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83-1 

ｱﾒﾘｶ合衆国・
ジョージア工

科大学
(Georgia 
Tech) 

    2019/7/2 

微小なスーパーソニックジェットインジェクターがナノスケール積層造形技術を高速化 
(Tiny Supersonic Jet Injector Accelerates Nanoscale Additive Manufacturing)  

・ Georgia Tech が、高アスペクト比のナノスケール構造をより高速に製造する積層造形技術を開発。
新タイプの積層造形アプリケーションや新しいナノスケール材料開発の可能性が期待できる。 
・ 数 nm の集束電子ビームを使用した従来のナノファブリケーションで作製できるのは 50～100nm の
ナノ構造で、作製には時間がかかっていたが、今回、数 nm のナノ構造の構築と作製時間の短縮を実
現した。 
・ 新技術では、新たに作製した直径数μm のマイクロキャピラリーインジェクターから蒸着チャンバー
へとジェット噴射されるガス状分子が真空のチャンバー中で超音速に加速し、このエネルギーが基板
に吸着する前駆体を励起する。この活発な熱的状態が、ビームの電子による分子の化学結合の切断
を容易にするため、ナノ構造の成長が加速。このような分子移動と反応速度の向上は指数関数的で
あり、微小な変化が飛躍的な結果をもたらす。 
・ 同プロセスの制御とアプリケーション拡大を図るため、ナノスケールの温度測定技術を用いて、ジェ
ット噴射を受ける吸着原子(adatoms)の温度を測定。この情報によりその原理の解明を図る。 
・ 今回実証した同技術のモデル化とその原理の解明により、自己組織(DSA)やエピタキシャル成長等
の他分野への応用が可能と考える。また、現在では困難な 3D ナノ構造の高速作製が可になること
で、磁気メモリ、半導体材料や量子デバイス等の新しいアプリケーションの可能性も期待できる。 
・ ジェット噴射を利用した前駆体の高速積層に加え、高エネルギーの不活性化ガスと前駆体ガスを含
有するハイブリッドジェットも開発。ナノ構造成長の高速化のみならず、成長中の材料組成を正確に制
御する。 
・ 今後は同ハイブリッド手法を利用して、現在のナノファブリケーション技術では達成不可能な位相を
有するナノ構造の構築を試みる。 
・ 本研究は、米エネルギー省(DOE)の基礎エネルギー科学局(BES)が支援した。 

URL:  
https://www.news.gatech.edu/2019/07/02/tiny-supersonic-jet-injector-accelerates-
nanoscale-additive-manufacturing  

（関連情報)  

      

Physical Chemistry Chemial Physics(PCCP)掲載論文(アブストラクトのみ：全文は有料） 

Non-equilibrium adatom thermal state enables rapid additive nanomanufacturing 

URL:  http://dx.doi.org/10.1039/c9cp01478k  
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83-2 

ｱﾒﾘｶ合衆国・
ﾏｻﾁｭｰｾｯﾂ工
科大学(MIT) 

    2019/7/1 

太陽光からより多く熱を取り出す 
(Getting more heat out of sunlight) 

