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87-1 

ﾄﾞｲﾂ連邦共和
国・ﾏｯｸｽﾌﾟﾗﾝ
ｸ協会(MPG） 

    2019/8/16 

ナイロンは透明電子デバイスの構成要素となるか？ 
(Nylon as a building block for transparent electronic devices?） 

・ マックスプランク高分子研究所(MPI-P)が独・ヨハネス・グーテンベルク大学マインツとポーランド・ウ
ッチェ工科大学と共同で、高性能のナイロン薄膜を開発。 
・ 女性用ストッキングとして 1940 年代に登場したナイロンは、ポリマーの長鎖から成る合成繊維。現
在テキスタイルで幅広く利用されているナイロンの他に、強誘電性を備えるものが発見されている。強
誘電性材料は、センサー、アクチュエーター、メモリやエネルギーハーベスティングデバイス等で利用
できる。 
・ 溶媒で液化するポリマーでは、キャパシタ、トランジスタやダイオード等の電子デバイスに適したフレ
キシブルな薄膜フィルムが低コストで製造できるため、強誘電性ポリマーは e-テキスタイル作製にお
いて有効な選択肢となる。しかし、溶液プロセスでは高品質の強誘電ナイロン薄膜が製造できず、電
子デバイスでのナイロンの利用は実現できなかった。 
・ 今回、40 年来のこのような課題を解決。トリフルオロ酢酸とアセトンの混合液にナイロンを溶解し、
真空中で固体化することで、僅か数百 nm のナイロン薄膜の作製に成功。滑らかな薄膜であるため、
キャパシタでは絶縁破壊を回避して電子回路の故障を防ぐ。また、透過性であるため、透明電子デバ
イスでの利用も可能。 
・ 同薄膜ナイロン薄膜による高性能ナイロンキャパシタのプロトタイプを長時間のストレスサイクルで
試験した結果、百万サイクル後も堅牢性を維持。同ナイロン薄膜は、フレキシブルエレクトロニクスの
重要な構成要素として、折り曲げ可能な電子デバイスや衣類のエレクトロニクス等での利用に加え、
身体の動きで発電するマルチ機能のファブリック開発の可能性を拓く。 

URL:  http://www.mpip-mainz.mpg.de/presse/pm-en-2019-11  

（関連情報)  

      

Science Advances 掲載論文(フルテキスト） 

Solution-processed transparent ferroelectric nylon thin films 

URL:  https://advances.sciencemag.org/content/5/8/eaav3489  

  

海外技術情報(2019 年 10月 11日号) 
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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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87-2 

ｱﾒﾘｶ合衆国・
ミズーリ工科

大学 

    2019/8/19 

2D 材料単層による世界最薄のオプティカルホログラムを開発 
(Researchers realize world’s thinnest optical hologram with 2-D material monolayer) 

・  ミズーリ工科大学は、1nm より薄い単一原子の 2D 単層材料を用いて、ホログラフィック画像を再
現する新たなコンセプトを実証。スマートウォッチのホログラフィックディスプレイ、紙幣やクレジットカー
ドのセキュリティマーキング、ビッグデータストレージ等の将来のアプリケーションに有望。 
・ 本研究では、原子的に薄く高変換効率な、非線形遷移金属ダイカルコゲナイド（TMD）ホログラムを
開発。デバイスは、0.7nm 厚の単層二硫化タングステンで、様々なホログラフィック画像を試作して再
現。二硫化タングステン単分子層は、タングステン原子を 1 層のみ保有し、2 層の硫黄原子に挟まれ
ている。 
・ 「集束イオンビーム・ミリング」として知られる微細加工プロセスで穴を開けた、ホログラムパターンの
設計部分である光の波面の制御には、ナノパターン化した単層二硫化タングステンの単一原子のみ
を使用。 
・ 研究者たちは、ナノパターン化した単層二硫化タングステンに極短波長レーザー励起を誘起して実
験。光渦ビームや、エアリービームの作製や、二次調和振動数で複雑なホログラフィック画像の再生
のための、原子厚で高変換効率な非線形光学ホログラムを実証。 
・ 研究者たちは、中国語の漢字の「光」の文字のホログラフィック画像を、青や緑の色で再現。また、
単純なエッチングや単層二硫化タングステン領域を保持して、0/1 の二進法の振幅変調を制御。 
・ 本技術のホログラムは、従来の金属ナノ構造で作製されたプラズモン・メタサーフェスホログラムよ
りも著しく高い非線型変換効率を保有する。また、1nm 以下の極薄な原子厚で、これは従来のプラズ
モン・メタサーフェスの十分の一以上、誘電体メタサーフェスの何百分の一の薄さである。 

URL:  
https://news.mst.edu/2019/08/researchers-realize-worlds-thinnest-optical-hologram-with-
2-d-material-monolayer/  

（関連情報)  

      

Nano Letters 掲載論文(アブストラクトのみ：全文は有料） 

Atomically Thin Nonlinear Transition Metal Dichalcogenide Holograms 

URL:  https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.nanolett.9b02740  

