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ルン 

工科大学
(RMIT) 

    2019/8/27 

レーザープリンティング技術が防水性の e-テキスタイルを高速作製 
（Laser printing tech produces waterproof e-textiles in minutes） 

・ RMITは、エネルギー貯蔵デバイスを内蔵した e-テキスタイルの、費用対効果が高くスケーラブルな
高速製造法を開発。e-テキスタイルが、リアルタイムに再生可能エネルギーを貯蔵する可能性が期待
される。 
・ 新技術では、防水性があり、伸縮可能で、環境発電技術に簡単に統合する 10 センチ四方のグラフ
ェンスーパーキャパシタが、わずか 3 分で作製できる。グラフェンスーパーキャパシタは、太陽光発電
や他のエネルギー源と容易に統合可能な、パワフルで寿命の長いエネルギー貯蔵デバイス。 
・ これにより、テキスタイルにグラフェンスーパーキャパシタを直接レーザープリントすることが可能と
なった。 
・ この概念を実証すべく、研究者たちはグラフェンスーパーキャパシタを太陽電池に接続して、効率的
でウォッシャブルな自己発電型のスマートファブリックを作製。 
・ スマートファブリック産業の成長は、健康管理から防衛セクターに至るまで、多様なアプリケーション
をウェアラブルデバイスに提供。患者のバイタルサイン検出、兵士の戦闘地域での位置確認や健康モ
ニタリング、または、飛行機のパイロットや車のドライバーの疲労度のモニタリングなど、その用途は
様々。 
・ センサーや、無線通信、健康モニタリング技術などを搭載するスマートテキスタイルには、堅牢性と
信頼性のあるエネルギーソリューションが必要。 
・ バッテリーを衣服に縫い込んだり、e-ファイバーを使用したりする現在のスマートテキスタイルのエ
ネルギー貯蔵アプローチは、重さもあり、煩わしく、容量の課題もある。また、汗や湿気が多いと、ショ
ートしたり機械的な欠陥を引き起こしたりする。 
・ 新技術のグラフェンベースのスーパーキャパシタは、完全にウォッシャブルであるだけでなく、インテ
リジェントな衣服に必要な電力エネルギーを貯蔵でき、数分で大量に生産可能。 
・ 本技術の e-テキスタイルによるエネルギー貯蔵関連の課題克服が、次世代のウェアラブルテクノロ
ジーやインテリジェントな衣服へのエネルギー供給実現につながることが期待される。 
・ 本研究は、機械的検査、温度試験、耐水洗性の試験の広範囲にわたり、スマートテキスタイルの概
念実証の機能性を分析し、これが安定していて効率的であることを発見。 
・ また、マルチフォーカルな製造ベースのレーザープリンティング先進技術や機械学習技術を利用し
た、e-テキスタイルの高速なロール・ツー・ロール製造の可能性が開かれた。 
・ 新技術は現在特許出願中。本研究は RMIT Seed Fund Design Hub project grants より資金を得た。  

URL:  https://www.rmit.edu.au/news/all-news/2019/aug/laser-printed-e-textiles  

（関連情報)  

      

Scientific Reports 掲載論文(フルテキスト） 

Large-scale waterproof and stretchable textile-integrated laser- printed graphene energy storages 

URL:  https://www.nature.com/articles/s41598-019-48320-z  

海外技術情報(2019 年 10月 25日号) 
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ｱﾒﾘｶ合衆国・ﾌﾞ
ﾙｯｸﾍﾌﾞﾝ国立研

究所(BNL) 

    2019/8/27 

マイクロエレクトロニクスの進展に寄与するハイレゾパターニング材料の強化 
(Enhancing Materials for Hi-Res Patterning to Advance Microelectronics) 