・ MIT が、摂氏 200 度（華氏 392 度）以上の熱を必要とする一般住宅用の暖房設備や産業用の製造
プロセスにも適用可能な太陽熱集熱器使用の新材料を開発。より安価で効率的な太陽熱集熱と新用
途の開拓が期待されている。 
・ 今回開発されたシリカエアロゲルは、太陽光透過率が高く、断熱性もある。 
・ 太陽熱を効率よく集熱するポイントは、内部を熱く保ち、外部を冷やすこと。多くの集中太陽熱コレク
タが使用している、ガラスの層と熱吸収性材料間を真空にする方法があるが、設備の設置や維持に
かかるコストが高い。従って、暖房や食品加工他多くの産業プロセスに必要な、高温レベルの安価で
変動的な太陽熱集熱システムの開発に、関心がよせられてきた。 
・ エアロゲルは、シリカ粒子で構成された泡状の材料で、軽量で効率的な断熱材として長年研究され
てきたが、可視光の透過率は一般的に 70%が限界。研究者たちはこの度、約 4 年を費やして、高い断
熱性を維持しつつ、入射する太陽光の 95%以上を透過できるエアロゲルを開発。触媒とシリカ含有化
合物の粒子を溶液に混合し、ゲルを形成、その後乾燥させて液体を全て蒸発させると、元の混合物の
強度を維持した軽い基質が残る。従来よりも速く乾燥し、粒子間の孔隙がより小さなゲルが形成され
るので、光の散乱がより少ない。 
・ MIT キャンパス内の屋上での試験では、新しいエアロゲル層に覆われた熱吸収暗部材で構成され
たパッシブデバイスは、外気氷点下のもと、220℃の高熱を保つことができた。このような高熱は、鏡を
使用した集光システムでのみしか回収できなかったが、新システムは集光不要、操作もより簡単でコ
ストが安い。高熱を要する家庭用の冷暖房システムから、より規模の大きな化学、食品生産や製造プ
ロセスに至るまで、幅広いアプリケーションへの活用が潜在的に可能。 
・ 研究者たちによると、温度上昇のための材料が大気の断熱作用と同じように働くため、エアロゲル
層は「温室効果」のような基本的機能をもつという。受動的な熱回収システムは液体を含むパイプに
接続し、液体を循環させて適所に熱を伝える場合がほとんどだが、その他にも、ポンプや可動部品等
が不要で、遠距離からの伝熱が可能なヒートパイプに接続することもできるとのこと。 
・ エアロゲルベースの太陽熱集熱システムは、既存のアプリケーションで使用されている真空ベース
の集熱システムと基本的原理が同じであるため、その直接的な代替え品になり得るし、製造コスト減
にもつながる。エアロゲル作製に使用する材料は全て豊富に存在し、安価。プロセスの唯一高額な部
分は乾燥であり、ナノスケール構造を維持しつつ、ゲルから溶媒を抽出するための非常に精密な乾燥
プロセスが可能な特殊装置、臨界点乾燥機が必要。 
・ これは、ロール・ツー・ロール製造方式による連続的なプロセスではなく、バッチプロセスであるた
め、システムを工業生産レベルまでスケールアップすると、生産率が制限されてしまう可能性有り。本
技術をスケールアップさせるポイントは、いかにして乾燥プロセスにかかるコストを抑えるかにあるとの
ことだが、予備的な経済分析によると、特に真空ベースのシステムと比較した場合、現状でも経済的
には十分実施可能であるとのこと。 
・ 本研究は、主に米エネルギー省の ARPA-E Program より資金を得た。 

URL:  http://news.mit.edu/2019/aerogel-passive-heat-sunlight-0702  

（関連情報)  

      

ACS Nano 掲載論文(アブストラクトのみ：全文は有料) 

Harnessing Heat Beyond 200 ℃ from Unconcentrated Sunlight with Nonevacuated Transparent 
Aerogels 

URL:  https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acsnano.9b02976  

  

http://news.mit.edu/2019/aerogel-passive-heat-sunlight-0702
https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acsnano.9b02976
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83-3 

ｱﾒﾘｶ合衆国・
ﾊｰﾊﾞｰﾄﾞ大学 

    2019/7/4 

不可視を可視化するカメラ 
(Camera brings unseen world to light) 