  

https://news.mst.edu/2019/08/researchers-realize-worlds-thinnest-optical-hologram-with-2-d-material-monolayer/
https://news.mst.edu/2019/08/researchers-realize-worlds-thinnest-optical-hologram-with-2-d-material-monolayer/
https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.nanolett.9b02740
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87-3 

ｱﾒﾘｶ合衆国・
ﾏｻﾁｭｰｾｯﾂ工
科大学(MIT) 

    2019/8/20 

深海探査のためのバッテリーフリーセンサー 
(A battery-free sensor for underwater exploration) 

・ MIT が、ニアゼロ電力でセンサーデータを送信する、バッテリーフリーの水中通信システム(Piezo-
Acoustic Backscatter System)を開発。 
・ 同通信システムでは、圧電効果および RFID タグのバックスキャッタ通信を活用。水中でトランスミッ
タが送信した音波を圧電センサーが受信してセンサー材料が振動し、この振動で発生した電荷を圧電
センサーが貯蔵する。 
・ 圧電センサーは、この貯蔵したエネルギーを使用してレシーバに音波を再放射する。この再放射の
有・無が送信データのビットに対応し、レシーバは再放射した音波を 1、再放射しない音波を 0 としてデ
コードする。このような 1 と 0 の送信により、あらゆる情報が送信できる。 
・ 同通信システムによる水温と水圧測定を MIT の水泳プールで実証した結果、10m 離れたセンサー
とレシーバ間で同時にセンサー2 個で 3KB/s の正確なデータを送信できた。 
・ 先般、土星最大の衛星タイタンで発見された表面下の海洋でのデータ収集等、同通信システムは
地球外でのアプリケーションにも対応可能。バッテリー無しで通信できるセンサーは、過酷な環境下に
おけるセンシングの可能性を拓くと考える。米航空宇宙局(NASA)は、2026 年にタイタン探査機を打ち
上げる「ドラゴンフライ計画」を発表している。 
・ 地球の表面の 72%を占める海洋や海洋生物に関する知識の取得には IoT デバイスが有効である
が、水中での Wi-Fi や Bluetooth 信号の利用は不可能であり、バッテリーの使用では海洋汚染が懸念
される。そこで、マイクロフォン等のデバイスで 150 年ほど利用されてきた圧電材料に着目した。 
・ 圧電材料は振動に反応して電圧を発生させるが、同効果は可逆的であり、電圧をかけることで材料
が歪む。同効果は、水の中を移動する圧力波（沈没船等の検出に利用）を発生させる。このような可
逆性がパワフルな水中バックスキャッタ通信技術開発の鍵。 
・ 同通信システムでは、サブマージしたノード、圧電共振器を格納するサーキットボード、エネルギー
ハーベスティングユニットとマイクロコントローラーが中核を構成し、マイクロコントローラーのプログラ
ミングであらゆるタイプのセンサーをノードに統合できる。少し離れた場所には、アコースティックプロジ
ェクター（トランスミッタ）と水中で音を聴くデバイスのハイドロフォン(レシーバ）が配置される。 
・ トランスミッタとレシーバには給電が必要だが、バッテリーが容易に交換できる船舶やブイ等への配
置や陸上のコンセントへの接続が可能。一対のトランスミッタとレシーバで多数のセンサーから特定・
複数の場所の情報が収集できる。 
・ 同通信システムを生物海洋学や気象学の研究に役立てるためには、特に海水での実験が必要。
今後の目標は、通信距離の延長とより多数のセンサーの同時通信についての実証。さらに、音や低
解像度画像の送信可能性について試験を実施する。 
・ 本研究は、米海軍研究局(ONR)が一部資金を提供した。 

URL:  http://news.mit.edu/2019/battery-free-sensor-underwater-exploration-0820  

（関連情報)  

      

Proceedings of the ACM Special Interest Group on Data Communication - SIGCOMM '19 (2019)(フ
ルテキスト(pdf)) 

Underwater backscatter networking 

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

  

http://news.mit.edu/2019/battery-free-sensor-underwater-exploration-0820
http://www.mit.edu/~fadel/papers/PAB-paper.pdf
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87-4 

ｱﾒﾘｶ合衆国・
タフツ大学 

    2019/8/21 

亜麻糸だけで作るトランジスタと電子デバイス 
(Engineers make transistors and electronic devices entirely from thread)  