・ BNL の機能的ナノマテリアル・センター(CNF)が、先般開発した浸透合成技術により、有機ポリマー
のポリメチルメタクリレート(PMMA)と無機材料のアルミニウム酸化物を組合せたフォトレジストの製造
に成功。 
・ 低コストで高解像度の PMMA は、電子ビームリソグラフィー（EBL）で広く利用されるレジストだが、
極微細なパターン描画に必要な薄さのレジストでは、シリコンのエッチング時にパターンが崩れ始め、
高アスペクト比の達成が困難。 
・ 今回開発した有機-無機ハイブリッドレジストにより、高コントラストで高アスペクト比を有する高解像
度シリコンナノ構造の製造が可能となる。PMMA に加えるアルミニウム酸化物の量を変えることで、例
えば 3D 積層構造の次世代メモリ素子（フラッシュドライブ等）に必要な高アスペクト比や、プロセッサチ
ップで重要となる超高解像度等、特定のアプリケーションに合わせてパラメーターを変更できる。 
・ 既存のレジスト、安価な金属酸化物とナノファブリケーション設備にある標準的な機器の利用によ
り、高度なナノリソグラフィーを実現した。ハイブリッドレジストは他にも開発されているが、その多くが
強力な電子照射や複雑な化学合成手法等を必要とし、次世代エレクトロニクスの高速・大量製造には
適さない。 
・ マイクロエレクトロニクス産業は従来的に光リソグラフィーを利用しているが、レジストが曝される光
の波長によって解像度が制限される。しかし、EBL や極紫外線リソグラフィー(EUVL)等のナノリソグラ
フィー技術では、電子の微小な波長や高エネルギーの紫外線を利用するため、より高い解像度が得
られる。 
・ EBL では鉛筆でスケッチをするように線を一本づつ、EUVL では写真を撮るように全体を一括して露
光するため、EBL は研究に、EUVL は大量製造に適する。EBL で今回実証した手法は、7nm ノードの
製造プロセスの開発に向けて Samsung を始めとする企業が利用を開始している、EUVL に直接適用
できると考える。 
・ PMMA とアルミニウム酸化物の統合には、原子層堆積(ALD)を利用。PMMA の薄膜でコーティング
した基板を ALD のリアクションチャンバにてアルミニウムの前駆体の蒸気に曝すと、PMMA のマトリッ
クスの微細孔から入り込んだ前駆体がポリマー鎖中の化学種に結合する。さらに水等の前駆体を注
入すると、先の前駆体と反応してアルミニウム酸化物を形成。これらの工程が 1 プロセスサイクルを構
成する。 
・ その後、最大で 8 プロセスサイクルを経たハイブリッドレジストを用いて EBL を実施。異なる電子照
射強度下でのレジストのコントラストを調べるため、露光した部分でのレジストの薄さの変化を測定。
その結果、レジストの薄さはプロセスサイクル数が少ないと緩慢に、多いと急激に変化することを確
認。露光部分の薄さのこの急激な変化は、プロセスサイクル数のより多いレジストのコントラストが、オ
リジナルの PMMA レジストに比してほぼ 6 倍高いこと示す。 
・ また、同ハイブリッドレジストを用いてシリコン基板に直線や交差する直線をパターニングしてレジス
トと基板のエッチング速度を比較（レジストの劣化を回避するために、レジストよりもシリコンのエッチン
グが速いことが望まれる）した結果、ZEP 等の高価なレジストや、レジストの劣化を回避する二酸化ケ
イ素等硬いマスキングレイヤーを使用する手法に比して、エッチング選択性が高いことを確認。 
・ 今後は、同ハイブリッドレジストの EUV 露光への反応について調査予定。BNL の国立シンクロトロ
ン光源Ⅱ(NSLS-Ⅱ）で軟 X 線（EUV 光線に相当するエネルギーレンジ）を使用した研究を既に開始し
ている。EUVL レジストの有機層が吸収するエネルギーは微弱なため、スズやジルコニウム等の無機
材料を加えることで EUV 光線への感度を高めることができる。 

URL:  https://www.bnl.gov/newsroom/news.php?a=116681  

（関連情報)  

      

Journal of Materials Chemistry C 掲載論文(アブストラクトのみ：全文は有料） 

Advancing next generation nanolithography with infiltration synthesis of hybrid nanocomposite resists  

URL:  http://dx.doi.org/10.1039/C9TC02974E  

  

https://www.bnl.gov/newsroom/news.php?a=116681
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ｱﾒﾘｶ合衆国・ﾏ
ｻﾁｭｰｾｯﾂ工科
大学(MIT) 

   2019/8/28 

3D プリントした極薄フィルムがエネルギーの形態を変換 
(Ultrathin 3-D-printed films convert energy of one form into another) 