・ ハーバード大学が、シングルショットで偏光を画像化できる超小型のポータブルカメラを開発。 
・ 親指ほどのサイズの同小型カメラは、自動運転車のビジョンシステムや、航空機や衛星による環境
化学物質の調査、カムフラージュした物体の検出に利用できる。 
・ 一般的なカメラが検知できるのは光の明るさと色に限られており、偏光状態の測定には多方向にわ
たる複数の偏光画像が必要。そのため従来の撮像デバイスでは可動部や光を伝送する複数の経路
を使用。これにより光学機器が大型となっていた。 
・ 特殊パターン処理したカメラピクセルを利用する比較的最近の技術では、完全な偏光状態の測定
ができない上、標準外のイメージセンサーが必要。今回開発したカメラでは、波長サイズのスケールで
光と相互作用するナノ構造であるメタ表面を利用。メタ表面をもつシンプルなデバイス 1 個に必要な全
光学機器を集積した。 
・ 新たに発見した偏光と物体の相互作用を利用して設計した同メタ表面は、サブ波長の間隔で配置
したナノピラーのアレイの利用により偏光をベースに光を誘導し、それぞれに異なる偏光状態を示す 4
つの画像を形成。これらの画像がピクセル毎の偏光の完全なスナップショットを提供する。 
・ 新カメラは長さが約 2cm で、複雑さはスマートフォンのカメラと同等。アタッチレンズと保護ケースを
併せても小型のランチボックス程度のサイズ。射出成形したプラスチックの欠陥の検出、屋外で車の
フロントガラスに反射する偏光の撮影や、自己撮影した顔面の 3D 輪郭の可視化等で同カメラの試験
を実施。 
・ 同カメラ技術は、携帯電話や自動車に搭載される既存のイメージングシステムに統合が可能なた
め、偏光イメージングと新しいアプリケーションの幅広い普及が期待できる。 
・ Harvard Office of Technology Development が 同技術の知的財産権を保護。商用化の機会を探
る。 
・ 本研究は、米国科学財団(NSF)、米国 空軍科学研究局（AFOSR)、Harvard Office of Technology 
Development による Physical Sciences & Engineering Accelerator グラント、Google Accelerated 
Science および King Abdullah University of Science and Technology が支援した。 

URL:  https://www.seas.harvard.edu/news/2019/07/camera-brings-unseen-world-to-light  

（関連情報)  

      

Science 掲載論文(アブストラクトのみ：全文は有料） 

Matrix Fourier optics enables a compact full-Stokes polarization camera 

URL:  https://science.sciencemag.org/content/365/6448/eaax1839  

83-4 

英国・インペリ
アル・カレッジ
・ロンドン 

    2019/7/3 

スマートフォンのスクリーン明度を上げてバッテリーを長持ちさせる新技術 
(New technique could brighten screens and make smartphone batteries last longer) 

・ インペリアル・カレッジ・ロンドンが、スマートフォンの有機 EL(OLED)スクリーンをより鮮明で省エネ
ルギー化させることに成功。本技術により、様々なデバイスのスクリーンの鮮明度が上がり、エネルギ
ー効率が倍増する可能性がある。     

・ OLED スクリーンは、アンチグレアフィルターで覆われているため、明るい晴天下でも画像を見ること
ができるが、その物理的構造上、各 OLED ピクセルから生成された光の半分はディスプレイ内に閉じ
込められ、エネルギー効率が半減してしまう。                                                                                      
・ 新技術では、OLED 材料の化学を制御することにより、アンチグレアフィルターをバイパスできる、特
殊なタイプの偏光光を発する OLED の生成が可能。ディスプレイのエネルギー効率があがるので、バ
ッテリーがより長持ちし、二酸化炭素排出量を抑えることが可能。                                                             
・ 本研究は、ディスプレイ用の OLED に焦点をあてたものだが、研究チームでは開発した材料や手法
を活用して、他の多様なアプリケーションに応用させることを検討中。開発された材料で生成された偏
光光は、情報の貯蔵、伝送、暗号化に適用できる可能性があるため、コンピューティングやデータ革
命に役立つ可能性有り。                                                                                        

URL:  https://www.imperial.ac.uk/news/191876/new-technique-could-brighten-screens-make/  

（関連情報)  

      

ACS Nano 掲載論文(アブストラクトのみ：全文は有料) 

Inverting the Handedness of Circularly Polarized Luminescence from Light-Emitting Polymers Using 
Film Thickness 

