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速報

国際標準化 ISO/TC266 Biomimetics 第 2 回総会

産総研ナノシステム研究部門ナノテクノロジー戦略室　関谷瑞木

昨年 10 月から始まったバイオミメティクスの国際標準化

のための国際標準化機構（ISO）の第 266 技術委員会（ISO/

TC266）の第 2 回総会が 5 月 22、23 日の 2 日間、フラ

ンスで開催された。フランス規格協会（AFNOL）がホスト

となり、パリ市に隣接するサンドニ市にある AFNOL の会

議室を会場とした。

日本からは、日本工業標準調査会（JISC）に設置されたバ

イオミメティクスに関する国内審議委員会の委員長である

東北大学の下村政嗣氏を代表とする 9 名が JISC の代表と

して参加した [1]。参加者は、フランスの AFNOL から７

名、TC266 の議長国であるドイツ規格協会（DIN）から 7

名、そして韓国、チェコ、ベルギーからそれぞれ 1 名であ

る。さらに第 1 回総会の後に積極的な参加国 Participating 

Countries（P メンバー）として新たにイスラエルが参加を

表明しており、2 名が出席した。アドバイザとしてスイス

ジュネーブの ISO 本部から職員 1 名が出席した。また、ア

ジェンダへの投票権を持たない Observing Countries（O

メンバー）としてはフィンランドから 1 名が参加した。P

メンバー登録を行っているものの中国、オランダは前回に

続いて今回も出席しておらず、第 1 回総会には参加してい

た英国も今回は欠席であった。

第 2 回総会では、昨年 10 月にベルリンで開催された第 1

回総会で立ち上げが合意された 3 つのワーキンググルー

プ（WG）；WG1 “Terminology and methodology”、WG2 

“Structure and materials”、WG3 “Biomimetic optimization”

のそれぞれにおいて、ドイツ技術者協会（VDI）が作成し

たガイドラインを基にしたワーキングドラフトの細部を詰

めてゆく作業が進められた。また、TC266 の議長と Task 

Group が共同で作成したビジネスプランの原案についての

採択も議論された。今回の TC266 第 2 回総会のアジェン

ダは、複数名の代表が参加していない国々に配慮し、全員

がすべての WG の議論に参加できるよう、2 日間かけて順

番に議論を行うよう組まれていた。

2012 年 10 月にドイツで開催された第 1 回総会に先立っ

て、日本は公益社団法人高分子学会にバイオミメティクス

研究会を立ち上げ、これを JISC の国内審議委員会とした。

第 1 回総会後に、北九州市で開催されたバイオミメティク

ス研究会で、第１回総会および日本の対応について報告が

行われた。第 1 回総会では、議長の選出、WG1 ～ 3 の設置、

BULLETIN
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各 WG のコンビナーの選出、Task Group の任命、次期会

合の日時、新たに WG4 を設置する提案などが採択された。

新 WG の設置の提案は日本から行われた。

その後は、第 2 回総会での日本の対応について 28 名の委

員を中心に戦略が練られた。P メンバーの投票にかけられ

ることが決まった WG4 設置の提案に関しては、特に入念

に準備が行われた。提案の核となるイノベーティブな発想

を支援する知識基盤について、研究を引っ張る北海道大学

の長谷山美紀氏と、データベースについての造詣が深い

（独）科学技術新興機構の恒松直幸氏を中心に準備が進め

られた [2]。投票が開始される直前には、WG4 で意図する

標準化の内容について各国の理解を得るため、P メンバー

国の標準化機関を訪問し、積極的なロビー活動を展開した。

投票の結果に基づいて総会で議論が行われた。

総会 1 日目

第 2 回総会 1 日目は、出席者の自己紹介、アジェンダの確

認に続き、まずは WG1 “Terminology and methodology”

の議論が行われた。WG1 “Terminology and methodology”

のコンビナーは VDI のガイドライン作成に携わったドイツ

の Heike Beismann 氏である。Beismann 氏による進行で

VDI のガイドラインを基礎にしたワーキングドラフトをた

たき台に議論を行った。ワーキングドラフト中で用いられ

ている言葉の意味や使い方、英語やフランス語の細かい言

い回しなどについての議論は白熱した。しかし、ワーキン

グドラフトの内容へ本質的な変更を加えるような、バイオ

ミメティクスの国際標準化の意義に関わるような議論は行

われなかった。しかも、第 2 回総会の直前に行われたウェ

ブミーティングで日本側が回答を求めた疑問点への対応も

されていなかった。今後、追加のコメントを受け付けると

して議論は終了した。

昼食をはさんで午後から WG3 “Biomimetic optimization”

についての議論が行われた。WG3 のコンビナーはドイツ

の Iwiza Tesari 氏である。Tesari 氏は WG1 のコンビナー

の Beismann 氏とは異なりワーキングドラフトの基礎と

なった VDI ガイドラインの作成には関わっていない。午前

の WG1 の議論と同様にワーキングドラフトに沿って議論

が進められた。本 WG は、その設置について話し合った前

回のベルリンでは最も議論となったが、今回は原案中の言

い回しなど、細かい校正的な議論の中心であった。

第 1 日目の終わりに、フランス政府が現在パリ市の北に

位置する Senlis 市を拠点に進めている産学官連携の一大

バイオミメティクス研究開発拠点の視察が組み込まれた。

Senlis 市から副市長と実務担当者の 2 名が TC266 総会に

フランス代表として参加していた。副市長は生物学者で

あり、実務担当者はフランスのバイオミメティクス研究

開発の推進の中核を担う Comité Français de Biomimicry 

Europa の中心人物でもある。Senlis 市で進められている

フランスのバイオミメティクス研究開発拠点整備について

は本号に掲載の平坂雅男氏による「フランスにおけるバイ

オミメティクス」に詳しく解説されている。

総会 2 日目

総会１日目の半ばにして、すでに総会 2 日目は検討すべき

アジェンダが多いことが誰の目にも明らかであった。1 日

目の終了時に、事務局からの提案で 2 日目の開始時間を予

定よりも早めること、終了時間は柔軟にし、あまり時間に

縛られずに十分に議論を行うことが決められた。

TC266 のビジネスプランについて、Task Group が事前に

3 回のウェブミーティングを行いドラフトをまとめてい

た。そのドラフトの内容について検討された。ビジネスプ

ランは各国のバイオミメティクス研究開発に関連する様々

な情報の共有と TC266 議論の方向性を明確化するもので

ある。当初は事務的に済むと思われていた議論は、用語の

使い方をきっかけに、国際標準化が影響を及ぼす範囲や国

際標準化の意義に関して踏み込んだ議論が交わされた。最

終的には、ドラフトに研究開発動向などに関して日本をは

じめとする参加国から提供された新たな情報を付け加えて

採択された。

ビジネスプランに関する議論に次いで、前回日本が提案し

た新しい WG の設立ついての議論が行われた。長谷山氏

と恒松氏より、改めて日本の提案の WG4 “Biomimetics – 

The knowledge infrastructure for biomimetics” で 意 図 す

ISO/TC266 Biomimetics 第 2 回総会参加者
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る国際標準化について紹介した。本提案は、第 2 回総会に