・ MIT は、３D プリントで高性能な圧電特性をもつ極薄フィルムを、シンプルで低廉に作製。フレキシブ
ルエレクトロニクスや高感度バイオセンサーの部品に使用可能。 
・ 圧電体は、機械的な歪みに応答して電圧を発生し、逆に電圧を加えると機械的な歪みを発生し、主
に電力の相数、周波数を変える変換器に使用されている。 
・ 例えば、ロボットの作動装置は、圧電体を使用して、電気信号に反応し、関節などのパーツを動か
す。様々なセンサーも、圧電体を使用して、電圧や温度、力や他の機械的な刺激を、測定可能な電気
信号に変換。 
・ 研究者たちは、環境発電、タッチパネルの高感度な圧力センサー等のフレキシブルな電子機器に
使用できる極薄の圧電フィルムの開発を、長年に渡り試みてきた。このフィルムは、超小型バイオセン
サーにも使用でき、特定の病気や健康状態のバイオマーカーである分子を検出できるほど高感度。 
・ このようなアプリケーションに使用される圧電体は通常、セラミックの結晶体であり、極薄なため、高
周波で共鳴する。従来の製造方法でセラミックの極薄圧電フィルムを作製するには、複雑で高価格な
プロセスが必要。 
・ 新技術は、セラミックコンデンサを、室温で作製可能な積層造形技術を用いて、100nm の薄さに 3D
プリントする技法。機能性を失わずにフレキシブルな基質を備えた圧電フィルムをプリントでき、約
5GHz で共鳴するので、高性能なバイオセンサーに十分対応。 
・ 窒化アルミニウムや酸化亜鉛製の圧電セラミック薄膜は、物理気相成長法や化学気相成長法で生
成するが、その生成プロセスには、高温、高圧の条件下、清浄なクリーンルームが必要で、時間を要
し、高コスト。 
・ より低廉に 3D プリント可能な薄型の圧電フィルムもあるが、ポリマー製であるため、分極化されな
ければならず、3D プリントした後に圧電特性を添加しなければならない。また、材料が何十ミクロン厚
にもなるため、高周波作動が可能な極薄フィルムにはならない。 
・ 新技術では、極薄フィルムのプリントに、高電場を使用して液体ジェットをノズルから吐出する、近接
場電気流体力学的（NFEHD）蒸着という積層造形技術を適用。この技術を、圧電特性をもつフィルム
のプリントに使用するのは初めての試み。 
・ 3D プリントに使用する液体原料は、酸化亜鉛ナノ粒子を不活性溶剤に混合したもので、基板に印
刷して乾燥させると、圧電体を形成。 
・ 原料は 3Dプリンター内の中空針を通じて供給され、プリント作動の進行と連動して針の先端に特定
のバイアス電圧をかけ、流量を制御すると、液体上部の曲線、メニスカスが円錐形状に形成され、先
端から高純度な液体ジェットを吐出。 
・ 液体ジェットは、自然に壊れて液滴化する傾向があるが、針の先端を 1mm ほど基質に近づけると
壊れなかった。基質上には、この過程で長くて細い線がプリントされ、その後、華氏約 76 度でその線
を重ね合わせ、上下逆さにして乾燥させる。 
・ 研究チームは、フィルムが、従来のバルクな製造手法で作製されたものよりも、強い圧電反応を示
すことを、顕微鏡技術を用いて実証。従来の製造方法では、材料の反応を決定する、フィルムの圧電
軸の方向を完全には制御できないがためである。 
・ 本研究は、3D プリント技術を使用して、機能的な圧電フィルムを作製するフィージビリティを実証し
たもの。低温で 3D プリント可能な圧電構造の製造につながり、新たなレベルのミクロスケールのセン
サー、作動装置や共鳴装置の実現が可能となり得る。 
・ 研究者たちは現在、Monterrey Tec との共同事業で、本技術を利用して、バイオマーカーや特定の
病気や状態を検出するための圧電バイオセンサーの作製に取り組んでいる。 
・ 同バイオセンサーには共鳴回路が統合され、圧電極薄フィルムが特定の周波数で振動、圧電体は
特定の分子バイオマーカーを表面にひきつける。 
・ 分子が表面に張り付くと、圧電体が、回路の周波数振動を微量にシフト。その微量な周波数シフト
は測定可能で、表面に堆積する分子の量と相関がある。 
・ 研究チームでは、さらに燃料電池の電極の劣化を測定するセンサーを開発中。バイオセンサーと同
じように機能するが、周波数内のシフトが電極内の特定の合金の劣化と関連づけられる。燃料電池の
交換のタイミングを重大事故が発生する前にリアルタイムで測定する予定。 

URL:  http://news.mit.edu/2019/3-d-printed-piezoelectric-films-0828  

（関連情報)  

      

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

Ultrathin Ceramic Piezoelectric Films via Room-Temperature Electrospray Deposition of ZnO 
Nanoparticles for Printed GHz Devices 

URL:  https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acsami.9b09563#  

  

http://news.mit.edu/2019/3-d-printed-piezoelectric-films-0828
https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acsami.9b09563
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スウェーデン王
国・王立工科大

学（KTH) 

    2019/9/2 

世界最小の加速度センサーがウェアラブルやゲームの新時代を指し示す 
(World’s smallest accelerometer points to new era in wearables, gaming) 