URL:  https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acsnano.9b02940  

  

https://www.seas.harvard.edu/news/2019/07/camera-brings-unseen-world-to-light
https://science.sciencemag.org/content/365/6448/eaax1839
https://www.imperial.ac.uk/news/191876/new-technique-could-brighten-screens-make/
https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acsnano.9b02940
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83-5 

ﾄﾞｲﾂ連邦共和
国・カールス
ルーエ工科大

学(KIT) 

    2019/7/8 

CO2 でグラフェンを作る 
(Producing Graphene from Carbon Dioxide) 

・ KIT が、温室効果ガスである二酸化炭素からグラフェンを直接合成する技術を開発。グラフェンの新
たな製造方法として注目される可能性有り。 
・ 石炭や石油などの化石燃料の燃焼は、電力や熱、モビリティのためのエネルギーを発生するが、同
時に大気中の二酸化炭素も増加するため、地球温暖化につながる。この因果連鎖を断ち切るべく、代
替エネルギーの研究が進められてきたが、ひとつの可能性として、二酸化炭素を安価な合成用原材
料ととらえ、再利用可能なサイクルに戻す、という案がある。 
・ 自然界の植物の葉の光合成プロセスでは、光、水、二酸化炭素の組み合わせがバイオマスを形
成、自然な物質循環が成り立っており、金属酵素ベースの RuBisCo が空気中の二酸化炭素をとりこ
み、植物の化学反応に有用な物質に変換。研究者たちは、自然界のこの金属酵素ベースの変換から
ヒントを得て、特別に調合した触媒活性を示す金属表面を用いて、摂氏 1,000 度以下の温度で、温室
効果ガスである二酸化炭素と水素ガスをグラフェンに直接変換するプロセスを開発。 
・ グラフェンは、独特な電気的性質をもつ化学元素である炭素の 2 次元構造体であり、次世代の電
子部品に適した材料。その性質は 2004 年に多層に重なったグラファイト薄片の両面にテープを張り
付け引きはがす手法でグラフェンを作製した Andre Geim 氏と Konstanin Novoselov 氏により発見さ
れ、両氏は 2010 年にノーベル物理学賞を受賞。 
・ 金属触媒の表面が銅とパラジウムの正確な比率を示すと、二酸化炭素のグラフェンへの直接変換
は、シンプルなワンステッププロセスで可能とのこと。さらには、多層グラフェンの作製も実証済み。バ
ッテリー、電子部品やフィルター材料などに適用できる可能性有り。 
・ 今後の目標は、得られたグラフェンで、機能的な電子部品用を作製すること。グラフェンや磁性分子
などの炭素材料は、従来の二次元論理に基づかない、超高速でエネルギー効率良く計算できる将来
の量子コンピューターの構成要素となりうる。 

URL:  https://www.kit.edu/kit/english/pi_2019_090_producing-graphene-from-carbon-dioxide.php  

（関連情報)  

      

ChemSusChem 掲載論文(アブストラクトのみ：全文は有料） 

Direct Conversion of CO2 to Multi‐Layer Graphene using Cu–Pd Alloys  

URL:  https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/cssc.201901404  

  

https://www.kit.edu/kit/english/pi_2019_090_producing-graphene-from-carbon-dioxide.php
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/cssc.201901404
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【ロボット・AI 技術分野】  

83-6 

ｱﾒﾘｶ合衆国・
ﾛｰﾚﾝｽﾊﾞｰｸﾚ
ｰ国立研究所

(LBNL) 

    2019/7/3 

機械学習アルゴリズムがトレーニング無しで埋もれた科学知識を発掘 
(With Little Training, Machine-Learning Algorithms Can Uncover Hidden Scientific Knowledge) 