先立ち P メンバーによる投票にかけられ、基本的には賛成

票が投じられていた。ここで基本的には、と述べたのは、

ドイツから設立を反対するわけではないが、Preliminary 

Status の段階から議論を始めてはどうかと勧められてい

た。日本側はこれを了承し、WG4 の設立が合意された。

同時に WG4 のコンビナーとプロジェクトリーダーが決め

られ、暫定的に双方を恒松氏が務めることとなった。この

ように WG4 の設置がすんなりと進んだ下地には、数度の

国内審議委員会での入念な書類の準備、国内審議委員会の

委員長の下村氏と新提案の核となる研究を行っている北海

道大学の長谷山氏を中心として P メンバー国への事前の説

明に赴いたことがある。

WG2 は、前回の総会の際に会議の進行の必要上、ドイツ

の研究者を暫定的なコンビナーとした。事務局はその後各

国に立候補を促していたものの、第 1 回以降、半年以上コ

ンビナーが不在のままであった。第 2 回総会の直前にベ

ルギーからの立候補があった。第２回総会では、ようやく

WG2 のコンビナーが選出された。コンビナーはベルギー

の Stephan G. Hoornaert 氏が、プロジェクトリーダーを

（独）物質・材料研究機構の細田奈麻絵氏が引き受けるこ

ととなった。WG2 はコンビナー不在が続いたため、本来

開くべきウェブミーティングを総会前に開催できず、全く

原案についての議論が進んでいなかった。そこで、標準化

までの期限を WG1 および 3 と同じ 2014 年ではなく、4

年後の 2015 年まで伸ばすことが事務局より提案され、了

承された。次回の第 3 回の総会で WG2 について集中的に

議論することも提案された。この提案を、初日に第 3 回総

会のホストを引き受けることを表明していたチェコが了承

し、2013 年 10 月末に開催の予定が組まれた。

前回、戦略を持って総会に参加していたのは発案国の

ドイツ、事前に十分な準備を行った日本のみであった

が、今総会では韓国代表から、韓国が技術的な強みを持

つ計測分野で提案が行われた。バイオミメティクスな表

面の濡れ性の計測手法の国際標準化を目指す新しい WG 

“Characterization of wettability of biomimetic surface” を

立ち上げる提案がされた。

M. Ata, Source; ISO/IEC Directive Part 1

プロジェクト段階マトリックス

第 2 回総会で合意された主な事項
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今後について

TC266 での議論の行方は将来のバイオミメティクス市場

がどのように形作られ、発展するのかを左右する。認証ビ

ジネスに一日の長があるドイツは、はっきりと製品化の先

を見据えて総会での議論を支配している。フランスは、バ

イオミメティクス研究開発に対する政府の積極的な財政

的・政策的な支援を背景に、先を行くドイツに対する自国

の立場をなんとか有利なものへと変えようと腐心している

ように思われる。新たに参加を表明したイスラエルは、投

資による研究開発の活性化とそれによる自国産業の振興が

最大の関心であることを隠していない。前回は様子見の体

が強かった韓国もまた、戦略的な優位を確保できる技術分

野での新 WG の設置を提案してきた。

日本は、今回無事に設置が認められた WG4 以外の WG1

～ 3 に関してはまだ戦略的な対応が十分になされてはいな

い。今後日本の対処方針に関する議論をさらに詰める必要

があるだろう。日本がリードする WG4 も出発点に立った

に過ぎず、最終的な国際標準化に向けて国内の支援体制の

充実を図るなど一層の努力が必須である。

このように日本のバイオミメティクス研究開発を支援し、

民間事業者のバイオミメティクスの産業化に有用なルール

を形作るために慎重に検討すべき事項が山積みといえる。

先に述べたように TC266 のビジネスプランは議論の末に

採択された。議長の事前の予想を超える長さとなった議論

は、環境、持続可能性、教育といった文化的背景に踏み込

むものであった。社会的責任についての国際標準化「社会

的責任ガイダンス規格 ISO26000 に欧州的な文化が色濃く

反映されたように、バイオミメティクスの国際標準化は、

将来的には、研究手法や製品化などバイオミメティクスの

様々なアプローチの非常に広範な影響を及ぼすと考えられ

る。技術的な議論には各国の文化、思想、歴史までをも包

含するものとなるのは確実である。これは研究開発や技術

の応用の手法そのものを規格化しようとしている WG3 に

おける議論にも通じるものである。バイオミメティクスの

研究開発において着想を得る対象を、人を取り巻く環境の

すべてに広げようとするものであり、このようなドイツの

アプローチは 2011 年に開催された BIOKON おいてもすで

にはっきり見て取れると指摘されている [3]。

今後の対応を考える際、バイオミメティクスと同様に新興

の科学であり、様々な不確実性とともに研究開発そのガバ

ナンスが進められているナノテクノロジーの様々な経験か

ら学ぶことは多い。欧州の環境規制の一つである RoHS 指

令は 2011 年に改訂が審議され、移行期間を経て現在は加

盟国で国内法化されている。この改訂の審議の過程で多層

カーボンナノチューブとナノ銀の 2 種のナノ材料が規制の

対象として検討された。半年に及ぶ欧州議会内での議論や

パブリックコンサルテーションなどを経て、最終的には改

訂案の対象から外されたという出来事があった [4]。現在

バイオミメティクスの TC での議論がいずれ欧州における

環境規制の内容へ波及する可能性は小さくない。次回の第

3 回総会まで間がないが、現在の TC266 での議論が将来

どのよう産業化やビジネス展開に影響してくるのか、深読

みのし過ぎと一笑に付さず、十分考え、戦略を練って対応

すべきと考えている。

現時点での TC266 の参加国は 10 カ国、第 2 回の総会

の出席者は全部で 30 名であった。これは、たとえば総

会ごとに 200 人近い出席者を数えるナノテクノロジーの

TC229 などの大所帯の TC に比べるとコンパクトな TC で

ある。「良い」国際標準を作成するために不可欠な参加国

間の円滑な意思疎通にとっては利点であり、交渉ごとが苦

手とされる日本にとっても悪いことではないと思われる。

参加国はウェブミーティングを利用して、次回の総会まで

に各 WG においてさらに議論を重ねる予定である。高分子

学会バイオミメティクス研究会は情報共有の一環として第

２回総会の報告会を兼ねたシンポジウムを６月 20 日に開

催する。関係者間での十分な情報の共有は、今後の日本の

国内審議委員会における適切な戦略の構築に核となると考

えている。

References：
[1] 公益社団法人高分子学会バイオミメティクス研究会
http://main.spsj.or.jp/c12/gyoji/biomimetics.php

[2] 科学研究費補助金新学術領域「生物多様性を規範とす

る革新的材料技術」
http://biomimetics.es.hokudai.ac.jp

[3] PEN, June, 2011, Vol. 2, No.3, p16-21, 西村聡 , 穂積篤 , 

真原仁

[4] PEN, May, 2011, Vol.2, No.2, p10-12、阿多誠文

[5] PEN, October, 2010, Vol.1, No.7, p17, NBCI
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寄稿

フランスにおけるバイオミメティクス

帝人株式会社　平坂雅男

1. はじめに

東北大学下村政嗣氏を代表とする ISO/TC266 Biomimetics

日本審議委員会のメンバーが 2013 年 4 月に、フランスの

サンリス（Senlis）市を訪問し、ヨーロッパにおけるバイ

オミメティクス研究拠点の構築計画を聞く機会を得た。ま

た、5 月にも同メンバーがサンリス市を再度訪問している。

本報告では、サンリス市の研究拠点の計画を紹介するとと

もに、その背景となるフランス政府の動き、標準化、企業

動向などについても調査した結果をまとめた。フランスで

は、Biomimétisme, Biomimétiques, Biomimicry 等 の 用 語

が使用されている。Biomimétism は、Biomimicry と同様

な言葉として使用されているが、哲学的な意味を含めて用

いられ、技術に関連することだけでなく、組織やサービス

などを含む広義の意味で、イノベーションにつながる技術

として認識されている。

2. フランス政府の動き

2007 年 3 月フランス上院から「持続可能に寄与する科学

技術−生物多様性は打撃か、チャンスか？−」と題した報

告書が発表されている [1]。現在の工業プロセスはエネル

ギーや原料コストなどの問題に直面しており、一方、生物

プロスセスにはそれらを解決する多くの策があると考えら

れている。そして、生物多様性にも起因する生物の成功例

に学び、ナノテクノロジーにより進歩したバイオテクノロ

ジーと生物学との組み合わせが次の産業革命を生み出すと

している。

この報告書に続き、エコロジー・持続可能開発・国土整備

省（CGDD）は、「グリーンエコノミクス実現のためのバイ

オミメティクスの役割に関する調査報告」を 2012 年 10

月に発表した [2]。この調査報告では、バイオミメティク

と経済、バイオミメティクスの産業の現状と将来、持続可

能な農業生態系の開発への利用などについて言及してい

る。

フランスにおける現状の課題は、この分野における研究が

多く行われているが、企業での開発やバイオミメティク製

品とよべるものがほとんどない状態である。また、バイオ

ミメティクスの技術は環境経済の観点からも有望である

FEATURES
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図 1　バイオミメティクス拠点のコンファレンスセンターとなる建屋

が、研究が進んでいないことから、この分野での研究資金

を増加し、研究者交流により研究を加速する必要があると

考えている。さらに、バイオミメティクスへの関心は高ま

りつつあるが、米国やドイツのように先導する団体がなく、

情報共有の場がない状態にある。このため、学際領域研究

の促進、基礎研究の重視、産学連携、ライフサイクル評価、

標準化などについての対応が必要であることを指摘してい

る。

バイオミメティクスの応用において、持続可能性を評価す

ることは、製造プロセス全体を解析しなければならないこ

とから難しい課題であると述べているものの、研究開発拡

大のための公共投資の必要性を指摘し、また、バイオミメ

ティクスはグリーンエコノミクスの観点から、高い可能性

を秘めた技術革新の方法であることも指摘している。そし

て、バイオメミティクスの利用促進のために、研究開発や

製造方法の技術革新などのプロジェクトを推進すべきであ

ると結論づけている。

一方、バイオミメティクスの防衛用途への応用について

も考えられている。フランス国防省の下部組織である装

備 総 局（DGA; Direction Générale de l'Armement） の B. 