・ タフツ大学は、亜麻糸だけでトランジスタを作製することに成功し、ファブリックに織り込んだり、皮膚
の上に装着したり、また理論上では医療診断のモニタリング用に埋め込んだりすることが可能となっ
た。 
・ トランジスタは、論理ゲートや小規模集積回路と相互接続。この完全にフレキシブルな電子デバイ
スは、様々なアプリケーションの異なる形に適合し、機能を損なわない。 
・ 糸トランジスタ（TBT）では、シンプルな全て糸ベースの論理回路や集積回路が作製可能。回路は、
既存のフレキシブルデバイスの固い構成部分に置き換えることができ、糸ベースのセンサーと組み合
わせると、完全にフレキシブルな多重化デバイスができる。 
・ フレキシブルエレクトロニクスの開発は急速に広がっているが、そのほとんどは、金属のパターニン
グや、半導体を折り曲げ可能な「波型」の構造にしたり、導電性ポリマーのような本質的にフレキシブ
ルな材料を使用するなどして柔軟さを保っており、皮膚や心臓、脳組織など、デバイスを埋め込む生
理的組織と共に収縮可能なアプリケーションを作製。 
・ 新技術の糸ベースの電子デバイスは、既存のポリマーベースなどのものと比べても大きなフレキシ
ビリティ、材料の多様性や、製造過程のクリーンルーム不要等の利点を誇る。また、観測したいバイオ
ロジカルな組織をシームレスに統合、極薄でソフト、フレキシブルな医療診断用デバイス作製も可能。 
・ タフツ大学ではすでに、温度、グルコース、菌株、光学用の糸センサーや、周囲組織のサンプル採
取や薬品投与が可能なマイクロ流体の糸を開発済み。新技術で開発された糸トランジスタは、作製し
た論理回路で、構成要素の挙動と応答を制御できる。 
・ 研究者たちは、マルチプレクサ（MUX）と呼ばれる小型でシンプルな集積回路を作製し、心臓血管や
肝臓、腎臓機能の重要なバイオマーカーであるナトリウムやアンモニアイオンが検出可能な、糸ベー
スのセンサーアレイに接続。そして、デバイスがナトリウムやアンモニア濃度の変化をどのように観測
するかを、実験室レベルで検証。 
・ 理論上では、TBT で作製した集積回路のスケールアップは可能で、大きなセンサーアレイで様々な
バイオマーカーを、ひとつのデバイスを使用して、複数の異なる箇所で追跡できた。 
・ 新技術の TBT は、まず亜麻糸をカーボンナノチューブでコーティングして、電子が通る半導体表面
を作る。糸には、ソース電極とドレイン電極となる２つの薄い金のワイヤを取り付ける。三本目のワイ
ヤはゲートで、糸を覆う材料に取り付けて、トランジスタの基本原理を構成、ワイヤゲートを通じた電圧
の小さな変化により、ソース電極とドレイン電極間の糸を通じて多くの電流が流れる。 
・ 本研究の最大のイノベーションは、糸を覆う材料にゲル電解質を使用して、ワイヤゲートに接続した
こと。ゲルは、ネットワーク構造に自己組織化するシリカナノ粒子で構成。ゲル電解質（イオノゲル）
は、ディップコーティングや迅速な乾燥で、糸上に簡単に積層する。従来型トランジスタのゲート材料
に使用されている固体酸化物やポリマーとは対照的に、イオノゲルは伸縮や屈曲に強い。 
・ 本研究は、完全にフレキシブルな電子デバイスを作製する重要な一歩であり、今後はさらにアプリ
ケーションのデザイン性や機能性を高めることに、目を向ける。今後は、ますます需要が高まる皮膚に
密着したバイオマーカーのリアルタイムな測定用アプリケーション開発に着目し、患者が身に着けてい
ることを忘れてしまうような、柔らかくて柔軟な診断モニタリングデバイスの開発をめざす。 
・ 本研究は、米国立科学財団（NSF）の NSF IGERT 助成金番号 DGE-1144591 より支援を受けた。 

URL:  
https://now.tufts.edu/news-releases/engineers-make-transistors-and-electronic-devices-
entirely-thread  

（関連情報)  

      

ACS Applied Materials and Interfaces 掲載論文(アブストラクトのみ：全文は有料） 

Highly Flexible Transistor Threads for All-Thread Based Integrated Circuits and Multiplexed 
Diagnostics 

URL:  https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acsami.9b09522  

  

https://now.tufts.edu/news-releases/engineers-make-transistors-and-electronic-devices-entirely-thread
https://now.tufts.edu/news-releases/engineers-make-transistors-and-electronic-devices-entirely-thread
https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acsami.9b09522
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87-5 

英国・ケンブリ
ッジ大学 

    2019/8/21 

ナノマシン駆動で色を変える人工の「カメレオンスキン」 
(Colour-changing artificial ‘chameleon skin’ powered by nanomachines)  

