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【ナノテクノロジー・材料分野】  

75-1 

ｱﾒﾘｶ合衆国・
メリーランド大
学(UMD) 

    2019/2/7 

環境状況に応じて自動冷却・保温するファブリックを初めて開発 
(Scientists Develop First Fabric to Automatically Cool or Insulate Depending on Conditions) 

・ UMD が、環境に応じて熱の透過を自動制御するファブリックを開発。 
・ 夏場に汗をかいたような高温・高湿度下では赤外線(放射熱）を放出し、涼しく乾燥した場合ではそ
の放出量を低減させる、赤外線の動的な通門(dynamic gating)を可能にした初の技術となる。 
・ ファブリックの織糸には吸水性と撥水性の 2 種類の化学合成材料を使用。この織糸をカーボンナノ
チューブ(CNTs)でコーティングした。織糸の 2 種類の性質により、汗等の湿気で織糸が歪むと織糸同
士が近づいてファブリックの気孔が開き、次に CNTs間の電磁結合が変わって人体が放射する熱と相
互作用する。 
・ 同ファブリックで赤外線を遮断・透過させる反応はほぼ瞬時に起こるため、着用した人が暑さを感じ
る前に冷却が始まる。身体が冷えてくると、この動的通門のメカニズムは逆に熱を捉える。 
・ 人体にはもともと迅速に熱を放射する機能が備わっているが、この熱放射機能は衣類の着脱で制
御している。今回開発のファブリックは真の双方向性調整装置と考える。 
・ 従来のテキスタイルは、熱や温度上昇に反応して気孔を増やすものや、身体温度に伴って熱放射
するものであったが、気孔と赤外線透過の両方を切り替えることで環境に応じた快適さを提供するテ
キスタイルの開発は今回が初めて。 
・ 商業化にはさらに研究を進める必要があるが、織糸の材料は入手が容易で、CNTs は標準的な染
色プロセスに簡単に導入できる。 
・ 本研究は、米国エネルギー省(DOE)、米国防高等研究計画局(ARPA-E)による Delivering Efficient 
Local Thermal Amenities (DELTA)プログラムの一環として、ARPA-Eが支援した。 

URL:  
https://www.umdrightnow.umd.edu/news/scientists-develop-first-fabric-automatically-cool-
or-insulate-depending-conditions  

（関連情報)  

      

Science 掲載論文（アブストラクトのみ：全文は有料） 

Dynamic gating of infrared radiation in a textile 

URL:  http://science.sciencemag.org/content/363/6427/619  
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《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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75-2 

ｱﾒﾘｶ合衆国・
カリフォルニア
大学ロサンゼ
ルス校(UCLA) 

    2019/2/14 

両極端な温度を耐える超軽量セラミック材料を開発 
(Researchers create ultra-lightweight ceramic material that can better withstand extreme 
temperatures)  

・ UCLA と他大学・米国研究機関による研究チームが、極軽量で高耐久性のセラミックエアロゲル材
料を開発。 
・ 1990 年代より産業機器の断熱に利用されているセラミックエアロゲルは、NASA のマーズローバー
による宇宙開発用機器にも用いられているが、今回開発した新材料はさらに高耐久性で軽量。また、
その特殊な原子組成と微細構造により弾性も備える。  
・ 同セラミックエアロゲルは、現在最高水準のものに比してさらにフレキシブルで高強度。元の体積
の 5%まで圧縮後に完全に形状を回復する（他のエアロゲルでは約 20%まで）。 
・ エアロゲルは一般的に体積の 99%超が空気で軽量だが、固く極めて頑丈な構造を有し、セラミク
ス、カーボンや金属酸化物等、多種類の材料で作製できる。セラミックをベースとしたエアロゲルは、
他のエアロゲルに比して厳しい温度の遮断に優れ、超低密度で炎や腐食を耐久する。 
・ 新セラミックエアロゲルは、窒化ボロンの薄膜とグラフェンから構成される。試験用ｊコンテナにて－
198℃から 900℃への数秒間隔の急激な温度変化を数百回耐久し、1,400℃下での 1 週間の保存後
に損失した機械強度は 1%を下回った。 
・ 同セラミックエアロゲルの急激な温度変化への高い耐久性は、加熱により収縮し（従来のものは膨
張）、また、圧縮された方向に対して垂直に収縮する(負のポアソン比として知られる特性）、その特殊
な構造によるもの。また、内部に「壁」を持つ二重窓構造が断熱能力を向上させながら材料の重量を
低減。同エアロゲル作製プロセスは、他の超軽量材料作製にも応用が可能。 
・ 本研究チームの他の大学・研究機関は、カリフォルニア大学バークレー校(UC Berkeley)、パデュー
大学、ローレンスバークレー国立研究所(LBNL)(米国）、湖南大学、蘭州大学(中国）、 サウード国王
大学（サウジアラビア）。 
・ 本研究は米国科学財団(NSF)の資金提供により一部実施。 

