopment.php
https://www.swansea.ac.uk/press-office/news-archive/2018/boostforsteel-7millionforvirtualfactorywillspeedupalloydevelopment.php
http://specific.eu.com/
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(1124-4) 

【ナノテクノロジー・材料分野】 

 

仮訳 

 

Researchers quickly harvest 2-D materials, bringing them closer to commercialization  

Efficient method for making single-atom-thick, wafer-scale materials opens up 

opportunities in flexible electronics. 

 

MIT News 

 

商業化に迫る2D材料の高速作製(米国) 

原子1個の薄さのウェハースケール材料の効率的作製技法が、フレキシブルな電子の 

可能性を拓く 

 

Helen Knight| MIT News Office  

October 11, 2018 

2018年 10月 11日 

 

 

   

MIT 機械工学部の研究者たちが、2D 材料による直径 2 インチのウェハーを数分で

作製する技術を開発。  

写真提供：Peng Lin 

 

http://news.mit.edu/2018/magnetic-3-d-printed-structures-crawl-roll-jump-play-catch-0613
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2003 年にグラフェンとして知られている原子 1 個の薄さの炭素材料が発見されて以来、

他の種類の 2D材料に対しても大きな関心が寄せられてきた。 

 

これらの材料は、レゴブロックのように積み重ねて、半導体のように動作させるなど多様

な機能を備えたデバイスを形成することが可能である。このような方法で、2D 材料を超

薄膜でフレキシブル、かつ透明でウェアラブルな電子デバイス作製に活用できる。 

 

しかしながら、バルク結晶材料から 2D 材料片を剥離させて電子機器に使用するのは、商

業ベースにおいては困難であると立証されている。 

 

粘着テープを使用して、バルク結晶から個々の結晶を繰り返し剥離させる現行のプロセス

は信頼性に欠け、時間もかかり、デバイスを構築するために必要な材料を作製するまでに

長時間を要するからである。 

 

この度、マサチューセッツ工科大学（以下MIT）機械工学部の研究者たちは、直径２イン

チの 2D 材料ウェハーを、わずか数分で作製する技術を開発した。それらを積層し、電子

デバイスを一時間以内で形成することができる。 

 

2D 材料の原子レベルでの作製の略図。厚みのあるウェハースケールの 2D 材料を、

個々の単層に剥離させる。 

略図は関係研究者の好意により提供。 
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『Science』誌に論文が掲載された本技術により、様々な 2D材料をベースとした電子デバ

イスの商業化の可能性が期待できるだろう、と本研究を率いる MIT 機械工学部准教授の

Jeehwan Kim氏は言う。 

 

本論文の共同第一著者は、フレキシブルデバイスの製造を担当した Sanghoon Bae 氏と、

2D材料単層の積層を担当した Jaewoo Shim氏である。両者共、Kim研究室のポスドク研

究員である。 

 

本論文の共著者には、他にも Kim研究室の学生やポスドク研究員、そして、ジョージア工

科大学、テキサス大学、韓国の延世大学校、バージニア大学からの研究協力者らが含まれ

る。Kim研究室の Sang-Hoon Bae氏、Jaewoo Shim氏、Wei Kong氏、Doyoon Lee氏

も同様に研究に貢献した。 

 

「私たちは、ウェハースケールで 2D 材料を単層毎に剥離できる、ということを実証しま

した。」と Kim氏は言う。「さらには、そのウェハースケールの 2D材料単層を、容易に積

層できることも、実証しました。」 

 

研究者たちは、まず、サファイアウェハー上に 2D 材料の厚い層を成長させた。その後、

600㎚の薄さのニッケルフィルムを、その層の上に乗せた。 

 

2D 材料はサファイヤよりもニッケルに強力に接着するため、このニッケルフィルムを剝

がすと、サファイアウェハーから 2D材料全体を剥離できる。 

 