・ ケンブリッジ大学が、光や熱に反応して色を変化させる、人工クロマトフォア(色素胞）を開発。 
・ カメレオンやイカは、色素を移動させる収縮性繊維を備えた皮膚細胞である、色素胞の仕組みで身
体表面の色を変える。色素の拡散で何らかの色を、その凝集で無色を呈する。 
・ 生物のこのような色素胞の原理を活用した同人工色素胞は、ポリマーシェルでコーティングした金
ナノ粒子を油脂中の微小水滴に充填したもの。光によるナノメカニズムの働きで生物の収縮性繊維の
機能を代替し、微小水滴が細胞の役割を担う、ナノスケールの技術を活用したバイオミミクリ
(biomimicry)。 
・ 同人工色素胞材料を 32℃以上で熱すると、ポリマーコーティングが全水分を放出して崩壊する一方
で、金ナノ粒子が大量の弾性エネルギーを蓄える。これによりナノ粒子が凝集して高密度のクラスタ
(塊り）を作る。材料が冷えると、ポリマーが水を取り込んで膨張し、金ナノ粒子が急速に分離する。 
・ ナノ粒子を微小水滴に充填することで、ナノ粒子のクラスタの形状とサイズの制御が可能に。ナノ粒
子が拡散した場合は赤色、凝集した場合は深青色、のようにクラスタ化したナノ粒子の形態で呈色が
変わる。微小水滴もナノ粒子のクラスタを凝縮するため、クラスタ同士が互いの影となってクラスタ化し
た状態をほぼ透明にする。 
・ 同材料は現時点では単層であるため、単色の変化のみが可能。別の層で異なる材料と形状のナノ
粒子を使用すれば、カメレオンの皮膚のような完全にダイナミックな材料の作製が可能。 
・ さらに、同人工色素胞では、藻類のボルボックスのように単純な動きが可能なことも確認。微小水
滴のエッジに光を照射するとその表面が剥離して光に向かって前進し、より強い光の照射では高圧気
泡が形成され、その表面に沿って微小水滴が移動する。 
・ 現在、ロール・ツー・ロールフィルムによるメートルサイズの色変化シートの作製について研究中。
パターン照射を使用した光トリガーによる微小水滴の「群れ」の作製も目指す。 
・ 本研究には、欧州研究会議（ERC）および英国工学･物理科学研究評議会(EPSRC)が資金を提供し
た。 

URL:  
https://www.cam.ac.uk/research/news/colour-changing-artificial-chameleon-skin-powered-
by-nanomachines  

（関連情報)  

      

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

Motile Artificial Chromatophores: Light‐Triggered Nanoparticles for Microdroplet Locomotion and 
Color Change 

URL:  https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/adom.201900951  

  

https://www.cam.ac.uk/research/news/colour-changing-artificial-chameleon-skin-powered-by-nanomachines
https://www.cam.ac.uk/research/news/colour-changing-artificial-chameleon-skin-powered-by-nanomachines
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/adom.201900951
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87-6 

ｱﾒﾘｶ合衆国・
カリフォルニ
ア大学サンデ

ィエゴ校
(UCSD) 

    2019/8/22 

炉を使わずにレーザーでセラミクスを溶接 
（Lasers Enable Engineers to Weld Ceramics, No Furnace Required） 

・ UCSD は、極短パルスレーザーを使用して界面に沿ってセラミック材料を溶解させ、それを融合す
る、新しいセラミック加工技術を開発。周囲環境の条件下で実行でき、50w 未満のレーザーパワーの
消費でよく、炉を使用して部品を加熱する従来のセラミック溶接法よりも実用的。 
・ セラミクスは、溶解に超高温を要し、温度勾配が極端に高い状況にさらされるので、割れを引き起こ
し、溶接が困難な材料。生体適合性を有し、非常に硬くて粉砕に対する抵抗が強いため、バイオ医療
でのインプラント材料や、電子デバイスの保護用ケースなどへの活用の関心が高い。 
・ しかし、従来の溶接手法でセラミクスに電子部品を組み込むには、アセンブリ全体を高温の炉にい
れなければならず、それでは電子部品が焼けてしまう。 
・ 研究チームでは、その解決策として、短いパルスレーザーを２つのセラミック部品間の表面に照射し
て、界面のみに熱を集め、局所的な溶解を引き起こす、極短パルスレーザー溶接を試みた。 
・ まず、レーザーパラメーター（露光時間、レーザーパルス数、パルスの持続時間）と、セラミック材料
の光透過性、というふたつの側面の最適化に取り組んだ。適切な組み合わせでレーザーエネルギー
はセラミクスと強く結合し、室温下で 50w 未満のレーザーパワーで溶接できた。 
・ 極短パルスレーザーの最適加工条件は、高繰り返しレート 1MHz で 2 ピコ秒であり、適切な総パル
ス数と連動。これにより、溶融直径は最大化し、切削抵抗が最小化され、タイムリーな冷却ができ、最
適な溶解が可能になった。 
・ 必要とする箇所のみにエネルギーを的確に集中させることにより、セラミック全体の温度勾配の設
定を避け、温度に敏感なセラミック材料を損傷なく包み込むことができる。 
・ このコンセプトを実証するため、研究者たちは透明の円筒型キャップをセラミック管内部に溶接。そ
の結果、シリンダー内部を真空に保っても、十分な強度があることが判明。この真空テストの手法は、
電子機器や光学電子デバイスの密封度を検証するために産業界で使用されている手法と同様のも
の。 
・ 本技術は現在、2cm 以下の小型のセラミック部品を溶接することにのみ使用されているが、今後は
スケールアップを図り、異なる種類の材料や形状についても最適化する予定。 
・ 本研究は、米国防高等研究計画局（DARPA）契約番号 HR0011-16-2-0018 、米国立科学財団
（NSF－PIRE）助成金番号 1545852、及びUC Riverside Office of Research and Economic Development 
より資金提供を受けた。 