・ KTH、ドイツ・アーヘン工科大学と AMO GmbH による国際研究チームが、グラフェンを使用した世界
最小のピエゾ抵抗型 NEMS(nano-electromechanical: ナノ電気機械）加速度センサーを開発。 
・ MEMS（microelectromechanical: 微小電気機械）システムは、医療技術等における革新を長い間担
ってきたが、次のレベルである NEMS システムへの移行が始まっている。 
・ 優れた導電性と機械的な強度を有するグラフェンは、NEMS システムのアプリケーションにおいて最
も期待される材料。その原子スケールの薄さがコンポーネントの微細化を可能にする。新開発の
NEMS 加速度センサーは、現行の MEMS 加速度センサーのサイズを大幅に下回りながらも、それらと
同等の感度を保持。 
・ 心疾患のモニタリングシステムや超高感度ウェアラブル、ポータブルなモーションキャプチャー技術
等でのアプリケーションに加え、レゾネーター、ジャイロスコープやマイクロフォン等、超小型 NEMS セ
ンサーやアクチュエーターでの利用や、グラフェンの機械的・電気機械的特性を調べるシステムとして
の利用も可能。 
・ 本研究には、欧州研究会議(ERC)の Starting Grant M&M's および InteGraDe、スウェーデン研究会
議(SRC)の GEMS、中国奨学金評議会(CSC)の奨学金グラント、ドイツ連邦教育科学研究技術省
(BMBF)の NanoGraM プロジェクト、ドイツ研究振興協会(DFC)、および欧州員会(EC)の Graphene 
Flagship が資金を提供した。 

URL:  
https://www.kth.se/en/aktuellt/nyheter/world-s-smallest-accelerometer-points-to-new-
era-in-wearables-gaming-1.921647  

（関連情報)  

      

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

Graphene ribbons with suspended masses as transducers in ultra-small nanoelectromechanical 
accelerometers 

URL:  https://www.nature.com/articles/s41928-019-0287-1  

88-5 

ベルギー王国・
ルーベン・カトリ
ック大学(KU 

Leuven) 

    2019/9/4 

よりパワフルで微細なチップの可能性を拓く新しい絶縁技術 
(New insulation technique paves the way for more powerful and smaller chips)  

・ KU Leuven は、imec 社と共同で、マイクロチップを絶縁する新技術を開発。本技術は、金属-有機フ
レームワーク(MOF)という、新しいタイプの高多孔性材料を使用。長期的には、チップの更なる小型化
とパワーアップ化、低消費エネルギー化が見込まれる。 
・ コンピューターチップは、年々小型化が進行。チップ内のトランジスタや集積された回路は 2 年ごと
に数が倍増すると 1965 年に Intel のゴードン・ムーアが予測したが、その後はさらに加速して、18 か月
ごとに倍増、と修正された。法則は今も健在で、チップの小型化が進み、動作パワーも増加。現在で
は、10 億以上のトランジスタをチップに内蔵できる。 
・ このチップの小型化は、様々な障害をもたらしている。スイッチとワイヤはとても密に一緒に詰めら
れているので、さらに多くの抵抗が生じ、チップは信号を送るためにより多くのエネルギーを消費。より
機能性が高いチップは、ワイヤを互いに分離する絶縁性の物質が必要で、電気的信号が破壊されな
いように守る必要があるが、ナノレベルではなかなか難しい。 
・ 研究チームは、新技術がこの課題を解決できると見込んでいる。金属イオンと有機分子で構成され
た MOF を、絶縁性物質として使用するので、多孔質で強靭な結晶を形成できるからだ。 
・ 研究チームは、今回初めて、MOF 絶縁体を電子デバイスに適用。化学気相成長法を用いてまず、
表面に酸化フィルムを置き、それを有機材料の蒸気に反応させて、材料を拡張させ、ナノポーラス結
晶を形成。 
・ この手法の優れたところは、ボトムアップであること。トップダウンの手法では、絶縁体に小さなギャ
ップが生じてしまう可能性がある。 
・ 本研究は、ERC Proof of Concept Grant より資金を得た。 

URL:  
https://nieuws.kuleuven.b/en/content/2019/new-insulation-technique-paves-the-way-for-
more-powerful-and-smaller-chips  

（関連情報)  

      

Nature Communications 掲載論文(フルテキスト) 

Vapor-deposited zeolitic imidazolate frameworks as gap-filling ultra-low-k dielectrics 