・ LBNL が、材料科学分野に関する事前のトレーニングをしていない機械学習アルゴリズムが、数百
万本の科学文献のテキストマイニングを通じて新しい科学的知見を発掘できることを実証。 
・ これまでに出版された材料科学文献からのアブストラクトを Word2vec アルゴリズムで処理した結
果、材料分野に関する事前の知識の無い状態で、周期表や金属の結晶構造等の概念を学習し、単
語同士の相互の関連性を分析して新しい熱電材料を予測し、熱電材料候補として未知の材料を提案
した。 
・ 同アルゴリズムは、材料研究活動において研究されるべきものとされていないものの間のギャップ
を橋渡しするもの。研究分野毎に 100 年分の研究文献が存在する上、毎週のように大量の研究文献
が発行されているが、研究者がアクセスできるのはそのうちの僅か。人間によるガイダンス無しの機
械学習を利用した、膨大に存在する科学的全知見の活用方法を探った。 
・ 1992 年から 2018 年の間に発行された 1,000 本超の科学誌掲載の文献のアブストラクト 330 万件中
の約 50 万個の単語を Word2vec が拾い上げ、各単語を 200 次元のベクトル(200 個の数字の列）に変
換して各単語同士の関連性を調査する。例えば、一般的なテキストソースを使用したアルゴリズムに
よる「king－queen」のベクトル演算により「man－woman」という類似の結果が得られるように、単語間
の関連性を自ら理解する。 
・ これと同様に、アルゴリズムが材料科学のテキストを使用した場合、アブストラクト中の単語の位置
および他の単語との同時発生に基づいて、科学用語の意味や金属結晶構造等の概念を学習した。例
えば、「king－queen＋man」の計算を解くように、「強磁性－NiFe＋IrMn」の答えである「反強磁性」を
得ることができた。 
・ Word2vec アルゴリズムはまた、周期表上の各元素間の関連性も学習。各化学元素のベクトルを 2
次元上に可視化した。 
・ 同アルゴリズムが示した熱電材料の最有力候補 10種類で、同アルゴリズムの予測を確証する計算
を実施した結果、10 種類が全て既存の平均的な熱電材料よりもやや高い出力因子を有することを確
認。上位 3 種類では、既存熱電材料の 95 パーセンタイルを上回る出力因子を示した。 
・ また、2000 年までのアブストラクトのみを使用して、同アルゴリズムの「過去における」実験実施可
能性を試験したところ、それ以降の研究で発見された材料が多数（ランダムに材料を選択した場合よ
りも 4 倍多く）上位予測に挙がった。例えば、2008 年までのデータを使用した場合の上位 5 件のうち 3
件がそれ以降の研究で発見されており、後の 2 件は希少・毒性元素を含んでいた。 
・ 同アルゴリズムは、有望な熱電材料の予測だけでなく、熱電材料で現在注目されている結晶構造
であるハーフホイスラー構造等の予測の論拠も提供。同アルゴリズムが予測した上位 50 種類の熱電
材料に加え、例えばトポロジカル絶縁材料サーチに独自のアプリケーションの開発を希望するユーザ
ーが利用できる、分散表現(単語埋めこみ）についても公表する予定。今後は、アブストラクトのサーチ
の利便性を向上させる、よりスマートでパワフルなサーチエンジンを開発する。 
・ 本研究には、Toyota Research Institute が資金を提供した。 

URL:  
https://newscenter.lbl.gov/2019/07/03/machine-learning-algorithms-can-uncover-hidden-
scientific-knowledge/  

（関連情報)  

      

Nature 掲載論文(アブストラクトのみ：全文は有料） 

Unsupervised word embeddings capture latent knowledge from materials science literature 

URL:  https://www.nature.com/articles/s41586-019-1335-8  

  

https://newscenter.lbl.gov/2019/07/03/machine-learning-algorithms-can-uncover-hidden-scientific-knowledge/
https://newscenter.lbl.gov/2019/07/03/machine-learning-algorithms-can-uncover-hidden-scientific-knowledge/
https://www.nature.com/articles/s41586-019-1335-8
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83-7 

英国・ケンブリ
ッジ大学 

    2019/7/8 

ロボットが機械学習を使ってレタスを収穫 
(Robot uses machine learning to harvest lettuce)  