URL:  
http://newsroom.ucla.edu/releases/ultra-lightweight-ceramic-material-withstand-extreme-
temperatures  

（関連情報)  

      

Science 掲載論文(アブストラクトのみ：全文は有料） 

Double-negative-index ceramic aerogels for thermal superinsulation 

URL:  http://science.sciencemag.org/content/363/6428/723  

75-3 

オランダ・ドレ
スデン工科大

学(TU 
Dresden) 

    2019/2/1 

光で情報を書込み・読み込み・消去する透明タグ 
(Invisible tags: Physicists at TU Dresden write, read and erase using light)  

・ TU Dresden が、50μm を下回る薄さの透明なプラスチック箔のタグに情報を記憶させる新技術を開
発。 
・ 透明なプラスチック箔のタグに有機発光分子を取り込んで、最初は不活性な状態のこれらの分子
に紫外光を照射して発光させる。UV LEDやレーザーライティングにより、一般的なレーザープリンター
と同等の解像度でパターンをプラスチック箔にプリントして書き込むことができる。 
・ 書込まれたパターンは紫外光照射で蓄光ステッカーのように発光して表示され、赤外光を照射する
ことで完全に消去でき、再び新しいパターンを書き込むことができる。 
・ プログラマブルなこのような透明タグの作動原理は、プラスチック箔の酸素分子の働きによるもの。
プラスチック箔の酸素分子が発光分子から光エネルギーを奪う。 
・ 紫外線がプラスチック層から効率的に酸素を取り除く化学反応を誘起して発光分子が活性化し、光
が放出される。赤外光による不活性化のプロセスでは、プラスチック箔の温度上昇により酸素の浸透
性が促進され、プラスチック層に再び酸素が充満する。 
・ 同透明タグは、1 ㎡あたり 2ユーロを下回る低コストであらゆるサイズに作製できる。バーコード、シ
リアルナンバーや住所等をオンデマンドで表示させるように隠しておく等、広範囲のアプリケーション
が期待できる。また、ドキュメントのセキュリティーや偽造防止対策を新たなレベルに移行させる可能
性もある。 
・ 既存のバーコードステッカーよりも薄く製造できる同透明発光タグは、情報の記憶においてエレクト
ロニクスを超えるもので、現在のハイテクな情報交換ソリューションの代替となり得ると考える。 

URL:  
https://cfaed.tu-dresden.de/press-releases-201/invisible-tags-physicists-at-tu-dresden-
write-read-and-erase-with-the-use-of-light  

（関連情報)  

      

Science Advances 掲載論文(フルテキスト） 

Programmable transparent organic luminescent tags 

URL:  http://advances.sciencemag.org/content/5/2/eaau7310  

http://newsroom.ucla.edu/releases/ultra-lightweight-ceramic-material-withstand-extreme-temperatures
http://newsroom.ucla.edu/releases/ultra-lightweight-ceramic-material-withstand-extreme-temperatures
http://science.sciencemag.org/content/363/6428/723
https://cfaed.tu-dresden.de/press-releases-201/invisible-tags-physicists-at-tu-dresden-write-read-and-erase-with-the-use-of-light
https://cfaed.tu-dresden.de/press-releases-201/invisible-tags-physicists-at-tu-dresden-write-read-and-erase-with-the-use-of-light
http://advances.sciencemag.org/content/5/2/eaau7310
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【電子・情報通信分野】  