URL:  https://www.nature.com/articles/s41467-019-11703-x  

  

https://www.kth.se/en/aktuellt/nyheter/world-s-smallest-accelerometer-points-to-new-era-in-wearables-gaming-1.921647
https://www.kth.se/en/aktuellt/nyheter/world-s-smallest-accelerometer-points-to-new-era-in-wearables-gaming-1.921647
https://www.nature.com/articles/s41928-019-0287-1
https://nieuws.kuleuven.b/en/content/2019/new-insulation-technique-paves-the-way-for-more-powerful-and-smaller-chips
https://nieuws.kuleuven.b/en/content/2019/new-insulation-technique-paves-the-way-for-more-powerful-and-smaller-chips
https://www.nature.com/articles/s41467-019-11703-x
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【電子・情報通信分野】  

88-6 

ﾄﾞｲﾂ連邦共和
国・フォルシュン
グスフェアブント 
ベルリン エーフ

ァウ(FBV) 

    2019/8/27 

エネルギー効率的なパワーエレクトロニクス-酸化ガリウムパワートランジスタが記録的な数値を達成 
(Energy-efficient power electronics – gallium oxide power transistors with record values) 

・ FBV のフェルディナント・ブラウン研究所(Ferdinand-Braun-Institut: FBH)が、β型酸化ガリウム(β-
Ga2O3)ベースのトランジスタでブレイクスルーを達成。 
・ 新たに開発したβ-Ga2O3-MOSFETs（金属酸化物半導体電界効果トランジスタ）は、高電流伝導率
に加えて高降伏電圧を備える。1.8kV の降伏電圧と 155MW/㎠の記録的な性能指数(FOM)で、Ga2O3
材料の理論限界に近い性能を提供する。 
・ また、破壊電界強度は炭化ケイ素(SiC)や窒化ガリウム(GaN)のようなワイドバンドギャップ半導体の
それを超える。 
・ トランジスタの層構造とゲートのトポロジーの課題に対処することで、これらのブレイクスルーを達
成。ライプニッツ結晶成長研究所が提供した最適なエピタキシャル層構造の基板を使用し、欠陥密度
を低減して電気特性を向上。これにより低オン抵抗を獲得した。 
・ FETsの主要な「スイッチングポイント」であるゲートのトポロジーをさらに最適化し、ゲートエッジの電
界強度を低減することで高い降伏電圧を実現した。 

URL:  
https://www.fv-berlin.de/en/info-for/the-media-and-public/news/news/energieeffiziente-
leistungselektronik-galliumoxid/  

（関連情報)  

      

IEEE Electron Device Letters 掲載論文(アブストラクトのみ：全文は有料） 

Lateral 1.8 kV β -Ga2O3 MOSFET With 155 MW/cm2 Power Figure of Merit 

URL:  https://ieeexplore.ieee.org/document/8768350  

88-7 
ｱﾒﾘｶ合衆国・ﾏ
ｻﾁｭｰｾｯﾂ工科
大学(MIT) 

    2019/8/28 

MIT エンジニアらがカーボンナノチューブで先進的なマイクロプロセッサを作製 
(MIT engineers build advanced microprocessor out of carbon nanotubes) 