さらに、ニッケルと 2D 材料層間の接着力は、個々の 2D 材料層間の接着力よりも強力で

ある。 

 

結果として、2 枚目のニッケルフィルムが 2D 材料層の底に追加されると、個々の原子 1

個の薄さの２D材料単層を剥離することができた。 

 

これは、1枚目のニッケルフィルムを剝がす際に、2D材料の層の底部までき裂が伝播する

ことによって可能となる、と Kim氏は言う。 

 

ニッケルフィルムから剥離した最初の単層を基板に転写すれば、その後は各層についても

同様のプロセスを繰り返すことができる。 

 

「私たちは、とてもシンプルなメカニズムを活用しています。そしてこのようなき裂伝播

制御のコンセプトの活用によって、単層 2D 材料をウェハースケールで剥離することがで
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きます。」と、Kim氏は言う。 

 

この汎用的な技術は、六方晶窒化ホウ素(h-BN)、二硫化タングステン(WS2)、二硫化モリ

ブデン(MoS2)を含む、多種の 2D材料に適用できる。 

 

このように、同技術は半導体、金属や絶縁体など、様々な種類の単層 2D 材料の作製に活

用でき、それらを積層すると、電子デバイスに必要な 2Dヘテロ構造が構築できる。 

 

「2D材料を使用して電子・光学デバイスを作製すると、デバイスは 2D材料単層数枚分の

薄さになります。」と、Kim氏は言う。「それらは、極めてフレキシブルであり、何にでも

乗せることができます。」 

 

同プロセスは、早くて安価であり、商業運転に適している、と Kim氏は補足する。 

 

研究者たちはまた、原子数個分の薄さの電界効果トランジスタアレイをウェハースケール

で作製して、同技術を実証した。 

 

「本技術は、2D材料やそのヘテロ構造の実用化の大きな可能性が期待できます。」と、本

研究には関与していないハーバード大学の Philip Kim物理学教授は言う。 

 

研究者たちは現在、不揮発メモリアレイや、皮膚に張り付けて使用するフレキシブルデバ

イス等の電子デバイス開発へ本技術を適用しようと予定している。 

 

Kim氏によると、本技術をさらには IoTで使用するデバイス開発に適用させることにも関

心がある、という。 

 

「厚い 2D 材料を成長させて、それらを単層に剥離して、積層するだけでよいので、とて

も安価です。現在の半導体プロセスよりも、かなり安いです。これは、実験室レベルの 2D

材料を、商業的に製造できるということです。」と、Kim氏は言う。 

 

「そのため、IoT ネットワークには最適なのです。なぜならば、従来型半導体をセンシン

グシステムに使用すると、コストがかかるからです。」 

 

 

翻訳：NEDO（担当 技術戦略研究センター 企画課） 

出典：本資料は、マサチューセッツ工科大学(Massachusetts Institute of Technology)の
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以下の記事を翻訳したものである。 

“Researchers quickly harvest 2-D materials, bringing them closer to 

commercialization–Efficient method for making single-atom-thick, wafer-scale 

materials opens up opportunities in flexible electronics.” 
(http://news.mit.edu/2018/researchers-quickly-harvest-single-atom-materials-1011)  

(Reprinted with permission of MIT News: http://newsoffice.mit.edu/) 

http://news.mit.edu/2018/researchers-quickly-harvest-single-atom-materials-1011
http://newsoffice.mit.edu/
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(1124-5) 

【電子・情報通信分野】 

 

仮訳 

  

Inexpensive chip-based device may transform spectrometry  

Tiny device could replace expensive lab-scale equipment for many applications. 