URL:  
https://ucsdnews.ucsd.edu/pressrelease/lasers-enable-engineers-to-weld-ceramics-no-
furnace-required  

（関連情報)  

      

Science 掲載論文(アブストラクトのみ：全文は有料） 

Ultrafast laser welding of ceramics 

URL:  https://science.sciencemag.org/content/365/6455/803  

  

https://ucsdnews.ucsd.edu/pressrelease/lasers-enable-engineers-to-weld-ceramics-no-furnace-required
https://ucsdnews.ucsd.edu/pressrelease/lasers-enable-engineers-to-weld-ceramics-no-furnace-required
https://science.sciencemag.org/content/365/6455/803
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【電子・情報通信分野】  

87-7 

オーストラリア
連邦・シドニー

大学 

    2019/8/20 

ブリルアン散乱：集積回路のサードウェーブ 
(Brillouin scattering: a third wave emerges in integrated circuits) 

・ シドニー大学が、光(フォトン）と音(フォノン）の強力な相互作用であるブリルアン散乱 (Brillouin 
scattering)を集積回路で利用する技術の可能性について報告。オプティクスとエレクトロニクスを橋渡
しする様々なアプリケーションの可能性が期待できる。 
・ テラバイト規模のデータを光速で伝送する光ファイバーでは、ファイバー内の壁を反射しながら進む
光波のエネルギーが微細な振動を発生させ、これが音のフィードバックパケットであるフォノンを作る。
このフィードバックが、ブリルアン散乱として知られる現象である、光の散乱の原因となる。 
・ このような光の散乱は信号の強度を弱めるため、エレクトロニクスや通信産業では回避したい現象
だが、これを活用することで、5G、ブロードバンドネットワーク、センサーや衛星通信、レーダーシステ
ム等を革新する新世代の集積回路の開発が進んでいる。 
・ チップでの光と音の相互作用の応用は、第二次世界大戦後のマイクロエレクトロニクスの発見(携
帯電話等のシリコンチップをベースとした電子デバイスの普及）、今世紀の変わり目に現れたオプティ
カル・エレクトロニックシステム（大規模なデータセンターの基幹を形成）に次ぐ、集積回路の第 3 の波
の変革をもたらすものと考える。 
・ ブリルアン散乱現象は、物質特性の測定、物質中の光と音の進み方の変換、小型オブジェクトの冷
却、空間・時間・慣性の測定や光情報の伝送を可能にする。今回、これまで困難とされてきた、速度の
異なる光波と音波の微細なスケールでの同時制御を可能にした。 
・1960 年代および 1970 年代には、光波と音波の波長が同等となって強化されたフィードバックループ
を作る誘導ブリルアン散乱(stimulated Brillouin scattering SBS)が発見されている。より強力なブリル
アンフィードバック効果では、電子システムが発する熱の問題を解決。音波がバッファとなってデータ
を減速させ、オプティカル情報をチップ環境に統合する全く新しい方法を提供する。また、SBS を使用
した集積回路は、航空・航法システムで 100～1000 倍の重量のある部品を代替できる。 
・ 光と音の相互作用プロセスを保持する方法の研究では、同大学は 2017 年にチップ上での光から音
響情報への変換に世界で初めて成功し、2018 年には大型の処理システムを不要とするチップベース
の情報回復技術を開発している。産業界や政府がこれらのシステムの利用について関心を示してい
る。 
・ チップスケールの統合システムの商業利用には、マイクロ波と RF プロセッサを光-音の相互作用に
統合するアーキテクチャの開発や、SN 比を悪化させる、不要な光散乱によるノイズの低減等の課題
が残るが、サイズ、重量、パワー(SWAP)の向上が期待できることから研究する価値があると考える。 
・ また、この統合システムの基板に最適な材料の特定も重要。安価なシリコンは当然選択肢に含ま
れるが、光ファイバーのシリカとシリコン基板の組み合わせでは、材料の類似性により情報の漏れが
危惧される。1 本の経路で光波と音波の相互作用を促しながら、それらを保持できる弾性と非弾性を
備えた材料の特定が必要。高屈折率と低剛性のソフトガラス基板を作るカルコゲニドを使用する例も
ある。 
・ 本研究には、オーストラリア研究会議(ARC)の Linkage グラント（ハリス・コーポレーション）、米国海
軍研究所(ONR)、ARC の Discovery Project、米国立科学財団(NSF)が資金を提供した。 