Mortaigne は、サンリス市のバイオミメティクス拠点にお

けるオープニング会議で、「バイオミメティックスの軍事

応用におけるイノベーション」と題した講演を行っている

[3]。

防衛システムの将来に関して、新技術の探索やその技術

の産業化の可能性について言及している。DGA の研究と

サイエンスイノベーションのためのミッション（MRIS 

;Mission pour la recherché et l’innovation scientifique）に

は、9 科学分野、①情報工学とロボティクス、②流体構造、

③通信技術、④ナノテクノロジー、⑤フォトニクス、⑥材

料化学とエネルギー、⑦生物学とバイオテクノロジー、⑧

人間工学、⑨環境と地球科学が設定されている [4]。

材料・プロセス研究のターゲットとしては、構造材料、機

能材料、化学、除染、プロセスシミュレーション、発電・

蓄電などのエネルギー物資や技術が含まれている。

バイオミメティクスの具体的な応用としては、装備品の快

適性を追求するナノ構造材料や繊維、衝撃保護として貝殻

や真珠の層構造に着目、ステルス性ではカメレオン機能や

光学的反射特性の利用、エンジン部品では鳥の翼からのヒ

ント、検出センサとして生物の目の機能を模倣、エネルギー

技術としてのバイオミメティクス触媒、保護・低抵抗の観

点からバイオフィルムや撥水・親水技術、除染における生

物の毒性除去機能の活用、また、新燃料としての藻類を代

表とするバイオリソースの可能性をあげている。研究の成

果については、公表されている MRIS の 2011 年次報告書

には記載されていないが、今後のその一端が報告されるこ

とになる。

3. サンリス市のバイオミメティクス拠点

フ ラ ン ス で の 一 連 の 政 府 報 告 書 が 公 表 さ れ る 以 前 か

ら、 ヨ ー ロ ッ パ で の 動 き は 始 ま っ て い る。 非 営 利 団

体 Biomimicry Europe は、J. Benyus, G. Chapelle , L. 

Schuitenrani らが中心となって、2006 年に設立された。

Biomimicry Europe の主なミッションは、欧州でのバイオ

ミメティクスの普及である。その後、バイオミメティクス
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フランス委員会（日本の NPO 法人に対応する組織で、フ

ランスではアソシエーションと呼ばれる組織）が、2010

年にパリで設立された。そして、2012 年秋には、欧州に

おける最初の研究開発クラスターとして、パリから 50km

北に位置するサンリス市にバイオミメティクス拠点の構築

が発表された。

サンリス市は、12 世紀から 13 世紀に商業で栄えた地域で、

現在では、中世の城壁や街並みが観光地となっている。サ

ンリス市には、市近郊のコンピエーニュで亡くなったフラ

ンス革命で活躍したミッシェル・オルドネ将軍の名に由来

するオルドネ・キャンプがあり、今まで、フランス陸軍第

41 通信連隊が駐屯していた。この部隊が撤退した後の駐

屯地（100,000m2）に、バイオミメティクス拠点を設立す

るために、現在、研究施設、ホール、ビジネスセンター、オー

プンラボ、住居を含む総合的な施設の整備が進められてい

る。旧兵舎をそのままの形で利用し内部を整備し活用する

予定で、歴史的な外観は保つ計画である。例えば、敷地内

の乗馬訓練施設（図１）は、コンファレンスセンターとし

て活用される計画である。

現在、資金調達の段階ではあるが、基盤構築に 1.6 百万ユー

ロ、研究開発施設に 2.6 百万ユーロ、研究者の住居に 3.8

百万ユーロ、敷地整備に 2 百万ユーロ、ビジネスセンター

に 1 百万ユーロ、企業支援に 0.3 百万ユーロと、総額にし

て約 12 百万ユーロの経費が必要と報じられている [5]。

サンリス市に拠点を形成するメリットとしては、地域の持

続可能な開発のための戦略に適合していることや、サンリ

ス市近郊のラン（Laon）市の産業・農業資源クラスター

（IAR; Industries & Agro-Ressources）のミッションにも適

合していると言われている [6]。さらに、ピカルディ・ジュー

ル・ヴェルヌ大学、電子電気工学技術高等学院（ESIEE）

や、バイオバレーと呼ばれる地区にあるコンピエーニュ工

科大学（UTC）、ラサール工科研究所、国立産業環境災害

研究所（INERIS）、機械工業技術センター（CETIM）、また、

有機化学・鉱物学高等学院（ESCOM）等と距離的に近い

メリットもある。そして、フランスの航空産業を支える

AEROLIA 社のメオルト（Méaulte）市の工場との距離も近

い。企業との連携については、ロレアル、ソフィプロテオ

ル（Sofiprotéol）、アルケマ、クラリアント等の企業名が

あがっている。サンリス市訪問時の情報によれば、この研

究拠点に 15 企業が参加する予定になっている。

サンリス市の Pruche 副市長は、「このプロジェクトは、バ

イオミメティクス発展に向けた研究機関と企業とのコラボ

レーションの場の構築でもあるとともに、地域経済の発展

にも寄与する。」と述べている。このプロジェクトにより、

バイオミメティクス拠点で 350 名の雇用が創出され、また、

120 から 140 名の学生が初期に受け入れられる見込みで

ある [7]。

4. 標準化の動き

フランスの標準化への動きは、2011 年 5 月にドイツ規

格協会（DIN）が国際標準化機構（ISO）に提案したこと

から始まり、翌月には、フランス規格協会（AFNOR）が

戦略評議会（CoS; Comites Strategiques）、標準化評議会

（CN ; Commissions de Normalisation existantes）、 お よ

び、3,000 名を超える関係者に対してアンケートを実施し

た。その後、アンケート結果を参考にフランス案が起草さ

れ、2011 年 9 月には AFNOR から提案書が提出されてい

る。2020 年までにバイオミメティックによる新たな市場

が創出されること、また、ISO 規格の重要性を考えるとフ

ランスは標準化作業に参加することが不可欠と考え、専

門委員会（TC ;Technical Committee）のスタートに賛成

票を投じた。各国の投票の結果、2011 年 12 月には ISO/

TC 266 Biomimetics がスタートし、2012 年には AFNOR 

が ISO/TC266 に対応する組織となり、同年 10 月の第 1

回 TC266 会議には、2 名の担当者が出席している。また、

2013 年 5 月にパリで開催された第 2 回会議には、AFNOR

の担当者のみならず、サンリス市副市長やバイオミメティ

クスフランス委員会からも担当者が出席している。さらに、

会議期間中には、サンリス市のバイオミメティクス拠点構

築が紹介され、サンリス市への訪問も企画された。このサ

ンリス市での会合では、Loiseleur 市長が自らバイオミメ

ティクス拠点への期待を ISO 委員会メンバーに対して語っ

ている。

5. フランスにおけるバイオミメティクス研究

フランス国内の有力な研究者は、エコロジー・持続可能

開発・国土整備省の調査報告書 [2] に記載されている。J. 