75-4 

ｱﾒﾘｶ合衆国・
カリフォルニア
大学サンタバ
ーバラ校
(UCSB) 

    2019/2/13 

未来の技術を垣間見る 
(A Glimpse into the Future) 

・ UCSBが、初めてシリコン基板に直接成長させた、多チャンネル・20GHzパッシブモードロック量子ド
ットレーザーを開発。 
・ 同大学は約 10 年前に Intel と共同で世界初のハイブリッドシリコンレーザーを開発しているが、シリ
コンフォトニクス技術では、そのフットプリントを可能な限り最小に保ちながら、量産化を狙った高効率
化と高性能化が進行中。 
・イーサネットによる 400Gps の商用レベルデータ送信の 10 年先を行くような、毎秒 4.1Tb の伝送容
量を同量子ドットレーザーで確認。一本の光ファイバーケーブルで複数の並列信号を多様な光波長
(色)により伝送する、光波長多重通信(WDM)の高性能光源として期待できる。 
・ 同量子ドットレーザー技術は、シリコンフォトニクスの安定した低ノイズのエネルギー効率性で、デ
ータセンターやネットワークハードウェア新製品のデータ伝送容量を大幅に増加させる可能性を提供
する。 
・ 急速に増加する世界のデータ通信量において、高い性能レベルを維持するには現在の情報通信
基盤をおよそ 2 年毎に倍増する必要がある。Intel や Cisco 等の情報通信企業は、競争力保持のた
め、2024 年以降に向けたハードウェア開発に着手している。 
・ 同量子ドットレーザーは 20GHz間隔で 64チャンネルを提供。システム容量を増量させる送信器とし
て利用できる。固定されたチャネル間隔でコヒーレントな光周波数コムを発するパッシブモードロックレ
ーザーは、レーザーキャビティでの波長競合によるノイズ発生を回避し、安定してデータを伝送する。 
・ 同技術は、従来を超えるデータ容量、伝送速度やエネルギー効率の実現に向けた、光と導波路に
よるコンポーネントの作製を目標とする、シリコンエレクトロニクスとフォトニクスを集積した回路の開発
における飛躍的な進歩であると考える。 
・ テクノロジー企業がデータ容量と伝送速度の向上を図る中、同量子ドットレーザーのようなコンポー
ネントが情報通信やデータ処理における標準となることが期待される。 

URL:  https://www.news.ucsb.edu/2019/019345/glimpse-future  

（関連情報)  

      

Optica 掲載論文(フルテキスト） 

High-channel-count 20  GHz passively mode-locked quantum dot laser directly grown on Si with 4.1  
Tbit/s transmission capacity 

URL:  https://www.osapublishing.org/optica/abstract.cfm?uri=optica-6-2-128  

  

https://www.news.ucsb.edu/2019/019345/glimpse-future
https://www.osapublishing.org/optica/abstract.cfm?uri=optica-6-2-128
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75-5 

ｱﾒﾘｶ合衆国・ﾏ
ｻﾁｭｰｾｯﾂ工科
大学(MIT) 

    2019/2/14 

自動運転車の優れた「電子の眼」 
(Giving keener “electric eyesight” to autonomous vehicles) 