URL:  
https://sydney.edu.au/news-opinion/news/2019/08/20/brillouin-scattering--a-third-wave-
emerges-in-integrated-circuit.html  

（関連情報)  

      

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

Brillouin integrated photonics 

URL:  https://www.nature.com/articles/s41566-019-0498-z  

  

https://sydney.edu.au/news-opinion/news/2019/08/20/brillouin-scattering--a-third-wave-emerges-in-integrated-circuit.html
https://sydney.edu.au/news-opinion/news/2019/08/20/brillouin-scattering--a-third-wave-emerges-in-integrated-circuit.html
https://www.nature.com/articles/s41566-019-0498-z
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【ロボット・AI 技術分野】  

87-8 

ｱﾒﾘｶ合衆国・
ﾊｰﾊﾞｰﾄﾞ大学 

    2019/8/21 

自己折りする「ロールボット」がテザー無しソフトロボットの可能性を拓く 
(Self-folding “Rollbot” paves the way for fully untethered soft robots) 

・ SEAS と Caltech は、折り紙から着想を得た、外部刺激に応じた動きや変形が可能なソフトロボット
のシステムを共同で開発。完全なテザー無しソフトロボット実現の可能性を導いた。 
・ 研究チームでは、順次的な折り目による、単一構造で複数の形や機能をコード化できる折り紙に着
目。熱にさらすと変形する液晶エラストマを用いて、異なる温度で特定の順序に折り曲がるようなプロ
グラミングが可能な二種類のヒンジを 3D プリントした。 
・ ヒンジを使用すると、ロボット機能のプログラミングや、変形の制御が容易になる。ロボット全体を予
測できない形に変形させる代わりに、温度変化に応答させ、変形したい部分のみプログラミングすれ
ばよいからだ。 
・ 新技術で 3D プリントしたヒンジを使用すると、温度応答、ヒンジ回転時のトルクの発生量、曲げ角
度、折り曲げ方向などのプログラミングが完全に可能。 
・ 新技術の手法を実証するにあたり、研究チームは様々なソフトデバイスを作製したが、その中に、
「ロールボット」の愛称がついたテザー無しのソフトロボットがある。 
・ ロールボットは、長さ約 8cm、幅約 4cm の平らなシートを熱の表面にさらし、約 200℃で一方のヒン
ジを曲げ、五角のホイール型にカールさせて作製。 
・ 他のヒンジは、ホイールの５つの側面にそれぞれ埋め込められている。ヒンジは、熱い表面に接触
すると折り曲がり、ホイールを促して次の面に折り曲がる。熱の表面から離れると、ヒンジは展開さ
れ、次のサイクルに備える。 
・ 既存のソフトロボットの多くは、外部からの電源供給とシステム制御のためにテザーが必要で、行使
できる力の量が限られてしまう。アクティブなヒンジは、テザーが使用できない環境下や、ヒンジより重
い物質を繰り返して持ち上げる時などに、ロボットを作動させるのに有効。 
・ ヒンジを利用した他のデバイスでも、熱環境下に置くとペーパークリップのようにコンパクトな形に折
り曲がり、冷却すると展開した。 
・ テザー無しの構造物はパッシブな制御ができるので、特定の温度環境下にさらすだけで、ヒンジは
プログラミングされたとおりに応答する。 
・ 本研究では温度応答のみ焦点をあてたが、液晶エラストマは、光、pH、湿度やその他の外部刺激
にも応答するようにプログラミングが可能。 
・ 本研究は、設計した複合体内の応答性ポリマーが、様々な刺激に応答して、自発的に作動する材
料となりうることを実証したもの。将来的には、このような材料がさらに複雑なタスクを実行できるよう
にプログラミングして、材料とロボットの境界がなくなるようにすることを目指す予定。 
・ 本研究は、米国立科学財団(NSF)と NASA Space Technology Research Fellowship を通じて、Army 
Research Office 及び Harvard Materials Research Science and Engineering Center より支援を受け
た。 

URL:  
https://www.seas.harvard.edu/news/2019/08/self-folding-rollbot-paves-way-for-fully-
untethered-soft-robots  

（関連情報)  

      

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

Untethered soft robotic matter with passive control of shape morphing and propulsion 

URL:  https://robotics.sciencemag.org/content/4/33/eaax7044  

  

https://www.seas.harvard.edu/news/2019/08/self-folding-rollbot-paves-way-for-fully-untethered-soft-robots
https://www.seas.harvard.edu/news/2019/08/self-folding-rollbot-paves-way-for-fully-untethered-soft-robots
https://robotics.sciencemag.org/content/4/33/eaax7044
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【環境・省資源分野】  

87-9 

ｱﾒﾘｶ合衆国・
カリフォルニ
ア大学ロサン
ゼルス校
(UCLA) 

    2019/8/20 

次世代ろ過作用に向けた優れたメンブレンを作る技術 
(Technique could make better membranes for next-generation filtration) 