・ ケンブリッジ大学が、地元の野菜栽培農家と共同で、機械学習を使って農作物を識別し、収穫する
野菜収穫ロボット用のプラットフォーム、「ベジボット(Vegebot)」を開発。収穫の速度や効率は人間より
劣るが、アイスバーグレタスなど機械での収穫が難しい農作物にも使用でき、農業用ロボットの活用
範囲拡充が見込まれる。 
・ じゃがいもや麦などの作物は、数十年前から機械で収穫されてきたが、多くの農作物は、収穫の自
動化が難しいとされてきた。英国で最も一般的に栽培されているアイスバーグレタスはその典型であ
り、とても傷つきやすく、地面に対して平坦に生育するため、ロボットによる収穫は難しい。現在手作業
で行われているレタスの収穫が自動化できれば他の作物にも応用でき、農作業の効率化が見込め
る。 
・ Vegebot は、まず、収穫する対象全体を視野にとらえて認識し、生育状態を見極めて収穫に適して
いるか否かを個別に識別した後、レタス本体を傷つけることなく根元から切りとり、市場出荷へ備え
る。 
・ Vegebot は主に、コンピューター画像システムと切断システムで構成されている。まず、搭載された
一台目のカメラがレタス畑全体を画像でとらえ、すべてのレタスを個別に識別して収穫に適したレタス
を見分ける。まだ十分生育していないレタスや、病気にかかったレタスは、収穫の対象から外される。 
・ 研究者たちは、開発した機械学習のアルゴリズムを用いて、様々な状態のレタスのサンプル画像を
Vegebot に訓練した。実験室で健康なレタスを見分けられるようになると、畑での実践に移り、様々な
気象状況下、何千個もの本物のレタスを識別できるようになった。 
・ 二台目のカメラは、カッティングブレード付近に搭載され、レタスの滑らかな切断をサポートする。ま
た、ロボットアームのグリップの圧力を調節して、収穫したレタスを落とさないけれども潰さない程度の
力を保持させた。グリップの圧力調整は、他の農作物にも適用できる。 
・ 今後は、農業の労働力不足の軽減や、食品廃棄物の削減等の課題への貢献を目指す。畑の収穫
は通常一回のみで、その時点で成熟していない農作物は廃棄されているが、農作物収穫ロボットは、
成熟した作物のみを収穫するよう訓練できるので、同じ畑で複数回の収穫が可能となり、前回収穫で
きなかった作物を後日収穫できる。また、研究者たちは、レタスに関するデータを大量に収集し、どの
畑が最も効率的にレタスを栽培しているか、など効率性の向上にも役立たせようと試みている。人間
同様のスピードで収穫できるレベルまで性能を高める必要があるが、アグリテクノリジー分野でのロボ
ット活用の可能性が期待されている。 

URL:  https://www.cam.ac.uk/research/news/robot-uses-machine-learning-to-harvest-lettuce  

（関連情報)  

      

Journal of Field Robotics 掲載論文(フルテキスト） 

A field‐tested robotic harvesting system for iceberg lettuce 

URL:  https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/rob.21888  

  

https://www.cam.ac.uk/research/news/robot-uses-machine-learning-to-harvest-lettuce
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/rob.21888
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83-8 

ｱﾒﾘｶ合衆国・
ウィスコンシン
大学マディソ

ン校 

    2019/7/8 

シンプルで「スマート」なガラスが未来の人工ヴィジョンを示す 
(Simple ‘smart’ glass reveals the future of artificial vision） 