Casas（Research Institute for the Biology of Insect） は、

昆虫の空気センシングのメカニズムを、MEMS センサの

設計に応用する研究を行っている。T. Coradin（LCMCP：

The Laboratory of Condensed Matter Chemistry of Paris）

は、珪藻における珪化メカニズムを複製した生合成シ

ステムの研究を行っている。M. Fontecave（Collège de 

France）は、金属タンパク質の構造と反応性を解析し、化

学合成における選択的触媒反応への応用を研究している。

Y. Le Maho（フランス国立科学研究センター：CNRS）は、
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オウサマペンギンの生態系調査を行っているが、ペンギン

が胃の中に蓄えた栄養素で、過酷な環境のなかで孵化した

ひよこ（雛）を養うための能力に着目し、タンパク質の構

造解析から食品の保存や新薬創出のための抗菌性の研究に

つなげている。また、C. Vendrely（l’universite de Cergy-

Pontoise）は、蜘蛛の糸の研究から生体材料への応用を考

えている。

一 方、 欧 州 連 合（EU） の 研 究 枠 組 み 計 画（Framework 

Program）は、世界最大規模の産学官連携イノベーション

システムであり、2007 年から 4 項目のプログラム（協力、

構想、人材、能力）に基づいた第七次研究枠組み計画（FP7：

期間は 2007 年～ 2013 年）がスタートしている。FP7 の

実施にあたり、500 億ユーロ以上が EU 予算から支出され

ている。現在、フランスが代表国となっている FP7 のバ

イオミメティクスの関連の研究プロジェクトは 10 以上あ

る。その多くの研究プロジェクトは終了したが、研究内容

は触媒、光合成、細胞工学と分野は様々である。現在、フ

ランスが代表国を務めている実施中のプロジェクト（2013

年 5 月時点）は 2 件であり、そのひとつに、グルノーブ

ル工科大が中心となる細胞工学研究としてのバイオミメ

ティクフィルムの研究がある。具体的には筋骨格系の研究

が進められている。また、CNRS のチームは、アクチンの

ダイナミックスをバイオミメティクアッセイにより評価す

る研究を行っている。

一 方、 研 究 支 援 組 織 も あ り、 そ の ひ と つ で あ る

Biomimethic は、シンクタンクであり、また、投資ファン

ドを有している。設立の背景には、ローヌ・アルプ州の

高機能繊維競合クラスター、 アルザス - ロレーヌ地方の繊

維産業クラスター、ピカルディ地方の IAR、また、北フラ

ンスのノール・パ・ド・カレー地域の持続可能に寄与す

る材料開発クラスター（MAUD; Matériaux et Applications 

pour une Utilisation Durable）の支援のためとも言われて

いる。Biomimethic は、年次フォーラムやコンサルティン

グを通じてのバイオミメティクスの普及活動、および、産

業化に向けた研究支援を行っている。これらの運営費は、

年間 200 万ユーロである。

また、Institut INSPIRE は、2008 年に設立された団体で、

生物多様性に基づく戦略を企業や地方自治体に提供するコ

ンサルティングを行っている。バイオミメティクスに関し

ては、Biomimicry Europe と提携するなど、研究支援活動

にも力を入れている。

中小企業の支援組織としては、2009 年に設立されたパリ

地域イノベーションセンター（Le Centre Francilien de l’

Innovation）がある。地方政府と起業支援イノベーション

振興機構（OSEO）からの支援とともに、企業からの出資

で運営している。バイオメミティクス関連では、Eurobios

社（シミュレーションソフト）、 Kinomé 社 （木に関する

エンジニアリングとコンサルティング） 、そして、Eel 

Energy 社 （海流発電）を支援している。

7. 企業の動き

大手企業のエアバスの航空工学研究部長である D. Darracq

によれば、エアバスでは蓮の葉の表面の撥水性を航空機の

アイシング対策として応用する研究を進めている [8]。ま

た、摩擦の特性を実現するようなサメ肌に触発された “ リ

ブレット ” の研究を行っている。サメの肌は滑らかではな

いが、代わりに溝の形で微細構造を作っており、この構造

によりサメは泳ぐ際の摩擦を低減し、エネルギー効率と速

度を向上させていることがわかっている。実際の飛行試験

で、このようなサメ肌構造の表面が効果をもたらし、CO2

排出量を削減することが確認されている。このサメ肌リブ

レットは、ルフトハンザ航空が検証実験を実施しており、

ルフトハンザ航空のホームページでも取りあげられてい

る。

一方、翼端のウィングレットは、飛行性能を向上させるた

めに、草原に生息する鷲の翼の形状に触発されている。こ

のようなウィングレットは A380 で採用され、また、同

様に、A320 はさらに空力効率を増加させる大きなフィン

"Sharklets" が装備されている。バイオミメティック研究に

おいては、最適化問題を解決するために遺伝的アルゴリズ

ムを使用している。最近では、同社のホームページから、

巡航高度では鳥の編隊飛行のような航法を導入することで

空気抵抗を減らし、燃料消費を抑制できるような技術や、

また、鳥類の骨構造を模倣して航空機の機体構造を設計す

るなどの将来技術にも関心が高いことがわかる。

バイオミメティクスによる設計として、ルノーのコンセプ

トカー "Twin’Z" には、木からインスピレーションを得た

とされる自動車のホイールキャップが装着されている。一

方、化粧品のロレアルは、毛髪の研究からセラミドがキュー

ティクルを保護し毛髪保護効果があることを明らかし、人

工セラミドを開発しヘアケア用品に利用している。

バイオミメティクスの技術を探索し、自社での活用を検討

している企業もある。スエズ・エンバイロメント（Suez 

Environnement）社は、フランスに本社を置く水処理・

廃棄物処理会社であるが、2010 年に投資ファンド "Blue 
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Orange" を立ち上げ、水処理・廃物処理への革新的技術の

開発支援を行っている。初期段階では、0.5 から 200 万ユー

ロの投資が可能である。具体的には、生物学的プロセスに

よる有機物の分解技術や水処理機器の部品デザインにバイ

オミメティクスを活用することに関心が高い [9]。

7. おわりに

フランスにおけるバイオミメティクスへの関心は高く、政

府、バイオミメティクス拠点となるサンリス市のような地

方自治体、大学・研究機関、そして、企業が急速に連携を

図ろうとしている。ドイツの BIOKON のような団体はな

いものの、今後、サンリス市のプロジェクトを中心とした

組織体制ができるであろう。政府は、バイオミメティクス

を科学技術政策として位置づけ、環境技術としての関心が

高いだけでなく、防衛技術としての応用展開を図ろうとし

ていることは驚くべきことである。フランスが提言してい

るように、政府による研究開発投資、学際領域研究の促進、

産学連携などが着実に前進している印象を受けた。
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韓国の化学物質管理関連法の制定 - その背景と示唆点