・ UCLA は、薄膜フィルターを作製するための新しい、薄膜リフトオフ(T-FLO)手法を開発。新技術は、
高機能性ポリマー、有機金属フレームワークや炭素材料を使い、さらに効果的でエネルギー効率の良
いメンブレンを作製する道筋を示す。 
・ 膜分離の技術は、薄い半多孔質膜である薄膜フィルターが、水などを通すことによって不要物を濾
しわけることだが、商業用の薄膜フィルターの材料技術は過去 30 年間、特に進展がない。 
・ 実験室レベルでは優れた分離能力を発揮するフィルター材料は多数あるものの、フィルターの製造
方法に制限があるため、量産化には至っていない。新技術では、それらの材料を用いてスケーラブル
で薄いフィルムの作製が可能。 
・ 従来技術を用いた分離機能に加え、T-FLO 技術で作製したメンブレンは、膜分離に様々な新しい
形状をもたらす。例えば、本技術により、産業廃棄物から二酸化炭素を除去できるようになれば、炭素
を燃料や他のアプリケーションに転換でき、汚染を低減できる。 
・ 脱塩に使用するタイプの薄膜フィルターは、非対称メンブレンとよばれており、2 層のうちの 1 層が
薄く高密度でアクティブであり、特定のサイズより大きい粒子を排除し、もう片方の多孔質「サポート」
層がメンブレンを構成し、逆浸透やその他のフィルタリング過程で使用された高圧を排除する。脱塩用
の最初の非対称メンブレンは、1960 年代に UCLA のエンジニアたちにより考案された。 
・ 現在は、非対称メンブレンはアクティブ層をサポート層の上に、または、両方を同時に鋳造する方法
で作製。しかし、アクティブ層をより高度な材料で作製するためには、溶液や高熱を使用しなければな
らず、両方ともサポート層にダメージを与え、アクティブ層の粘着を妨げる。 
・ T-FLO 手法では、アクティブ層を液体としてガラスや金属のシート上に鋳造し、その後硬化して、固
形化する。次に、ファブリックで強化されたエキポシのサポート層を添加して、メンブレンを熱し、エポキ
シを凝固する。 
・ サポート層にエキポシを使用するのは、T-FLO 手法を際立たせるイノベーションであり、最初にアク
ティブ層を作製してから、サポート層にダメージを与えることなく、化学物質や高熱で処理できるように
なった。 
・ その後、メンブレンを水に沈めて、エキポシの孔を形成する化学物質を洗い落とし、ガラスや金属の
シート上からメンブレンを緩める。 
・ 最後に、ブレードでメンブレンをプレートから剥離する、リフトオフ処理を施す。 
・ 研究チームでは、T-FLO手法で作製したメンブレンを使って、水から塩を除去する試験をし、微生物
などの有機物質によるメンブレンの目詰まりといった脱塩処理の共通課題を解消した。水に塩素を加
えると、微生物は殺せるが、今まではほとんどのメンブレンも同時に壊れてしまっていた。本技術の T-
FLO メンブレンは、塩と塩素の両方の除去を成功させたことになる。 
・ 他の試験では、同メンブレンで有機物質を廃棄用水から除去し、温室効果ガスを分離することがで
きた。 
・ 本研究は、U.S./China Clean Energy Research Center for Water-Energy Technologies 及び、米国
立科学財団（NSF）の支援を受けた。本事業は、UCLA’s Sustainable LA Grand Challenges に準じて
いる。 

URL:  
http://newsroom.ucla.edu/releases/t-flo-technique-better-membranes-
filtration?_ga=2.260759693.1467434340.1566546900-1412443386.1566546900  

（関連情報)  

      

Nano Letters 掲載論文(アブストラクトのみ：全文は有料） 

Next-Generation Asymmetric Membranes Using Thin-Film Liftoff 

URL:  https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.nanolett.9b01289  

  

http://newsroom.ucla.edu/releases/t-flo-technique-better-membranes-filtration?_ga=2.260759693.1467434340.1566546900-1412443386.1566546900
http://newsroom.ucla.edu/releases/t-flo-technique-better-membranes-filtration?_ga=2.260759693.1467434340.1566546900-1412443386.1566546900
https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.nanolett.9b01289
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87-10 

ｱﾒﾘｶ合衆国・
デラウェア大
学 (UD) 

    2019/8/23 

高価値の化学物質を作る新手法 
(A new way to make valuable chemicals) 