・ MITが、オンチップのサブテラヘルツ波受信アレーを開発。 
・ 電磁スペクトルでマイクロ波と赤外線の間にあるサブテラヘルツ波は、赤外線による LiDAR システ
ムでは困難な霧や塵の中での物体検出に利用できる。 
・ 高感度で正確な物体認識には受信機からプロセッサへの強力なベースバンド出力信号が必要だ
が、このような信号を生成する従来のシステムは大型で高価。また、現在の小型オンチップセンサー
アレーでは生成する信号が弱い。 
・ 新サブテラヘルツセンサーは、信号ノイズが多い中でもサブテラヘルツ波を捉えて認識する高感度
を有する。チップでの高密度集積が難しい「ヘテロダイン検出器」と呼ばれる、個別の信号を混合する
ピクセルの大幅な小型化とチップ集積により実現した。 
・ 1.2 ㎟の面積に 32 個のピクセルのアレーを集積したプロトタイプを作製。これらのピクセルは、現在
最高水準のオンチップサブテラヘルツアレーセンサーのピクセルに比して約 4.300 倍の感度を有す
る。 
・ 同センサーの特徴は、ピクセルアレーのスケールアップによる感度低下のトレードオフの課題に対
処する分散型設計。個々の「ヘテロダイン」ピクセルが、うなり振動（サブテラヘルツ信号 2 種類の周
波数の差）と局部発振（入力周波数を変換する電気信号）を発して、ベースバンドプロセッサが容易に
認識できるメガヘルツレンジの信号を生成する。 
・ LiDAR によるレーザーの往来時間の計算と同様に、この出力信号は物体までの距離の計算に使
用できる。また、ピクセルアレーが発する出力信号を結合し、ピクセルを特定の方向に向けることで高
解像度イメージングも可能。物体の検出だけでなく、自動運転車やロボットでの物体の認識も可能に
なる。 
・ チップに位相同期ループ(PLL)を統合することで、物体の距離測定に不可欠な安定した局部発振信
号の周波数を獲得。PLL は全 32 ヵ所の局部発振信号のサブテラヘルツ周波数を安定した低周波に
固定する。ピクセルが結合しているため、高度に安定した同一の位相と周波数の局部発振信号が得
られる。これにより、ベースバンド信号から有用な情報を確実に抽出。同設計の全体構造が信号損失
を最低限に抑え、制御機能を最大化する。 
・ 同分散型設計は、中央のポンプからパイプでつないだ個々のスプリンクラーに水を分配する灌漑シ
ステムにおいて、個々のスプリンクラーに中央ポンプと同等の出力機能を付与したものに例えられる。
さらに、各スプリンクラー間で連絡し、パルス数を同期させる。 
・ アンテナ、ダウンミキサー、発振器とカプラの 4 種類の機能を 1 個のマルチタスク型構成部品にま
とめて各ピクセルに統合し、32個のピクセルによる分散型設計を可能にした。ただし、各ピクセル面積
の増大により、アレーでの大規模・高密度集積が課題となる可能性がある。 

URL:  http://news.mit.edu/2019/giving-keener-electric-eyesight-autonomous-vehicles-0214  

（関連情報)  

      

IEEE Journal of Solid-State Circuits 掲載論文(アブストラクトのみ：全文は有料） 

A 32-Unit 240-GHz Heterodyne Receiver Array in 65-nm CMOS With Array-Wide Phase Locking 

URL:  https://ieeexplore.ieee.org/document/8637931  

  

http://news.mit.edu/2019/giving-keener-electric-eyesight-autonomous-vehicles-0214
https://ieeexplore.ieee.org/document/8637931


5 

 

【環境・省資源分野】  

75-6 

英国・リバプー
ル大学 

    2019/2/7 

硫黄によるプラスチックのより優れた製造方法を発見 
(Scientists discover a better way to make plastics out of sulfur) 

・ リバプール大学とランカスター大学が共同で、硫黄からプラスチックを製造する、環境への負担をよ
り軽減した新方法を開発。 
・ 世界中の鉱床に豊富に賦存する元素である硫黄は、原油や天然ガスの精製プロセスで排出され、
精製所の外に貯蔵されている。 
・ ポリマーの製造で炭素を代替する可能性が見込まれるが、硫黄だけでは安定したポリマーの構築
が不可能なため、逆加硫と呼ばれるプロセスにて有機架橋分子との反応による安定化が必要。従
来、同プロセスには高温と長い反応時間を要し、有害な副生物を排出する。 
・ 新プロセスによる逆加硫では、温度と反応時間が低減され、有害な副産物を排出しない。また、反
応収率が増加してポリマーの物理特性が向上し、多様な架橋剤が使用できる。 
・ 硫黄によるポリマー製造は石油由来のプラスチックへの依存度を軽減し、リサイクルをより容易に
するため現在のプラスチック利用量の低減が図れ、ゲームチェンジャーとしての可能性が期待でき
る。 
・ さらに、炭素と異なる特性を有する硫黄を使用したポリマーでは、赤外線レンズ、電池、浄水やヘル
スケア等のアプリケーションの可能性が既に考えられている。 
・ 本研究は、ユニリーバ社の協力により設立された同大学の Materials Innovation Factory のワール
ドクラスの施設にて実施された。 