MIT News 

 

分光法に変革をもたらす安価なチップベースデバイス(米国) 

微細なデバイスが高額な研究所規模の設備を代替し、様々なアプリケーションでの 

利用可能性を拓く 

 

David L. Chandler | MIT News Office  

October 23, 2018 

2018年 10月 23日 

 

 

  

既存のチップ製造工程で作製後にトレー上に配列される微細な分光器チップ。 

写真提供：Felice Frankel 
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分光器は、異なる光の波長を識別し、実験材料から遠く離れた恒星まで、あらゆる物質の

化学成分の特定に使用されるデバイスだが、大型で値段が 10 万ドルレベルの非常に高額

なものであり、通常は大規模な大学や産業研究室、観測所などに配備されている。  

 

この度、マサチューセッツ工科大学（以下、MIT）の研究者たちの新しい進展により、従

来の分光器に匹敵する性能と精度を備え、かつ標準的なマイクロチップ製造プロセスによ

る大量生産が可能な、微細な分光器を作製できる可能性が示された。このアプローチによ

り、今までは物理的にも予算的にも困難であった分光器の新たな活用法も見出せるかもし

れない。 

 

本研究について、『Nature Communications』誌に、MIT 材料機械工学准教授の Juejun 

Hu 氏、博士課程大学院生の Derek Kita 氏、リサーチアシスタントの Brando Miranda

氏、他 5人による論文が、本日掲載された。 

 

このチップ上に分光器を作製する新しいアプローチは、従来のものと比較すると、性能や

サイズ、重量、電力消費量の面において、大きな利点を得ることができるのではないか、

と研究者たちは言う。 

 

他の研究グループでもチップベースの分光器作製を試みているが、根本的な課題がある。

それは、従来のオプティカルシステム利用によるデバイスの波長に応じた光拡散機能力が、

デバイスのサイズに大きく依存していることである。「デバイスを小型化すると、性能も劣

微細な分光器デバイスの構造の詳細を表す顕微鏡画像。 

写真提供：Felice Frankel 
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化してしまうのです。」と、Hu氏は言う。 

 

他のタイプとしては、フーリエ変換と呼ばれる数学的アプローチを利用した分光器もある。

しかし、これらのデバイスも、高性能を得るには長い光導波路が必要、というデバイスサ

イズによる制限の課題を同様に抱えている。高性能なデバイスには調整可能な長い光導波

路を要するため、微小な分光器はベンチトップ型のものより性能が劣っていた。 

 

そこで、「私たちは、異なる技法を用いました。」と、Kita氏は言う。彼らが開発したシス

テムは、長さの異なる複数の光導波路間で、光線の即時切替えができるオプティカルスイ

ッチをベースとしている。これらの全電子－光学スイッチでは、従来型では必要であった

可動式ミラーが不要となり、標準的なチップ製造技術を用いて容易に作製できる。 

 

可動部を取り除くことで、「デバイスの堅牢性に、非常にプラスになります。テーブルから

落としても、何のダメージも受けることはありません。」と、Kita氏は言う。 

 

累乗的に増大する導波長を使用することにより、これらの波長を多様に組み合わせて、個

別の路長を指数関数的に複製することで、オンチップ・オプティカルスイッチ数の増加に

伴ったスペクトル分解能の指数関数的な向上につながる。 

 

同技術の概念実証として、研究者たちは産業界の標準的な半導体製造業者に依頼して、デ

バイス制御と出力処理のプロセス能力を備えた 64 個のスペクトルチャンネルを作る連続

した 6 個のスイッチをもつデバイスを製造した。スイッチを 10 個に増やすことにより、

分解能は 1,024チャネルまで拡張する。同デバイスは、プラグ・アンド・プレイユニット

設計であるため、既存のオプティカルネットワークへの組み込みが容易となる。 

 

研究チームはまた、新しい機械学習技術を利用し、詳細なスペクトルを限られたチャネル

数から再構築した。自分たちが開発したこの技法は、広域と狭域の両方のスペクトルピー

クを検出するのに有効である、と Kita氏は言う。その性能がまさに計算数値と合致するこ

とも実証し、様々なアプリケーションに向けたさらなる開発の幅広い可能性を見出した。 

 