産総研ナノシステム研究部門ナノテクノロジー戦略室　安順花

最近韓国国会において化学物質管理に関する 2 件の法律が

可決した。韓国版「化学物質の登録、評価、認可及び制限

に関する欧州議会及び理事会規則（REACH）」ともいえる

「化学物質の登録及び評価等に関する法律」と、既存有害

化学物質管理法を全面的に改定しその名前も改めた「化学

物質管理法」である。

今回可決した韓国のこれら化学物質管理関連法の背景に

は、化学物質管理に関する国内外の大きな動向の変化があ

る。

まず、国外の要因としては、2006 年 EU の「電気・電子

製品での特定有害物質使用を制限する指令」（RoHS）をは

じめとして、海外の化学物質に対する規制が益々厳しくな

りつつある状況が挙げられる。2007 年 REACH、2010 年

日本の改正化審法、同年中国の新化学物質環境管理弁法

等々、主要各国の化学物質管理関連規制が様変わりし、環

境への配慮が国際競争力の優位確保に繋がるとの考えも浸

透しつつある。この様な動向のなかで、世界第 5 位の規模

を有する化学物質輸出国である韓国としても、化学物質管

理規制強化という世界の潮流に調和を図らざるを得ない。

次に国内の要因としては、韓国内で化学物質管理の不手際

による事故が相次いでいることが挙げられる。2011 年に

はじめて報告された加湿器の殺菌剤による死亡事故では、

現在までにその被害者は120人を超えた。これに留まらず、

今年入ってからは有害物質の漏出・爆発事故が相次いでい

る。1 月 12 日、ポリシリコン製造工場で保管中の塩酸が

漏出する事故では、近隣住民約 700 人が緊急避難を余儀

なくされた。その後も強酸であるフッ酸や、塩素、アルゴ

ン等の有害ガス漏出事故が相次いだ。事故の当事者はサム

スン電子、大林産業、現代製鉄等大手企業も多く、名立た

る大手企業でさえ化学物質に対する管理策が不十分だった

ことが明らかになった。また多くの化学物質の管理や有害

物質の取扱が下請に任されており、親事業者は事故が起

こっても責任を逃れようとしたことも明らかになった。こ

れら一連の事故は国民に企業における化学物質管理に関す

る不安感を抱かせており、国による化学物質管理策の強化

を求める声も高まっている。

ハザード管理からリスク管理へ

「化学物質の登録及び評価等に関する法律（以下化評法）」

では、2015 年 1 月 1 日から年間 1 t 以上製造・輸入され

る既存化学物質とすべての新規化学物質に対して有害性審

査が義務づけられる。化評法は化学物質の製造・輸入に先

立つ有害性審査を義務付けることで、リスク関連試験デー

タがなければ上市なしの “No Data, No Market” という事前

予防管理の概念を導入したものであり、有害化学物質含有

製品に対するリスク評価と安全・表示基準を規定すること

でこれまで毒性中心のハザード管理からリスク管理への転

POLICY REPORT
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換を意味する。

化評法の主要な内容は次のとおりである。

1. 化学物質の報告・登録

すべての新規化学物質又は年間 1 t 以上の既存化学物質

の事前登録が義務付けられた。

＊ただし、健康や環境に深刻な被害を及ぼす懸念の大

きい物質に対しては、1 t 未満でも登録

＊製造・輸入前の事前登録が必要であるが、評価委員

会の審議を経て指定・告示された登録対象の既存化学

物質は登録猶予期間を付与

2. 有害性審査・リスク評価

登録された化学物質に対しては有害性の審査後、有毒

物質を指定

製造・輸入量が年間 10 t 以上の化学物質に対してリス

ク評価

＊段階的に基準を強化（2015 年 100 t → 2017 年

70 t → 2018 年 50 t → 2019 年 20 t → 2020 年 10 t）

3. 許可物質等の指定・変更

リスク懸念物質は許可物質と、リスクのある物質は制

限物質若しくは禁止物質として指定・告示

4. 化学物質の情報提供

登録された化学物質の譲渡人は譲受人に有害性・リス

ク情報、安全使用情報等を提供

下位使用者・販売者は製造・輸入者が報告・登録のた

めに要請する場合、用途・曝露情報等を提供

5. リスク懸念製品等の管理

有害化学物質含有製品の生産・輸入者は、製品内の含

有物質別総量が 1 t を超えた場合、環境部長官に申告

リスク懸念製品の品目別リスク評価、製品の安全・表

示基準の告示、不適合製品の販売禁止等回収命令

6. 補則等

国外の製造・生産者より選任された者による登録等の

業務遂行が可能

化学物質の報告・登録、有害化学物質含有製品の申告

等手続の電子的処理のため、情報処理システムを構築・

運営

化学物質の情報提供、リスク低減・予防等の技術開発

のためにグリーン化学センターを指定・運営

絶えない化学物質事故、予防につながるか

最近後を絶たない化学物質事故は現行「有害化学物質管理

法」による化学物質管理や事故対応の限界を露呈し、国民

の不安感を募らせ、抜本的な管理対策の必要性を痛感させ

た。これを受けて化学物質に対する事前予防管理体系を強

化し、事故発生の際の迅速な対応を図るため、現行有害化

学物質管理法を全部改定の上、化学物質管理法が成立した。

化学物質管理法の主要内容としては、

・化学物質の管理や化学物質による事故への対応のため

の法律体系作成

・化学物質に対する調査を拡大、改良点及び調査結果の

情報公開手続の策定

・有害化学物質取扱者の保護具の着用や陳列・保管量の

制限根拠の制定

・化学物質による事故の環境評価制度を導入、および取

扱施設の検査を通した改善の指導

・有害化学物質の営業を区分し、化学物質による事故の

環境影響評価、設置検査等の検討を通した許可の決定

・有害化学物質の取扱を請負する場合、申し出をした事

業者の事業規模に従った有害化学物質管理者の選任及

び安全教育受講の義務化

・化学物質による事故発生の際の、初動対応体制の強化

及び関係機関への速やかな報告の義務化

・化学物質による事故発生の際の現場調整官の派遣及び

特別管理地域の指定、専担機関の設置根拠の設定

・法規に違反した事業場に対する制裁の強化等

一連の事故から企業の責務を強化したことに対しては企業

側も共感するものの、事故に対する制裁については意見の

食い違いがある。同法では現行最大 3% である化学物質漏

出・流出事故に対する制裁課金を、当該事業場の売上高の

5% へと引き上げた。また、下請負人の違反行為を請負人

の行為とみなすと規定している。関連企業は制裁課金があ

まりにも過重であり企業の存続が危うくなることや、下請

負人の安全順守の責任まで請負人に一方的に転嫁すること

に反対を示している。

今回成立した化評法や化学物質管理法の下位法令がまだ整

備されていないので緩和の余地は残されているものの、徹

底的な事前予防管理策や企業の責任の強化は世界の潮流で

あり、企業経営のグローバル化に伴って国際的な調和の態

勢を構築していくことが韓国国内でも強く求められるよう

になっている。

References：
[1] 環境部
http://www.me.go.kr/web/287/me/common/board/detail.do?idx=184623&decorat

or=me&boardId=notice_02

[2] 韓国国会
http://likms.assembly.go.kr/bill/jsp/BillDetail.jsp?bill_id=PRC_Y1G3I0H4H2V4T1Z1

Q3Q6P3H2Q8T3S2&list_url=/bill/jsp/LatestPassedBill.jsp
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海外動向

EC、中東の研究施設の支援で CERN と連携（2013.5.28）
欧州委員会（EC）は、中東の主要な研究施設を欧州原子

核共同研究機構（CERN）と連携して支援すると発表した。

具体的には、シンクロトロン光源の中東の数カ国が共同で

建設する SESAME プロジェクトを支援する予定。SESAME

は中東でもっとも野心的な研究プロジェクト。施設完成の

暁には中東の研究者による先進的な材料や文化財などの分

析が可能になる。SESAME はヨルダンに本部が置かれ、バー

レーン、キプロス、エジプト、イラン、イスラエル、パキ

スタン、パレスチナ自治政府、トルコが参加している。プ

ロジェクトは科学的な目標だけでなく、地域の平和を科

学技術分野での協力を通して実現することも目標として掲

げている。EC は、これまでに別の協力機関を通じてプロ

ジェクトに 300 万ユーロを提供しており、今回は実際に

SESAME と働く CERN の活動資金として 500 万ユーロの

資金を提供する。施設は 2015 年に稼働の予定。
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-468_en.htm

女性は男性よりも注意深く商品ラベルを読む（2013.5.28）
アラバマ大学の研究チームによって、食品を購入する際に

女性の方が男性よりも注意深く様々な表示を読んでいるこ

とが明らかにされた。研究チームは 19 歳から 70 歳まで

の 573 人の男性と 809 人の女性を対象に調査を実施した。

その結果、女性はラベル、健康への効き目、含有物一覧、

摂取量を男性よりも頻繁に読むこと、そのようにして得た

情報を購入の判断材料としていることが判明した。また、

調査によると年齢や人種もラベルへの注意の払い方に影響

するという。たとえば、51 歳から 70 歳の男女のほうが

若い男女よりもきちんとラベルを見ているという。

http://www.foodproductiondaily.com/Packaging/Women-read-food-labels-more-

than-men/?utm_source=newsletter_daily&utm_medium=email&utm_campaign=New

sletter%2BDaily&c=0Flk0DMKh%2FP2aGiR3J5OYQ%3D%3D

ナノテクノロジーの食品・医薬品応用の規制策（2013.5.28）
経済開発協力機構（OECD）に設置されているナノテクノ

ロジー作業部会（WPN）は、食品と医薬品分野へのナノ

テクノロジーの応用と管理に関する概要をまとめる調査プ

ロジェクトを実施した。本プロジェクトはナノテクノロ

ジー食品・医薬品のインベントリ作成、研究、規制策、法律、

政策等についてまとめるため 2010 年に開始された。実際

の調査は、WPN の参加国 12 カ国の情報提供を受ける形で、

2011 年から 2012 年にかけて行われた。本調査で、回答

を寄せた国々では、食品あるいは医薬品に適用される既存

の法令で管理されていることが明らかにされた。
http://www.safenano.org/KnowledgeBase/CurrentAwareness/ArticleView/

tabid/168/ArticleId/326/Regulatory-frameworks-for-nanotechnology-in-foods-and-

medical-products.aspx

デンマーク環境庁、ナノ材料の環境影響評価プロジェクト
を開始（2013.5.28）
デンマーク環境保護庁はナノ材料がデンマークの環境へ及

ぼす影響を調査する事業をデンマークの技術コンサルタン

ト COWI へ委託する。COWI は二酸化チタンナノ粒子、銀

ナノ粒子、銅ナノ粒子など計 10 種のナノ材料の詳細リス

ク評価を実施する。調査結果は、将来策定されるリスク低

減策の基礎となることが期待されている。
http://nanotech.lawbc.com/2013/05/articles/international/danish-epa-

commissions-project-to-assess-environmental-risks-of-nanomaterials/
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フランス、ナノ材料登録の届出期限を延長（2013.5.10）
フランスの環境・持続可能性開発・エネルギー省は、ナ