URL:  
https://news.liverpool.ac.uk/2019/02/07/scientists-discover-a-better-way-to-make-
plastics-out-of-sulfur/  

（関連情報)  

      

Nature Communications 掲載論文(フルテキスト） 

Catalytic inverse vulcanization 

URL:  https://www.nature.com/articles/s41467-019-08430-8  

75-7 

ｱﾒﾘｶ合衆国・
コネティカット
大学(UConn) 

    2019/2/8 

アクリルを作るより良い方法 
(A Better Way to Make Acrylics) 

・ UConn とエクソンモービル社が、従来方法に比して CO2 等の副生物生成がより少なく、エネルギー
効率的なアクリルの低温度製造方法を開発。 
・ 現在の工業プロセスによる製造方法では、450℃近くの高温度を要し、エチレンやCO2、シアン化水
素といった不要で有害になり得る副生物を排出している。 
・ アクリル酸はプラスチック、接着剤、テキスタイル、絵の具や紙の構成要素で、例えば水酸化ナトリ
ウムとの混合によりおむつ用の高吸収性材料が、メチル基を添加すればプレキシガラスができる。ア
クリル酸の世界市場は巨大で、PetroChemicals Europe によれば 2013 年の消費量は 5 百万 MTNに
も上る。 
・ 新製造方法では、マンガンと酸素から構成される多孔質触媒を利用。同触媒の孔直径は 20～500
Åで、大きな分子がその内部に納まることができる。マンガン原子が近隣の酸素と電子を交換して化
学反応を容易に発生させる。出発原料の種類によって、同触媒は排出物をほとんど生成することな
く、多種類のアクリルやアクリレートの生成を促進する。 
・ また、微量のリチウムを添加することで反応速度が向上することを発見。このようなリチウムの働き
を解明するとともに、同プロセスのスケールアップを目指し、同触媒の改良について研究を進める。 
・ 本研究には、米国エネルギー省(DOE)の Office of Basic Energy Sciences,、Division of Chemical, 
Biological, and Geological Sciences およびエクソンモービル社が資金を提供した。 

URL:  https://today.uconn.edu/2019/02/better-way-make-acrylics/  

（関連情報)  

      

Nature Communications 掲載論文(フルテキスト） 

Lithium promoted mesoporous manganese oxide catalyzed oxidation of allyl ethers 

URL:  https://www.nature.com/articles/s41467-019-08619-x  

  

https://news.liverpool.ac.uk/2019/02/07/scientists-discover-a-better-way-to-make-plastics-out-of-sulfur/
https://news.liverpool.ac.uk/2019/02/07/scientists-discover-a-better-way-to-make-plastics-out-of-sulfur/
https://www.nature.com/articles/s41467-019-08430-8
https://today.uconn.edu/2019/02/better-way-make-acrylics/
https://www.nature.com/articles/s41467-019-08619-x
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75-8 

ｱﾒﾘｶ合衆国・ﾏ
ｻﾁｭｰｾｯﾂ工科
大学(MIT) 

    2019/2/13 

淡水化処理の廃棄物を有用な資源に転換 
(Turning desalination waste into a useful resource) 