・ UD、カリフォルニア工科大学(Caltech)、中国・南京大学および台湾・東呉大学が、CO の電気化学
的還元反応で炭素－窒素(CN)結合を形成する技術を初めて開発。製薬をはじめとする様々な産業で
有用な高価値の化学物質であるアミドの生成が期待できる。 
・ 過去の研究による CO2 を CO に変換する特殊な銀触媒の開発に引き続き、CO を燃料や薬品等の
製造に有用なマルチカーボン製品にアップグレードするための技術開発を目指した。 
・ CO2 の電気化学的な変換システムで得られる化学物質は、エチレン、エタノール、プロパノール及
びアセテートの 4 種類の主要な製品に限られている。このシステムのもつ可能性の鍵を握る物質は窒
素。 
・ 今回、CO2 と CO の代わりに、CO と窒素を含有するアンモニアをフローリアクタに投入。電解質との
界面にて銅触媒が窒素源と相互作用することで CN 結合をが形成された。同プロセスでは、これまで
生成が不可能だったアミド等の化学物質を合成できる。医薬品のほとんどは窒素を含んでおり、同プ
ロセスはシンプルな炭素種と窒素種の利用で窒素を含む大型分子のユニークな生成方法を提供す
る。 
・ このような CN 結合を形成する新手法は、エチレンやエタノール生成に確立されたメカニズムより派
生したものであり、CN 以外の結合の可能性を示唆する。今回、触媒表面での CN 結合の形成につい
て多くを学習した結果、このような化学反応を促進するより優れた触媒の設計において重要な見識が
得られたと考える。 

URL:  https://www.udel.edu/udaily/2019/august/feng-jiao-carbon-nitrogen-bonds-catalysis/  

（関連情報)  

      

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

Formation of carbon–nitrogen bonds in carbon monoxide electrolysis 

URL:  https://www.nature.com/articles/s41557-019-0312-z  

  

https://www.udel.edu/udaily/2019/august/feng-jiao-carbon-nitrogen-bonds-catalysis/
https://www.nature.com/articles/s41557-019-0312-z
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【新エネルギー分野（太陽光発電）】  

87-11 

ｱﾒﾘｶ合衆国・
国立再生可
能ｴﾈﾙｷﾞｰ研
究所(NREL) 

    2019/8/19 

NREL と First Solar 社の共同研究で薄膜太陽電池性能が向上 
(NREL, First Solar Collaboration Improves Thin-Film Solar Cells) 

・ NREL と First Solar 社は共同で、テルル化カドミウム(CdTe)太陽電池の新しい製造法を開発。30 年
の時を経て開発された同技術により、電気料金をさらに低減する道が拓けた。 
・ CdTe 太陽電池は、機能性を保つために、従来から銅と塩素を添加して作製されてきた。しかし、性
能向上に必要な銅の添加量が最大となり、使用期間の長期化と共に銅は太陽電池内で移動し、効率
性が変化して電池の寿命は短縮した。 
・ NREL と First Solar 社は、電池から銅を除去して、量産に適した安価な手法で第 5 周期元素のアン
チモン等を、テルル化結晶サイトの上に超高速でドーピングさせることに成功。 
・ 新技術による新しい太陽電池のセル変換効率は 20.8%。実証では、劣化するまでの時間が長くな
り、さらなる変換効率の向上も見込まれる。 
・ NREL がワシントン州立大学と共同で 2016 年に発表した単結晶の基礎研究では、第 5 周期元素を
使用した CdTe 太陽電池で、記録的な電圧の発電を実証済み。銅の交換により、動作寿命と密度が
数十倍も向上したので、NREL は銅よりも第 5 周期元素を用いた電池のほうがより安定すると結論付
けた。 
・ しかし、単結晶は高額で、作製に時間がかかる。次なる課題は、この基礎研究を産業化するための
材料と手法を開発することにあった。 
・ 当初の試みは、高温蒸気を用いて、第 5 周期元素を CdTe 内に拡散させようというものだった。しか
し、温度が低すぎると、元素がセル内に十分に拡散せず、また、高温すぎるとパネルガラスが溶けてし
まう、という現実的な課題に直面。 
・ そこで、第 5 周期元素をセルが成長する過程で添加すると(in-situ)、成功した。この手法では、材料
特性が効率化して長期的な使用による劣化を防ぎ、ソーラーパネルの寿命を飛躍的に向上させた。 
・ 本研究は、米エネルギー省の Solar Energy Technologies と、First Solar より資金を得た。 

URL:  
https://www.nrel.gov/news/program/2019/nrel-first-solar-collaboration-improves-thin-film-
solar-cells.html  

（関連情報)  

      

Nature Energy 掲載論文(アブストラクトのみ：全文は有料） 

Exceeding 20% efficiency with in situ group V doping in polycrystalline CdTe solar cells 

URL:  https://www.nature.com/articles/s41560-019-0446-7  

 

 

 
 

おことわり 

本「海外技術情報」は、NEDO としての公式見解を示すものではありません。 

記載されている内容については情報の正確さについては万全を期しておりますが、内容に誤りのある可能性もあります。NEDO は

利用者が本情報を用いて行う一切の行為について、何ら責任を負うものではありません。 

本技術情報資料の内容の全部又は一部については、私的使用又は引用等著作権法上認められた行為として、適宜の方法により

出所を明示することにより、引用・転載複製を行うことが出来ます。ただし、NEDO 以外の出典元が明記されている場合は、それぞれ

の著作権者が定める条件に従ってご利用下さい。 
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