このような分光器のアプリケーションとしては、センシングデバイスや、材料分析システ

ム、医療イメージングでの光干渉断層法（OCT）、そして現在のデジタルネットワークの大

部分を支えるオプティカルネットワークの性能モニタリング等が考えられる、と研究者た

ちは言う。すでに、研究チームは、サイズや重量、電力消費量において大きな利点を備え

たマイクロチップ分光器の利用可能性に興味を持つ企業数社より問い合わせを受けた、と

Kita氏は言う。また、産業プロセスのリアルタイムモニタリングや、石油やガス産業など

の環境センシング等のアプリケーションの可能性もある、とHu氏は補足する。 
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この研究について、「省スペース型の高分解能分光計の実現を可能とさせる、とても興味深

いアプローチです。」と、本研究には関与していない、ベルギー・ゲント大学の Gunther 

Roelkens 教授は言う。「このデバイスには、研究テーマとして高い関心が持たれているオ

ンチップ分光センサー等のアプリケーションを実現させる可能性もあります。」 

 

「今後の研究課題は、高分解能を維持しながら、波長範囲を拡大することです。」と

Roelkens 氏は補足する。「また、異なる波長帯域に対処することにより、様々な新しいア

プリケーションの実現が可能となるでしょう。」 

 

研究チームには、MIT学部生の David Favela氏、大学院生の Jérôme Michon氏、当時ポ

スドク研究員の Hongtao Lin 氏、リサーチ・サイエンティストの Tian Gu 氏、およびス

タッフの David Bono 氏が含まれる。本研究は、アメリカ合衆国国立科学財団(NSF)、MIT 

SENSE. nano、アメリカ合衆国エネルギー省(DOE)、及び Saks Kavanaugh Foundation

の支援を受けた。 

 

 

翻訳：NEDO（担当 技術戦略研究センター 企画課） 

出典：本資料は、マサチューセッツ工科大学(Massachusetts Institute of Technology)の

以下の記事を翻訳したものである。 

“Inexpensive chip-based device may transform spectrometry–Tiny device could replace 

expensive lab-scale equipment for many applications.” 
(http://news.mit.edu/2018/inexpensive-chip-device-spectrometry-1023) 

 (Reprinted with permission of MIT News: http://newsoffice.mit.edu/) 

http://news.mit.edu/2018/inexpensive-chip-device-spectrometry-1023
http://newsoffice.mit.edu/
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(1124-6) 

【ロボット・AI技術分野】 

 

仮訳 

 

スタンフォード大学開発の電子グローブがロボットに触感覚を与える
(米国) 

スタンフォード大学の研究者たちが、人間が持つ手先の器用さの一部をロボットハンドに

付与した電子グローブを開発。 
 

2018年 11月 21日  

本記事に関する Youtubeビデオ 

本記事に関する動画(ロボットがラズベリーに優しく触れる。動画提供：Bao 研究室) 

 

 