・ MIT が、カーボンナノチューブ電界効果トランジスタ(CNFET)を使用したマイクロプロセッサを従来の
シリコンチップ製造プロセスにて構築することに成功。 
・ 1 と 0 のビットの切り替えで演算を行うシリコントランジスタは、マイクロプロセッサの重要なコンポー
ネントとしてコンピュータ産業を長年けん引してきた。「ムーアの法則」の予測のとおり、トランジスタの
微細化が進み、その膨大な数がチップに詰め込まれ、さらに複雑化した演算を支えているが、その微
細化と効率性の限界が懸念されている。 
・ 次世代コンピュータ開発において主要な目標となっている CNFET は、シリコンに比して 10 倍のエネ
ルギー効率と高速性が見込まれているが、大量生産時に性能に影響する欠陥が多く発生するため実
用化が進んでいない。 
・ 今回、 このような欠陥を大幅に低減する新技術を開発。従来のシリコンチップファウンドリのプロセ
スで CNFET を製造して機能の完全な制御が可能に。商用マイクロプロセッサと同様のタスクを実行す
る、1 万 4 千個超の CNFET を搭載した 16 ビットのマイクロプロセッサを実証。 
・ 同マイクロプロセッサは、オープンソースのインストラクション・セット・アーキテクチャである RISC-Ⅴ
をベースとし、命令のフルセットを正確に実行。「Hello, World!」プログラムの改訂版も実行し、「Hello, 
World! I am RⅤ16XNano, made from CNTs」をプリントアウトした。 
・ CNT の金属的な部分がトランジスタのオンオフ切り替えの減速や停止を起こす問題の解決には、
高度な電子回路で CNT 純度が 99.999999%であることが必要だが、今日の技術ではこのような純度の
達成は不可能。 
・ そのため、コンピューティングを妨害しないような CNFET の配置を可能にする「DREAM("designing 
resiliency against metallic CNTs"の頭文字の組合せ）」と称する技術を開発。これにより、現行技術で
は可能な 99.99%の純度を達成。 
・ 金属 CNT は、トランジスタに付随する様々なロジックゲートの組み合わせに影響を与えるため、シミ
ュレーションを通じてそれらを特定。チップ設計プログラムのカスタマイズにより、金属 CNT の影響を
受けにくいロバストな組合せを自動的に学習するようにした。 
・ また、CNFET 製造において、CNT 同士がランダムに付着して大きな束を形成し、チップのコンタミと
なる問題を「RINSE(removal of incubated nanotubes through selective exfoliation」の開発で解決。大
束になった CNT がウェハーにコーティングしたポリマーと共に除去され、チップに単一の CNT のみが
残る。同様な手法に比してチップの粒子密度が 1/250 に低減。 
・ さらに、バイナリコンピューティングで必要な N 型と P 型 2 種類のトランジスタを CNT で作る場合の
課題を「MIXED(metal interface engineering crossed with electrostatic doping）」の開発で解決。白金と
チタンの使用で両型のトランジスタを作製し、原子層堆積法で CNFET を酸化物でコーティングすること
で、トランジスタ特性を特定のアプリケーションに適合させることができる。 
・ 本研究を支援する国防高等研究計画局(DARPA)のプログラムを通じ、CNFET の実用化に向けてシ
リコンチップファンドリにてこれらの製造技術の実証を開始している。 
・ 本研究は、Analog Devices、米国立科学財団(NSF)、および米空軍研究所(AFRL)が支援した。 

https://www.fv-berlin.de/en/info-for/the-media-and-public/news/news/energieeffiziente-leistungselektronik-galliumoxid/
https://www.fv-berlin.de/en/info-for/the-media-and-public/news/news/energieeffiziente-leistungselektronik-galliumoxid/
https://ieeexplore.ieee.org/document/8768350
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URL:  http://news.mit.edu/2019/carbon-nanotubes-microprocessor-0828  

（関連情報)  

      

Nature 掲載論文(アブストラクトのみ：全文は有料） 

Modern microprocessor built from complementary carbon nanotube transistors 

URL:  https://www.nature.com/articles/s41586-019-1493-8  

【ロボット・AI 技術分野】  

88-8 

ｱﾒﾘｶ合衆国・ﾊ
ｰﾊﾞｰﾄﾞ大学ヴィ
ース研究所 

    2019/8/28 

ゼリー状の生物を優しく捕獲するロボティックグリップ 
(A gentle grip on gelatinous creatures) 

・ ハーバード大学ヴィース研究所 Biologically Inspired Engineering、John A. Paulson School of 
Engineering and Applied Sciences (SEAS)とニューヨーク市立大学 Baruch College は、水圧を使用し
て、フェットチーネパスタのような指でクラゲ一匹を包み込み、損傷なく離す、とても柔らかな水中捕獲
用のグリッパーを開発。既存の深海サンプリングデバイスよりさらに改良されており、今まではほとん
ど不可能であったクラゲや深海に生息する柔らかい生物を損傷なく捕獲することが可能。 
・ 本技術により水中の生態系分析技術は大幅に向上し、科学にとっては重要だが観測不可能であっ
た海洋生物の生態や遺伝的特徴等を、生物を水中からひきあげることなく研究できる。 
・ グリッパーには、フレキシブルで強靭な高分子ナノ繊維の層に接着した空洞の溝が付いた、薄く平
らな帯状のシリコン製の六本の「指」がある。指は 3D プリントした長方形のプラスチックの「手のひら」
にとりつけられていて、指の溝が水で満ちると、ナノ繊維でコーティングした方向に折れ曲がる。 
・ それぞれの指の圧力は人間のまぶたの 1/10以下の 0.0455kPAほどで、とても弱い。従来の柔らか
い海洋使用グリッパーの圧力は、これとは対照的で、約 1kPA ととても強い。 
・ 研究者たちは、非常に柔らかなグリッパーを特製のハンドヘルドデバイスにはめ込み、水槽の中の
人工的なシリコン製のクラゲをつかむ能力を試験、サンプルを採取する際の位置と、クラゲを捕獲する
際の最適な角度や速度を確定した。その後、ニューイングランド水族館にて、本物のゴルフボール大
のミズクラゲ、ブラバークラゲ、タコクラゲなどをグリッパーで掴む試験をした。 
・ グリッパーは、クラゲを一匹ずつデバイスの手のひらで掴むことができ、指の圧力が弱められるまで
離さなかった。また、離された後のクラゲには、ストレスなどマイナス影響はみられなかった。グリッパ
ーの指は、約 100 回開閉を繰りかえすことにも成功。 
・ 海洋生態研究者たちは、アクセス不可能な環境に生息する繊細な生物の捕獲が可能な、人間の手
のような繊細さを持つツールを長年待ち望んできた。新技術のグリッパーは、水中生物をより安全で
簡単に採取し、研究の速度と質を向上させ、海洋生物の複雑な生態系について、より多くの全体像を
提供。 
・ 今後は、デザイン性を精査し、グリッパーで捕獲した時のクラゲの生理的な反応を研究して、ストレ
スを与えない方法を考察する。本研究の共同主任研究者であるヴィース研究所 の Robert Wood 氏と
CUNY の David Gruber 氏は、Schmidt Ocean Institute の Designing the Future プロジェクトの共同
主任研究者でもあり、2020 年には Falkor 調査船に乗り込んで、様々な水中型ロボットを研究開発す
る予定。 