・ ウィスコンシン大学マディソン校が、センサー、回路や電源を使わずに画像を認識できる「スマート」
なガラス片の作製技術を開発。 
・ 同技術では、オプティクスを活用してカメラ、センサーや深層ニューラルネットワークを一枚の薄いガ
ラス片に集約。不活性なオブジェクトに AI を埋め込む技術は SF のようなコンセプトだが、その進展に
より低電力エレクトロニクスの新分野を創生する可能性が期待できる。現在、AI では膨大な計算量と
電池寿命を消費するが、一枚のガラス片で電力を不要とする顔認証が可能になるかもしれない。 
・ 同技術では、効果的に配置した気泡と不純物が埋め込まれた透明な四角いガラス片が特定の方
向に光を曲げることで、AI のように画像を識別する。 
・ 同技術の概念実証では、ガラス片の一方の端から数字の画像が発する光が入り込み、もう一方の
端に並ぶ各数字に対応した 9 個のスポットに集光すると、ガラス片は手書きの数字の 3 が 8 に変化し
たことをリアルタイムに検知した。 
・ ガラス片のこのような働きは機械学習のトレーニングプロセスに類似するが、本研究ではデジタル
コードの代わりにアナログ材料を「トレーニング」。様々なサイズと形状の気泡と共に、ガラス内の特定
箇所にグラフェンのような光を吸収する材料片を配置した。光伝播による波動力が、アナログの人工
ニューラルコンピューティングの新手法を提供する。 
・ このような手法の利点は、コンピューティングがパッシブで材料固有であるため、画像認識するガラ
ス片が繰り返し利用可能なこと。特定の個人のみを認識する生体認証錠として、電源やインターネット
を使用することなく物体を長期間安全に保持することが可能となる。さらに、ガラス片は光波をひずま
せることで画像を認識するため、光の速さで作動する。 
・ 事前のトレーニングプロセスにかかる時間や複雑性が課題ではあるが、ガラス片自体は安価で容
易に製造できる。今後は、顔認証のようなより複雑なタスクへの同技術の応用の可能性を探る。 
・ 本研究には、米国防高等研究計画局(DARPA)の Young Faculty Award のグラントが資金を提供し
た。 

URL:  https://news.wisc.edu/simple-smart-glass-reveals-the-future-of-artificial-vision/  

（関連情報)  

      

Photonics Research 掲載論文(フルテキスト） 

Nanophotonic media for artificial neural inference 

URL:  https://www.osapublishing.org/prj/fulltext.cfm?uri=prj-7-8-823&id=415059  

  

https://news.wisc.edu/simple-smart-glass-reveals-the-future-of-artificial-vision/
https://www.osapublishing.org/prj/fulltext.cfm?uri=prj-7-8-823&id=415059
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【環境・省資源分野】  

83-9 

ｱﾒﾘｶ合衆国・
国立再生可
能ｴﾈﾙｷﾞｰ研
究所(NREL) 

    2019/7/8 

NREL がハイオクタンガソリン生成のより安価な経路を発見 
(NREL Determines Cheaper Path to High-Octane Gasoline) 

・ NREL が、ハイオクガソリンをメタノールから生成するより安価な技術を開発。基礎科学と経済分析
を駆使し、リグノセルロース系バイオマスから生成するバイオ燃料の生産コスト削減を目指した本研究
は、メタノールを中間体としたバイオリファイナリーの開拓に、新たな可能性を見出す。 
・ 新技術では、まず変換に一番コストがかかる箇所を特定した後、メタノールを中間体としたバイオ燃
料生成コスト削減の方法を検討した。従来の技術では、メタノールからバイオ燃料への変換コストは 1
ガロンにつき約１米ドルであったが、新技術では、60 セントから 70 セント、最高で 38 セントで生成可
能。 
・ 従来のバイオ燃料生成の技法は、多段階プロセスと高温な温度を必要とするため、石油ベースの
燃料と比較すると、コスト高で低グレード、かつ少量しか生成できない。研究に際してはまず、燃料に
不可欠な炭化水素の構成要素である水素が不足していた。そこで、遷移金属の添加が有効ではない
かと仮定、触媒に銅を添加することにより、38%の収率と 29%のコスト削減が得られた。 
・ さらに新技術の製造過程は、炭素効率性がより高いガソリンを生成することにつながり、コスト削減
率が最小であったとしても、製品の価値は高まる。 
・ 本技術は、例えば使用する炭素燃料がバイオガスや産業廃棄物から生成されたものである場合、
エタノール生産者と米再生可能燃料クレジットを競合したり、天然ガスや固体廃棄物を使用して合成
ガスを生成する既存のメタノール製造工場とも互換性があるなど、企業にとっては生産コスト面以外に
もメリットが見込まれる。 
・ 本研究は、米国エネルギー省内の Bioenergy Technologies Office および Chemical Catalysis for 
Bioenergy Consortium より資金を得た。 