スタンフォード大学のエンジニアたちは、人間には当たり前な手先の器用さのようなもの

を、ロボットハンドにもいつの日か付与できるようなセンサーが内蔵された電子グローブ

を開発した。 

本研究は、11月 21日に『Science Robotics』誌に掲載され、化学エンジニアの Zhenan 

Bao氏と研究チームは、ロボットハンドに柔らかなベリーの実やピンポン玉を潰すこと

なく触らせたり、扱わせたりすることができるほど、センサーがうまく作動することを実

証した。 

「この技術は、ロボットにもいつの日か、人間の皮膚にみられる触感能力のようなものを

与えさせる道を拓くものです。」と、Bao氏は言う。 

Bao氏によると、このグローブの指先のセンサーは、手先の器用さを得るために必要な

二つの要素である圧力の強さと方向を同時に測定する、と言う。これらのセンサーを自動

的に制御するには、この技術を完成させなければならないが、完成した場合には、そのグ

ローブを装着したロボットには、潰したり落としたりせずに親指と人差し指で卵をつかむ

手先の器用さが備えられていることだろう。 

人間を模倣したエレクトロニクス 

この電子グローブは、私たちの手に類まれなる感度を与える、人間の皮膚の層の組織的な

働きを模倣している。 

https://www.youtube.com/watch?v=ca3UaDH6Oj8&feature=youtu.be
https://news-media.stanford.edu/wp-content/uploads/2018/11/16142013/Dexterity_raspberry.gif
https://profiles.stanford.edu/zhenan-bao
https://profiles.stanford.edu/zhenan-bao
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私たちの皮膚の外層は、圧力や熱、その他の刺激を検知するセンサーを有している。特に

指や手の平は、触感センサーに富む。これらのセンサーは、微細な凹凸構造を持つ有棘層

と呼ばれる皮膚の副層と連動して働く。 

 

その凹凸構造は、重要な役割

を担っている。私たちの指が

物体に触れると、皮膚の外層

が有棘層の近くに移動する。

軽い触感の場合には、主に有

棘層の凸部付近のセンサーが検知し、強い圧力は、皮膚の外層が有棘層の凹部に近づくこ

とで、より強い触感をもたらす。 

しかし、圧力の強度の測定は、有棘層の機能のほんの一部分である。この凹凸のある副層

は、せん断力の方向を示すことにも役立つ。例えば、指が面の北側に圧力をかけると、微

細な凸部群の南側の傾斜面に強い信号が生じる。このせん断力を検知する能力は、私たち

が親指と人差し指で優しくかつしっかりと卵をつかむための動作の一助となっている。 

ポストドクター研究員である Clementine Boutry氏と、修士学生のMarc Negre氏は、

人間のメカニズムを模倣した、この電子センサーの開発を率いた。ロボットグローブの指

先の各センサーは、協力して働く３枚のフレキシブルな層で構成されている。上下層は、

それぞれ電気的に活性である。研究者たちは、上下層が接触する面に電線のグリッドの列

を作製し、これらの列を互いに垂直になるように合わせ、微小なセンサーピクセルの高密

度なアレイを作った。また、下層にも、有棘層のように凹凸をつけた。 

中央層のゴムの絶縁体は、単純にこれら上下の電極層を分離するものだが、これが重要で

あった。なぜならば、電極同志が近く触れずにいると、電気エネルギーを蓄えるからだ。

この写真のセンサーは、ブルーベリーを潰すことなく指でつまむだ

けの感度を備えている。将来的には、人間の皮膚の生物学的センサ

ーを模倣した同様な電子センサーが、すべての指と手の平に備わる

ことだろう。 

写真提供：Bao 研究室 
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ロボットの指が物体を押して、上層の電極が下層の電極に近づくと、蓄積エネルギーが増