URL:  https://wyss.harvard.edu/a-gentle-grip-on-gelatinous-creatures/  

（関連情報)  

      

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

Ultragentle manipulation of delicate structures using a soft robotic gripper 

URL:  https://robotics.sciencemag.org/content/4/33/eaax5425  

  

http://news.mit.edu/2019/carbon-nanotubes-microprocessor-0828
https://www.nature.com/articles/s41586-019-1493-8
https://wyss.harvard.edu/a-gentle-grip-on-gelatinous-creatures/
https://robotics.sciencemag.org/content/4/33/eaax5425
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88-9 

ｱﾒﾘｶ合衆国・パ
デュー大学 

    2019/9/4 

「ヒューマンライクな」感覚を人工義手に付与する電子グローブ 
(Electronic glove offers ‘humanlike’ features for prosthetic hand users) 

・ パデュー大学、ジョージア大学およびテキサス大学が共同で、人工義手に装着することで、人間の
肌のような柔らかさ、温かさや外観を実現しながら圧力や温度等の情報をセンシングする電子グロー
ブ(e-glove)技術を開発。 
・ 同 e-glove は、伸縮性の薄膜フレキシブルセンサーとシリコンベースの回路チップを商用のニトリル
手袋に統合したもの。特別設計したリストウォッチに接続して、センサリーデータのリアルタイム表示
や、ポストデータ処理に向けたユーザーへのリモート送信ができる。 
・ 義手の形に沿ってシームレスにフィットする同 e-glove のマルチモーダルなセンサーが、圧力、温
度、湿度や電気生理学的な生体信号等の情報を収集。多様な肌の色合いの選択が可能で、リアリス
ティックな指紋や人工の爪も備え、人工義手ユーザーが多岐にわたる社会環境を快適に過ごすため
の手助けをする。 
・ 同 e-glove の製造プロセスはコスト効果的で大量生産も可能。高コストをかけて人工義肢に音声や
筋肉の制御装置を埋め込む他の新興技術とは異なり、ユーザーにとって入手が容易な選択肢を提供
する。 
・ 同 e-glove は、Purdue Research Foundation Office of Technology Comercizlization を通じて特許を
取得。同 e-glove の実証とその設計の最適化に向け、同技術の治験の協力者と人工義肢産業の専門
家を探している。 

URL:  
https://purdue.edu/newsroom/releases/2019/Q3/electronic-glove-offers-humanlike-
features-for-prosthetic-hand-users.html  

（関連情報)  

      

NPG Asia Materials 掲載論文(フルテキスト） 

Soft-packaged sensory glove system for human-like natural interaction and control of prosthetic 
hands 

URL:  https://www.nature.com/articles/s41427-019-0143-9  

【環境・省資源分野】  

88-
10 

ｱﾒﾘｶ合衆国・ラ
イス大学 

    2019/9/3 

ライス大学のリアクタが温暖化ガスを不純物のない液体燃料に転換 
(Rice reactor turns greenhouse gas into pure liquid fuel) 