ノ材料登録の初年度分の届出の期限を当初の期限である

4 月 30 日から 2013 年 6 月 30 日まで延長すると発表し

た。同省によると、4 月 30 日の時点で 1991 件の届出を、

457 社から受けたという。期限の延長は、多様な関係者の

参加を促すためと、複数の業界からの要請を受けたためと

説明されている。
http://nanotech.lawbc.com/2013/05/articles/international/eu-member-state/

france-extends-deadline-for-reporting-nanomaterials/

IRSST と NanoQuebec、ナノ材料への労働者曝露研究を支
援（2013.5.8）
カナダのロベールソウベ労働安全衛生研究所（IRSST）と

NanoQuebec は、共同で新たにナノ材料への労働者曝露研

究を支援することを表明した。マギル大学による保護具の

有効性評価研究とモントリオール大学による２件、作業環

境の大気中ナノ粒子の抽出とキャラクタリゼーションの手

法開発と検証およびナノ粒子の肺と皮膚曝露の評価のため

の NanoBadge のプロトタイプの開発と検証の計 3 件の研

究が対象となる。支援の期間は 2 年を予定している。
http://nanotech.lawbc.com/2013/05/articles/occupational-health-and-safety/

irsst-and-nanoquabec-will-fund-research-on-worker-exposure-to-engineered-

nanoparticles/

EPA、 リ チ ウ ム イ オ ン バ ッ テ リ ー の LCA 報 告 書 公 開
（2013.5.1）
環境保護庁（EPA）の環境配慮設計（DfE）プログラムの

リチウムイオンバッテリー・ナノテクノロジーパートナー

シップが実施したプラグインハイブリッド車（PHV）・電

気自動車（EV）向けのエネルギーシステムのライフサイク

ルアセスメント（LCA）の最終報告書が公開された。EPA は、

自動車産業界が、本評価結果を活用して有害物質の使用を

減らすなど、環境負荷の低い新しいエネルギーシステムの

研究開発を行うことを期待している。
http://www.nanowerk.com/news2/newsid=30263.php

http://www.epa.gov/dfe/pubs/projects/lbnp/index.htm

【記事内容の訂正について】
5 月号本欄「ナノバイオ国際標準化が本格化（2013.4.29）」

で、「韓国からの提案により新しいワーキンググループが

発足し、韓国がコンビナーへ就任」とお伝えしましたが、

正しくは「韓国からの提案により新しいスタディグループ

が発足し、韓国がグループリーダーへ就任」を伝える記事

でありましたので、訂正いたします。

EPA、機能性多層 CNT を SNUR 対象にすることを官報で
公示（2013.5.23）
米国環境保護庁（EPA）は、製造前届出（PMN）が義務付

けられている多層カーボンナノチューブ（CNT) を、新た

に重要新規利用規則（SNUR）の対象とすると官報で告示

した。SNUR は、EPA が所管する化学物質管理のための法

令「有害物質規制法」に定められている管理策で、既存物

質の著しく新しい利用方法を規制するもの。官報によると、

今回 SNUR の対象に指定された機能性多層 CNT はゴムや

バッテリーの添加剤として用いられるものだという。EPA

は、PMN での記述以外の使用によって、環境や健康へ深

刻な影響を及ぼす恐れがあると判断した。
http://nanotech.lawbc.com/2013/05/articles/united-states/federal/epa-

promulgates-snur-for-functionalized-multiwalled-carbon-nanotubes/

欧州評議会、ナノテクノロジーのベネフィットとリスクの
バランスを取ることを目指す（2013.5.17）
4 月 26 日 の 欧 州 評 議 会 の 議 員 会 議 で 勧 告

「Nanotechnology: balancing benefits and risks to public 

health and the environment」が採択された。本勧告は専

門家の Ilise L. Feitshans が作成した 2013 年 1 月 17 日の

文書を基に作成された。これにより閣僚委員会に対して、

ナノテクノロジーの研究開発の自由を守りつつ、欧州市民

の健康と環境を保護するためガイドラインを作成すること

が勧告された。欧州評議会と閣僚委員会はかねてから研究

開発を阻害しない形で予防原則を科学技術のプロセスに組

み込むべきであると主張してきた。
http://www.nanowerk.com/news2/newsid=30552.php

Parliamentary Assembly Recommendation 2017(2013)
http://assembly.coe.int/ASP/Doc/XrefViewPDF.asp?FileID=19730&Language=EN 

ECHA、「ナノ材料と REACH」に関するセミナー資料を公
開（2013.5.15）
欧州化学品庁（ECHA）は、欧州の化学物質管理の枠組み

である REACH でのナノ材料の安全な取り扱いに関する

ウェブセミナーを 5 月 2 日に開催した。セミナーでは、

REACH の枠組みでのナノ材料の取り扱いと、ナノ材料の

健康および環境影響評価のためのベストプラクティスが議

論された。講演や資料は ECHA ウェブサイトに公開されて

いる。
http://www.safenano.org/KnowledgeBase/CurrentAwareness/ArticleView/

tabid/168/ArticleId/323/ECHA-nanomaterial-REACH-webinar-materials-available-

online.aspx
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科学技術と社会の新しい関係の構築へ、

パリの博物館からのヒント

産総研ナノシステム研究部門ナノテクノロジー戦略室　関谷瑞木

我々は PEN を新興の学際の科学技術領域の研究開発を支える社会との双方向のコミュニケーションのツールと位置づけ、
毎月最新の科学技術動向、新規材料のリスク管理などの科学的な不確実性の研究、科学技術政策など、様々な情報を精査・
解析し、配信している。新興の科学技術は、様々な社会的な基盤が整わないまま、研究開発が本格化することになるため、
社会とどのような関係を構築するのかが研究開発が直面する課題の解決の鍵になると考えている。とはいえ、「誰と、どの
ようにコミュニケーションをとるべきか？」、その問いはシンプルであるものの難問で、そう簡単には解答が見いだせない。

科学技術に関する様々な知識の集積する博物館ではサイエンスコミュニケータ養成など、社会と科学技術をつなぐ様々な
試みが盛んに行われている。「誰と、どのようにコミュニケーションをとるべきか？」という課題に取り組むためのヒント
が得られるのではないかと考えている。今回、パリにある巨大な科学と産業をテーマにする博物館で、科学技術と社会の
距離を近づけるためにどのような取り組みをおこなっているのか、直接確かめる機会を得たので紹介する。

Cité des Sciences & de l’industrie（Cité des Sciences）で、

科学技術と社会とをつなぐ仕事をしておいでの Marie さ

んと Laurence さんのおふたりにインタビューをお願いし

ました。インタビューを受けてくださった Marie さんと

Laurence さんはサイエンスメディエイターという立場で

Cité des Sciences の他のスタッフと協力して活動していま

す。毎日様々な年代の多くの来館者と接しているおふたり

に、活動の内容や思うところについてお聞きしました。

お二人はサイエンスメディエイターとのことですが、具体
的にはどのように仕事をしているのですか？：

Marie：Cité des Sciences にはサイエンスメディエイター

が 20 名います。彼らや Cité des Sciences の他の部門のス

タッフと協力して、プロジェクトの企画・立案・運営をし

オフィスでワークショップの小道具に囲まれるふたり

Laurence さん（左）と Marie さん（右）
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ています。毎週末に物理、数学、経済など様々なテーマの