加した。下層の凹凸部は、人間の皮膚のように、垂直グリッド中の特定の位置への圧力の

強度と方向をマッピングする方法を提供した。 

繊細な触感 

この技術を検証するために、研究者たちはこの三層のセンサーをゴム製のグローブの指に

配置し、そのグローブをロボットハンドに装着した。最終的な目標は、ロボットハンドの

皮膚のような被覆にセンサーを直接埋め込むことである。実験のうちの一つでは、グロー

ブを装着したロボットハンドが、ベリーの実を傷つけることなく触れられるようプログラ

ムした。さらには、同センサーに、物体を落とさずに把持する適正なせん断力を検知さ

せ、ピンポン玉を潰すことなく持ち上げて移動させるよう、グローブハンドをプログラム

した。 

Bao氏は、このタッチセンサーグローブを装着したロボットハンドでは、適切なプログ

ラムによりコンベヤベルトから卵を持ち上げてカートンに入れるような繰り返しの作業の

実施が可能だろう、と言う。この技術はまた、精密な接触制御が必要なロボットアシスト

による外科手術での利用の可能性もある。しかし、Bao氏の最終的な目標は、事前のプ

ログラミングなしで、物体を安全に扱う最適な量の力を自動的に加えられるような、より

高度なグローブの開発である。 

「私たちは、ロボットハンドをプログラムして、潰すことなくラズベリーに触れさせるこ

とはできますが、物体がラズベリーであるとロボットが認識して触れられるようになるま

での道のりは、まだ長いのです。」 

Zhenan Bao氏は、工学部 K.K. Lee 教授であり、化学工学教授、Precourt Institute for 

Energyのシニアフェロー、Stanford Bio-Xメンバー、Stanford Woods Institute for the 

Environment会員、そして、Wu Tsai Neurosciences Institute会員である。本研究のス

タンフォード大学の他の共著者は、コンピューターサイエンス教授の Oussama Khatib

氏、ポストドクター研究員の Orestis Vardoulis氏、博士課程学生のMikael Jorda氏で

ある。 

本研究は、スイス科学財団(SNSF)、欧州委員会(EC)、米国科学財団(NSF)、および

Stanford Nano Shared Facilities が一部支援した。 

 

翻訳：NEDO（担当 技術戦略研究センター 企画課） 

https://energy.stanford.edu/
https://energy.stanford.edu/
https://biox.stanford.edu/
https://woods.stanford.edu/
https://woods.stanford.edu/
https://neuroscience.stanford.edu/
https://profiles.stanford.edu/oussama-khatib
https://profiles.stanford.edu/oussama-khatib
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出典：本資料は、スタンフォード大学(Stanford University)の以下の記事を翻訳したもの

である。 

“Stanford develops an electronic glove that gives robots a sense of touch” 

(https://news.stanford.edu/2018/11/21/stanford-develops-electronic-glove-gives-robots-

sense-touch/ ) 

(Reprinted with permission of Stanford University) 

https://news.stanford.edu/2018/11/21/stanford-develops-electronic-glove-gives-robots-sense-touch/
https://news.stanford.edu/2018/11/21/stanford-develops-electronic-glove-gives-robots-sense-touch/
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(1124-7) 

【ナノテクノロジー・材料分野】 

 

仮訳 

 
新複合材がリグニンを再生可能な３Dプリント材料に改善（米国) 

2018年 12月 18日  

 

 

ORNL の科学者たちは、バイオ燃料の副生成物であるリグニンを活用して、積層造形用に新しい複合材料を開

発した。（高解像度画像） 
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2018 年 12 月 18 日テネシー州・オークリッジ––オークリッジ国立研究所（以下 ORNL）

エネルギー部の科学者たちは、バイオファイナリーによる副生成物である加工しにくいリ

グニンの有益で新しい利用法を促進が期待できる、再生可能な３Dプリンティング用の原

材料に加工する技術を開発した。 

 

この発見の詳細は、『Science Advances』誌に掲載されており、バイオマスのプロセス後の

残存材料であるリグニンの新しい利用法の開発により、バイオプロダクトのコストを削減

するという、ORNLの成果を説明するものだ。植物に硬さを与えるリグニンは、バイオマ

スの有用な生成物への分解を困難にしている。 

 

「リグニンの新しい利用法を見出すことにより、バイオリファイナリープロセス全体の経

済性の向上が期待できるでしょう。」と、ORNLプロジェクトリーダーの Amit Naskar氏

は言う。 

 

研究者たちは、溶融安定性の硬いリグニンに、従来のプラスチックである低温融解のナイ

ロンとカーボンファイバーを組み合わせ、プリントプロセスでの押出しや印刷プロセスに

ORNLで開発された新しい複合材料は、重さ 50％の比率でリグニンを使用しており、３Dプリンティングに適して

いる。（高解像度画像） 

 

 

 

 

  

http://advances.sciencemag.org/content/4/12/eaat4967
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おける積層間の溶着強度などに最も適した特性と、優れた機械特性を有する複合材料を作