・ ライス大学は、二酸化炭素を原料とする触媒のリアクタを開発。最新の試作モデルでは高純度で高
濃度なギ酸を合成。従来の二酸化炭素変換デバイスで生成するギ酸は、高価で高エネルギー集約的
な精製工程を要したが、新技術では高純度のギ酸溶液を直接生産でき、温室効果ガスである二酸化
炭素の再生可能エネルギー変換に拍車。 
・ 新開発の電解触媒を使用すると、エネルギー変換効率は約 42%に達し、電気エネルギーの約半分
が液体燃料としてギ酸に蓄えられることが判明。 
・ ギ酸はエネルギーキャリアであり、燃料電池用の燃料として発電し、二酸化炭素を分離、回収、再
利用することが可能。また、化学工業産業界では、ギ酸は二酸化炭素以外の化学物質の原料として
基本的な化学物質で、かつ水素の貯蔵材料でもあり、圧縮が難しい水素ガスの約 1,000 倍分のエネ
ルギーを貯蔵可能。水素燃料電池自動車の課題解決へ応用が期待。 
・ 強靭な 2D ビスマス触媒の開発と、反応に塩化物を必要としない固体電解質の開発という二つの要
素が、新技術のリアクタの開発を導いた。 
・ ビスマスは、銅や鉄、コバルト等の遷移金属と比較すると、とても重い原子で、反応条件下では移
動度も低く、触媒を安定化。 
・ リアクタは、触媒に水が接触しないように構成されており、触媒の保存が可能。 
・ 従来技術では、ミリグラムやグラム単位で触媒を作製しているが、新技術ではキログラム単位で作
製可能。産業化にむけた製造工程のスケールアップが容易となった。 
・ 高分子固体電解質は、正電荷を導電するためのスルホン酸の配位子や、負イオンを導電するため
のアミノ基質グループで覆われている。 
・ 二酸化炭素を取り出すためには通常、塩水のような液体電解質を使用する。真水に電気を通すに
は電解質の抵抗が強すぎるので、イオンが水中で自由に動けるように、塩化ナトリウムや炭酸水素カ
リウムのような塩を加える必要がある。 
・ しかし、同様の手法でギ酸を生成すると、塩が混合してしまい、アプリケーションの大部分は、最終
生産物から塩を除去しなければならず、多大なエネルギーとコストがかかる。 
・ 新技術では、不溶性ポリマーや無機化合物から構成された、プロトンを導電する固体電解質を使用
し、塩が不要。 
・ 溶液の濃度は、水が生成物のチャンバーを流れる比率で決定する。現存の遅い処理能力の設定で
は、比重約 30%のギ酸の溶液を生成。より速い流れでは、溶液の濃度をカスタマイズできる。研究チー
ムは、より高濃度な溶液を、純粋なギ酸蒸気を生成する気体流に対応したこの次世代型リアクタで生
成することを見込んでいる。 

https://purdue.edu/newsroom/releases/2019/Q3/electronic-glove-offers-humanlike-features-for-prosthetic-hand-users.html
https://purdue.edu/newsroom/releases/2019/Q3/electronic-glove-offers-humanlike-features-for-prosthetic-hand-users.html
https://www.nature.com/articles/s41427-019-0143-9
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・ ライス研究所では BNL と共同で、進行中の開発経過を観測。X 線吸収分光法は、BNL の国立シン
クロトロン光源 II の内部シェル分光法(ISS)ビームラインの強力な技術で、実際の化学プロセス中に、
オペランドの電解触媒の電子構造の精査が可能。異なる電位でビスマスの酸化状態を追跡し、二酸
化炭素還元中の触媒の活性状態を特定できた。 
・ 研究室では、現存のリアクタを使用して、ギ酸を 100 時間連続生成。リアクタの構成要素は、ナノス
ケールの触媒を含めわずかな劣化ですんだ。 
・ 研究チームは、本リアクタは、酢酸、エタノール、プロパノール燃料といった、より価値の高い製品の
製造用に、容易に作り替えられると提示。 
・ 二酸化炭素の削減は、地球温暖化に加えて、化学合成におけるグリーンケミストリーにもとても重
要。太陽や風などの再生可能な資源からエネルギーを得られれば、二酸化炭素をさらに排出すること
なく、重要な材料に転換するサイクルを作ることができる。 
・ 本研究は、米国エネルギー省 Office of Science User Facilities より支援を得た。 

URL:  
https://news.rice.edu/2019/09/03/rice-reactor-turns-greenhouse-gas-into-pure-liquid-
fuel/  

（関連情報)  

      

Nature Eenergy 掲載論文(アブストラクトのみ：全文は有料） 

Continuous production of pure liquid fuel solutions via electrocatalytic CO2 reduction using solid-
electrolyte devices 

URL:  https://www.nature.com/articles/s41560-019-0451-x  
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