ワークショップや講演会など、何らかのイベントで話をし

たり、実演したりしています。ワークショップなどで使う

道具を作ったりもします。今日も午後から子供向けのワー

クショップで歯車の仕組みを実演するんです。

Laurence：道具を作ると言っても自分たちで作るのではな

いですよ。講演やイベントで使う道具、たとえば歯車や大

小の模型などのデザインをしたり、材料を選んだりするん

です。実際に作るところは外部の専門の会社に頼みます。

ワークショップなどに外部の専門家を招くことなどもあり
ますか？：

Marie：もちろんあります。特に講演会の場合は大学など

から専門家をお招きすることがあります。講師として外部

の人を招くだけでなく、オルセー美術館などの外部の機関

とのコラボレーションもしています。残念ながら日本の博

物館とはまだ経験はないですね。

Laurence：パリ市内の Palais de la Découverte とも協力し

ています。向こうは基礎的なところが強みなんです。

どのようなところサイエンスメディエイターとしての手ご
たえを感じますか？

Laurence：前は高校で教師をしていました。だから子ども、

特に面倒な年頃のティーンエイジャーの扱いには慣れてい

ます。この仕事のほうが子どもたちとの距離が近いので、

そこが特に気に入っています。子どもたちはとても積極的

です。もっとも教師の仕事とは違う種類の苦労はあります。

Marie：他のスタッフと議論してアイデアを形にして、プ

ロジェクトを立ち上げて、公開にこぎ着けるまでは本当に

大変です。もちろんプロジェクトの公開が始まってからも

大変なんです。でも、観客の反応が良いとそれだけで報わ

れたと感じます。

Cité des Sciences は科学技術と産業がテーマですが、企業
とのコラボレーションなどもありますか？

Marie：もちろんです。企業は Cité des Sciences の運営の

重要なパートナーです。展示を気をつけて見てください。

企業の名前が入っている場合もありますよ。

今日は、急なお願いにも関わらず、たくさんのお時間を割
いてくださってありがとうございました。



19PEN June 2013

Cité des Sciences & de l’ industrie と Palais de la Découverte

Cité des Sciences & de l ’ industrie（Cité des 
Sciences）は、パリ市の右岸、中心部より少し離れた La 
Villette に建つ広壮な科学と産業をテーマにした博物館で
ある。観光地として人気のサンジェルマン・デュ・プレか
ら地下鉄で 20 分ほどである。Cité des Sciences は「最
新の科学技術を斬新な方法で、生き生きと、楽しく紹介す
る」をモットーに展示が構成されている。中央の吹き抜け
部分の周りにゆったりと様々な展示が並んでいる。広い館
内では毎日定期的にワークショップ、講演会、科学実験体
験などが催されている。科学技術が日々の暮らしにどのよ
うに影響を与えているのか、科学技術のベネフィットから
リスクまで、じっくり考え、体験することができるものと
なっている。Cité des Sciences には、2 ～ 7 歳までの子
供だけのための Cité des Enfants が併設されている。

一方、Palais de la Découverte は、凱旋門とルーブル
美術館をつなぐシャンゼリゼ大通りから脇道にそれた先
の静かな一角にあり、パリの中心に位置している。1937
年に Palais de la Découverte を創設した物理学者 Jean 
Perrin の信念によるところが大きい。彼は「パリの中心
に生きた科学」を持ち込みたいと考えたのである。Palais 
de la Découverte には、2 階建ての展示スペースに、物理、

化学、天文学、ライフサイエンス、地球科学、数学をテー
マにした展示が並ぶ。物理の基本法則を全身で体感できる
展示は学齢前の子供たちの人気を集めていた。常設および
季節ごとの特別展示の他に、科学コミュニケータによる説
明会、子供向けワークショップ、研究者との交流会、専門
家を招いての講演会などが毎日開かれている。

両館は共に科学技術がテーマとはいえ、設立の歴史も特
色も異なっている。しかし、両館は 3 年前から協力して
Universcience を運営している。Universcience は、政府
肝いりのプロジェクトで、両館は手を携えて科学技術と社
会との新しい関係を創りだすべく様々な取り組みを行って
いる。

Cité des Sciences & de l’ industrie
http://www.cite-sciences.fr/fr/cite-des-sciences/

Palais de la Découverte
http://www.palais-decouverte.fr/index.php

Universcience 
http://www.universcience.fr/en/welcome

Palais de la Découverte

Cité des Sciences & de l’ industrie
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国内動向

環境・循環型社会・生物多様性白書（環境白書）を閣議決
定（2013.6.4）
政府は 6 月 4 日、2013 年度版環境白書を閣議決定、国会

に提出された。今回の白書は「真に豊かな社会を子供達へ

　～震災復興の中でともに考える持続可能な未来～」を

テーマとし、グリーン復興などの東日本大震災からの復旧・

復興の取組に加え、持続可能で真に豊かな社会の構築のた

めの低炭素社会・自然共生社会・循環型社会、グリーン経

済を目指した取組を記述している。また、実際の現場を紹

介することなどにより、真に豊かな社会を子供達につない

でいく姿勢を示している。白書は 6 月下旬から環境省ホー

ムページからダウンロードできるようになる。「平成 25

年版環境・循環型社会・生物多様性白書」、「平成 25 年版

図で見る環境・循環型社会・生物多様性白書」が公開される。
http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=16722

環境省ホームページ
http://www.env.go.jp/policy/hakusyo/

放射性物質除染の効果と費用を評価（2013.6.4）
産総研は、東京電力福島第一原子力発電所の事故により生

じた陸域の放射性セシウム汚染について、除染特別地域内

を対象に複数の除染シナリオによって外部被ばく線量の低

減効果、外部被ばく線量と人口の関係、除染費用に関する

解析を行った。地理情報システム（GIS）を用いて複数の

除染シナリオについて解析した結果、除染により空間線量

率は一定程度低減するものの、除染後もなお、時間当たり

の空間線量が 3.8 マイクロシーベルト（µSv/h）、年間の外

部被ばく線量に換算すると 20 ミリシーベルト（mSv）以

上と予測される範囲が存在することが確認された。除染

費用の解析から、農用地において土壌の表面を 5 cm 除去

する方法を採用した場合、総費用は 1.2 兆円に達し、農用

地の汚染土壌などの除去費用と保管費用の合計は総費用の

80%（1 兆円）以上、保管費用（仮置き場・中間貯蔵施設

など）の割合が 60%（0.8 兆円）以上になる可能性がある

ことがわかった。この成果は、除染特別地域内の農用地や

森林の除染のあり方に関する検討や住民の帰還に関する自

治体の計画策定などへの活用が期待される。 
http://www.aist.go.jp/aist_j/new_research/nr20130604/nr20130604.html

マンモスから血液採取に成功（2013.6.3）
ロシア極東のサハ共和国の島で見つかった凍結したマンモ

スの体内から、地元の大学の研究チームが、凍っていない

液体状の血液の採取に成功した。このマンモスは 1 万年か

ら 1 万 5000 年前に生息していたとみられる。
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20130531/k10014983591000.html

牛海綿状脳症（BSE）対策の見直し（2013.6.3）
厚生労働省は 5 月 13 日の食品安全委員会の評価結果に基

づき、国産牛の検査対象月齢の見直しの実施について、6

月 3 日付で、関係省令を改正するとともに、通知を発出し

た。7 月 1 日から、BSE 検査の対象月齢を現行の 30 カ月

齢超から 48 カ月齢超に引き上げられる。
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000033imc.html
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健康障害の防止措置を直ちに検討し、法令で規制するとの

報道発表を行った。
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000003394z.html

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000033a5p.html

安全・安心科学技術及び社会連携委員会 リスクコミュ
ニケーションの推進方策に関する検討作業部会配付資料

（2013.5.30）
文部科学省は、第 2 回安全・安心科学技術及び社会連携委

員会 リスクコミュニケーションの推進方策に関する検討

作業部会の資料を公開した。
http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/gijyutu/gijyutu2/066/shiryo/1335381.htm

資料１
http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/gijyutu/gijyutu2/066/meibo/1335388.htm

資料 2
http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/gijyutu/gijyutu2/066/shiryo/__icsFiles/afiel

dfile/2013/05/30/1335381_02.pdf

資料 3
http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/gijyutu/gijyutu2/066/shiryo/__icsFiles/afiel

dfile/2013/05/30/1335381_03.pdf

資料 4　
http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/gijyutu/gijyutu2/066/attach/1335376.htm

資料 5-1　
http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/gijyutu/gijyutu2/066/shiryo/__icsFiles/afiel

dfile/2013/05/30/1335381_05.pdf

資料 5-2　
http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/gijyutu/gijyutu2/066/shiryo/__icsFiles/afiel

dfile/2013/05/30/1335381_06.pdf

資料 6　
http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/gijyutu/gijyutu2/066/attach/1335361.htm