製した。 

 

作業は複雑だ。石油ベースの熱可塑性樹脂製のアクリロニトリル・ブタジエン・スチレン

（ABS）等の主力な複合材料とは異なり、リグニンは容易に炭化する。３Dプリンタノズ

ルから押し出せるよう軟化させるためにリグニンを加熱できるのは、特定の温度までだ。

長時間熱にさらされると、粘性が劇的に増し、簡単に押し出すには厚みを帯びすぎてしま

う。 

 

しかし、研究者たちがリグニンをナイロンと組み合わせてみたところ、驚くべき結果が見

出された。複合材料の室温下での硬度は増したが、溶融粘度は低減したのだ。リグニンと

ナイロンの複合材料は、ナイロン単体と同等の引張強度をもち、粘性は、実際のところ、

従来の ABS樹脂や耐衝撃性のポリスチレンを下回った。 

 

科学者たちは、高中性子束同位体原子炉での中性子散乱と、Center for Nanophase 

Materials Science の高性能な顕微鏡を使用して、（共に ORNL 内の米国エネルギー省

(DOE)科学部ユーザー施設設備）、この複合材料の分子レベルにおける構造を調べた。する

と、リグニンとナイロンの組み合わせは、「複合材料に潤滑効果や可塑化効果を与えている

可能性があることがわかりました。」と、Naskar氏は言う。 

 

「リグニンの構造的な特性は、材料の３Dプリントへの適性を強化させるために欠かせな

いものです。」と、本研究の共同研究者である ORNLの Ngoc Nguyen 氏は言う。 

 

さらに、科学者たちは、リグニンを材料の重さに対して 40％～50％という、より高い比率

で混合することに成功し、リグニンベースのプリント材料の探求における新しい成果を得

た。ORNLの科学者たちはまた、この複合材料に 4％～16％のカーボンファイバーを添加

した。新しい複合材料は、より容易に加熱でき、より速く流れ、より高速なプリンティン

グに対応し、また最終製品もより高い強度のものとなった。 

 

「ORNLの材料特性化や合成におけるワールドクラスの能力は、リグニンのような副生成

物を副産物に変換する、といった課題への取り組みに欠かせないものであり、産業の新し

い収益の道筋を生み、高度な製造のための再生可能な新しい複合材料を開発するものです。」

と、エネルギー環境科学アソシエート・ラボラトリー・ディレクターである Moe Khaleel

氏は言う。 

 

リグニンとナイロンの複合材料は、特許出願中であり、同材料の改良や他の加工手法につ

いても、現在研究が進められている。ORNL の研究チームには、Sietske Barnes 氏、 
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Christopher Bowland氏、 Kelly Meek氏、 Kenneth Littrell氏や Jong Keum 氏が含

まれる。本研究は、米国エネルギー省(DOE)のエネルギー効率部および Renewable 

Energy’s Bioenergy Technologies Officeより資金提供を受けた。 

 

ORNLは、米国エネルギー省(DOE)管轄下で、テネシー大学とバテル記念研究所が運営す

る、米国の物理科学基礎研究では最大の独立系研究施設である。DOE科学部では、現代に

おけるもっとも差し迫った課題の研究に取り組んでいる。さらなる情報はこちらから：

https://science.energy.gov 

–Stephanie Seay    

 

 

翻訳：NEDO（担当 技術戦略研究センター 企画課） 

出典：本資料は、オークリッジ国立研究所(ORNL)の以下の記事を翻訳したものである。 

“New composite advances lignin as a renewable 3D printing material” 

(https://www.ornl.gov/news/new-composite-advances-lignin-renewable-3d-printing-

material) 

https://science.energy.gov/
https://www.ornl.gov/news/new-composite-advances-lignin-renewable-3d-printing-material
https://www.ornl.gov/news/new-composite-advances-lignin-renewable-3d-printing-material
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