・ MIT とドイツ・ブラウンシュバイツ工科大学が、海水の淡水化処理後に排出するブライン(塩水）を有
用な化学物質に転換するプロセスを発表。 
・ ブラインは海洋に廃棄されているが、高コストのポンピングシステムに加え、海洋生態系への負担
を回避する厳重な管理が必要。 
・ 淡水化施設に取り込む海水の前処理に利用できる、水酸化ナトリウム(苛性ソーダ）にブラインを転
換する。この前処理により海水の酸性度をが変わり、逆浸透膜淡水化処理工場の停止や故障の主
要な原因となる海水のフィルタリングによる膜の目詰まり防止に貢献する。 
・ 同プロセスでは、不要な化合物を除去するナノフィルタリング後の電気透析処理といった標準的な
化学プロセスでこれらの化学物質を回収。同プロセスは新しいものではないが、今回、ブラインからの
有用化学物質生産の可能性を分析し、環境への負荷を低減しながら淡水化プロセスの経済的妥当
性が向上する商用運転を実現する製品と化学プロセスの特定の組合せを提案した。 
・ 水酸化ナトリウムは使用量が多く、コストをかけて購入しているため、処理工場で製造できれば大
きな利点となる。その使用量はブラインから回収される総量を大きく下回ることから、製品として販売
できる可能性も期待できる。 
・ 水酸化ナトリウムに加え、ブラインから塩酸を得ることも可能。塩酸は淡水化工場の部品の洗浄に
使用できるが、多様な化学物質生成や水素源としての使用も可能。 
・ 淡水化処理による世界の水生産量は 1 千億Ｌ(約 270 億ガロン）で、これとほぼ同等量の高濃度ブ
ラインを排出する。そのほとんどが海洋に廃棄されるが、塩分の充分な希釈を確実にするための高価
な放出システムが必要。 
・ 現在の技術では環境に安全なブラインを放出できるが、世界中で展開する淡水化処理において、
ブラインから資源を回収して放出量を低減することは経済的・環境的に有益と考える。 
・ 同プロセスを実証するプロトタイプ工場建設に関心寄せる企業との議論を進めているが、主要な課
題は電力と機器のコスト。金属類や他の化学物質等、ブラインから抽出可能な低濃度物質について
調査を継続する。 
・ 本研究は、MIT Energy Initiative を通してスペイン・Ferrovial社傘下のスペイン・Cadagua 社が支援
した。 

URL:  http://news.mit.edu/2019/brine-desalianation-waste-sodium-hydroxide-0213  

（関連情報)  

      

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

Direct electrosynthesis of sodium hydroxide and hydrochloric acid from brine streams 

URL:  https://www.nature.com/articles/s41929-018-0218-y  

  

http://news.mit.edu/2019/brine-desalianation-waste-sodium-hydroxide-0213
https://www.nature.com/articles/s41929-018-0218-y
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【新エネルギー分野（太陽光発電）】  

75-9 

欧州連合（EU） 
CORDIS 

    2019/2/19 

住宅用の新しい太陽電池パネルがエネルギー変換効率で新記録を達成 
(New residential solar panels deliver record-breaking efficiency) 

・ EPFL のスピンオフ企業である Insolight が、エネルギー変換効率 29%の住宅用薄型太陽光発電シ
ステムを開発。 
・ 同太陽光発電システムでは、オプティカルシステム（特許取得済み）が衛星で使用される小型PVセ
ルに太陽光を集光する。このような PV は高効率ではあるが高価であるため、オプティカルレンズを配
置する保護ガラスを開発してコストの低減を図った。 
・ 同オプティカルレンズは、高性能 PVセルの狭小な面積（太陽光パネル表面に占める面積は 0.5%以
下）に太陽光を数百倍集光する。また、日中に太陽光を水平に数 mm毎に追跡する機構を設計した。 
・ 太陽光パネル表面でセルの占める面積が極僅かであるため、同太陽光発電システムは従来の太
陽光パネルの上に設置することも可能。このようなハイブリッド・アプローチは、曇りや集光が少ない
場合に特に有効と考える。同システムの外観や設置方法は、一般的なルーフトップ用パネルと変わら
ない。 
・ 2 年前に研究室での試験にて同システムのエネルギー変換効率 36%を達成して以来、変換効率
29%(スペイン・Institute of Solar Energy at the Technical University of Madrid (IES-UPM)にて認証）で
の量産に向けた標準化を進めている。また、EPFL のパイロットサイトのルーフトップにて同システムを
1 年間試験した結果、熱波、嵐や冬季の気候を通じて継続した作動を確認した。 
・ 晴天の多い地域において、同システムは家庭の光熱費を最大で 30%削減し、従来の太陽光発電ソ
リューションに比して優れた投資利益率を提供。現在、太陽光パネルメーカー数社と技術供与につい
て協議中。同社のシステムは標準的なパネル製造プロセスに数工程を追加するだけで製造できる。
2022 年に上市予定。 

URL:  https://actu.epfl.ch/news/new-residential-solar-panels-deliver-record-breaki/  

（関連情報)  

      

Insolight ウェブサイト 

URL:  https://insolight.ch/  
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