URL:  
https://www.nrel.gov/news/program/2019/nrel-determines-cheaper-path-to-high-octane-
gasoline.html  

（関連情報)  

      

Nature Catalysis 掲載論文(フルテキスト） 

Methanol to high-octane gasoline within a market-responsive biorefinery concept enabled by 
catalysis 

URL:  https://www.nature.com/articles/s41929-019-0319-2  

  

https://www.nrel.gov/news/program/2019/nrel-determines-cheaper-path-to-high-octane-gasoline.html
https://www.nrel.gov/news/program/2019/nrel-determines-cheaper-path-to-high-octane-gasoline.html
https://www.nature.com/articles/s41929-019-0319-2


9 

 

【新エネルギー分野（燃料電池・水素）】   

83-10 

ﾄﾞｲﾂ連邦共和
国・ミュンヘン
工科大学 

(TUM) 

    2019/7/3 

燃料電池の触媒活性が倍増 
(Activity of fuel cell catalysts doubled) 

・ TUM の学際的研究チームが、金属有機構造体(MOF)をテンプレートとする技法を用いて、燃料電池
触媒用の新しい白金ナノ粒子を開発。最適化された触媒の最大活性値は、コンピューター計算上の
予測数値に極めて近く、現在市販されている最良の触媒の二倍。白金使用量削減による燃料電池の
低コスト化への寄与が期待される。 
・ 燃料電池は、風力発電所などの余剰電力から生産する水素を消費し、電気自動車のエネルギー源
として十分活用できるが、触媒に使用されている白金が非常に高価であるため、適用が限定的。 
・ 本研究では、白金の利用効率を高めるため、白金粒子の粒径を最適化し、現在市販されている最
良な触媒の二倍の活性を実現した。 
・ 燃料電池は、水素が酸素と反応して水を生成する過程で発電するが、この変換を最適化するため
には、両電極に高度な触媒が必要で、白金は酸素還元反応の促進に重要な役割を担っている。 
・ 研究チームはまず、システム全体のコンピューターモデルを作製。高活性の触媒効果を維持したま
ま、白金原子のクラスターの大きさをどれ程まで微小にできるか検証したところ、1nm の白金粒径あた
り約 40 原子数の状態が最適であることが判明。このサイズの白金触媒は、質量は微小であるが、高
い質量比活性を獲得。 
・ 本研究の成功には、同大学の触媒研究センター(CRC)で学際的な研究チームを組み、取り組んだ
ことが大きく貢献。モデリングの理論的な可能性、共同ディスカッション、実験から得られる物理的、化
学的な知見などを組み合わせて、理想的な触媒設計の最適な形状、サイズやサイズ分布を提示。
CRC では、計算された白金ナノ触媒の作製や、実験的な試験を可能とする専門的技術も保有。 
・ 今回、理論的予測は正確に実証されたが、商用化には白金の削減量を現在の 50％から、さらに 80
％まで引き上げなければならない。 
・ 今後は、構築したコンピューターモデルを有効に活用し、球状のナノ粒子の他にもより複雑な形状
の高活性触媒を作製する計画。複雑な形状には複雑な合成法が必要なため、コンピューターによる
計算や実験などの研究が一段と重要になる見込み。 

URL:  https://www.tum.de/nc/en/about-tum/news/press-releases/details/35554/  

（関連情報)  

      

Angewandte Chemie International Edition 掲載論文(アブストラクトのみ：全文は有料） 

Optimizing the Size of Platinum Nanoparticles for Enhanced Mass Activity in the Electrochemical 
Oxygen Reduction Reaction 

URL:  https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/anie.201904492  
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