資料 7　
http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/gijyutu/gijyutu2/066/attach/1335379.htm

参考資料 1　
http://www8.cao.go.jp/cstp/siryo/haihu111/siryo1-2.pdf

参考資料 2　
http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/gijyutu/gijyutu2/066/attach/1335518.htm

参考資料 3　
http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/gijyutu/gijyutu2/066/shiryo/__icsFiles/afiel

dfile/2013/05/30/1335381_11_1.pdf

参考資料 3　
http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/gijyutu/gijyutu2/066/shiryo/__icsFiles/afiel

dfile/2013/05/30/1335381_11_2.pdf

参考資料 4　
http://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/whitepaper/column_uchida.html

参考資料 5　
http://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/whitepaper/column_uchida.html

「生物多様性分野における事業者による取組の実態調査」
の結果について（2013.5.31）
環境省は本年１月、事業者による生物多様性の保全と持続

可能な利用に関する取組の促進に向けた施策展開のための

基礎資料とするため、「生物多様性分野における事業者に

よる取組の実態調査」を実施し、本調査の結果概要を取り

まとめた。
http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=16709

http://www.sizenken.biodic.go.jp/biodiversity/private_participation/trend/01.html

「事業者による生物多様性の保全と持続可能な利用に関す
る取組事例の募集」の結果について（2013.5.31）
環境省は本年 1 月、事業者による生物多様性の保全と持続

可能な利用に関する取組の促進を目的として、現在事業者

が取り組んでいる事例を広く募集し、データベースとして

取りまとめ、環境省ホームページに公開した。

登録事例一覧
http://www.bd-practice.jp/document/frameDB/0020_03.pdf

登録事例のまとめ
http://www.bd-practice.jp/document/frameDB/0020_04.pdf

データベース
http://www.sizenken.biodic.go.jp/biodiversity/private_participation/trend/02.html

大 学・ 研 究 機 関　 特 許 資 産 規 模 ラ ン キ ン グ 2013
（2013.5.31）
パテントリザルトは「大学・研究機関　特許資産の規模

ランキング 2013」を集計、公表した。1 位産総研、2 位

科学技術振興機構は昨年と同じだが、3 位には東北大学が

入った。
http://www.patentresult.co.jp/news/2013/05/univtlo201305.html

ダストに埋もれた銀河の人口調査（2013.5.30）
京都大学の研究チームは、アルマ望遠鏡による観測から、

これまでほとんどが正体不明だった宇宙からのミリ波信号

のおよそ 80％の起源が微小な固体粒子（ダスト）を豊富

にもつ銀河だったと明らかにした。
http://www.nao.ac.jp/news/science/2013/20130531-alma.html

化学物質のリスク評価検討会報告書（2013.5.30）
厚生労働省労働基準局安全衛生部は平成 24 年度ばく露実

態調査対象物質に係るリスク評価の報告書を公表した。対

象化学物質は 1,2- ジクロロプロパン、フェニルヒドラジン、

ナフタレン。このうち 1,2- ジクロロプロパンに関しては、
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「中高生の科学部活動振興プログラム」平成 25 年度の 2
次募集における新規採択活動決定（2013.5.30）
科学技術振興機構は平成 22 年度より実施している「中高

生の科学部活動振興プログラム」において、平成 25 年度

の 2 次募集における新規採択活動として、69 件の応募の

中から 35 件を採択した。
http://www.jst.go.jp/pr/info/info958/index.html

次世代燃料電池産学連携研究センター（NEXT-FC）開所
（2013.5.30）
九州大学は、6 月 5 日に、伊都キャンパスにおいて、次世

代燃料電池産学連携研究センター（NEXT-FC）の開所式を

挙行する。本センターは、次世代型燃料電池に集中的に取

り組む九州大学と開発企業との緊密な産学官連携により、

次世代型燃料電池の開発・早期実用化を可能とする産学連

携研究拠点として、経済産業省のイノベーション拠点立地

支援事業（「技術の橋渡し拠点」整備事業）に採択された「次

世代燃料電池産学連携研究施設」の竣工、大型研究設備の

設置に伴い、本施設の管理運営組織として設立したもの。
http://www.kyushu-u.ac.jp/pressrelease/2013/2013_05_30.pdf

サイエンスアゴラ 2013 企画出展募集開始（2013.5.30）
科学技術振興機構は、いわば科学コミュニケーション事

業の見える化事業として定着してきたサイエンスアゴラ

2013 の企画出典の募集を開始した。第 8 回目となる本年

度は、11 月 9 ～ 10 日に開催される予定位。
http://scienceagora.org/entry/

マラリアワクチン（2013.5.28）
大阪大学微生物病研究所の研究グループは、マラリアの発

症を抑える新しいワクチンの開発に成功した。
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23724021

G8 サミットに向けた各国学術会議の共同声明（G サイエ
ンス学術会議共同声明）（2013.5.27）
日本学術会議は、6 月 17 日から 18 日に英国北アイルラ

ンドのロック・アーンで開催される G8 サミットに向け、

G8 サミット各国及び関係国のアカデミーと共同で、「持続

可能な開発の促進：科学・技術・イノベーションの役割」

及び「病原微生物の薬剤耐性問題：人類への脅威」につい

て、サミット参加国指導者に対する提言を G サイエンス学

術会議共同声明として取りまとめ、各国で公表された。我

が国においては、取りまとめられた提言を同年 5 月 29 日、

大西会長から安倍総理に手交した。
http://www.scj.go.jp/ja/info/kohyo/pdf/kohyo-22-gs2013-1.pdf

http://www.scj.go.jp/ja/info/kohyo/pdf/kohyo-22-gs2013-1j.pdf

http://www.scj.go.jp/ja/info/kohyo/pdf/kohyo-22-gs2013-2.pdf

http://www.scj.go.jp/ja/info/kohyo/pdf/kohyo-22-gs2013-2j.pdf

地球と金星は異なるタイプの惑星か？地球型惑星の２つの
進化類型を解明（2013.5.27）
東京大学の研究者らは、マグマ・オーシャンの固化、内部

からの脱ガスと惑星外への散逸による大気量変化、さらに

それに伴う大気構造の進化とを組み合わせた結合モデルを

用いて、固体惑星の冷却と大気の量や構造の変遷とを整合

的に検討した。その結果、地球型惑星の初期進化が軌道に

よって大きく異なり、ある軌道を境に、短い時間で固化し

て海を形成する惑星（タイプ I）と、固化に非常に長い時

間を要しその間に水を失う惑星（タイプ II）との 2 つに分

かれることを世界で初めて示した。
http://www.s.u-tokyo.ac.jp/ja/press/2013/26.html

J-PARC ハドロン実験施設における被爆事故（2013.5.23）
高エネルギー加速器研究機構（KEK）が日本原子力研究

開発機構と共同で運営している大強度陽子加速器施設

J-PARC のハドロン実験施設において、ビーム取り出し装

置の誤作動により、ビームが想定を超えた短時間に集中し

て照射された結果、標的の金が高温となり、その一部が蒸

発した可能性がある。直後、生成された放射性物質がハド

ロン実験施設内に漏えいし、同施設内で作業中であった研

究者等が内部被曝を受けた。この被ばく事故では事故対応

の不手際が指摘され、KEK 機構長は 25 日および 31 日の

2 回にわたって事故状況の報告を行った。
http://www.kek.jp/ja/NewsRoom/Release/20130525200000/

http://www.kek.jp/ja/NewsRoom/Release/20130531190000/

大学発新産業創出拠点プロジェクト（プロジェクト支援型）
の実施機関の決定（2013.5.24）
文 部 科 学 省 は、 大 学 発 新 産 業 創 出 拠 点 プ ロ ジ ェ ク ト

（START）（プロジェクト支援型）における平成 25 年度の

新規採択実施機関（第 1 サイクル審査分）を決定した。選

定されたのは「事業プロモーター支援型」として平成 24

年度に既に選定された事業プロモーターのユニットによる

目利きのもと、全国の大学・独立行政法人等の革新的な技

術シーズにより、大学等発ベンチャー等を通じた事業化を

目指す 2 件のプロジェクト。今回選定されたプロジェクト

は、事業プロモーターのマネジメントのもと、グローバル

市場への展開を見据え、必要となる技術者・起業家候補者
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等の人材を結集しつつ研究開発と事業育成を一体的に推進

し、3 年を目途に、民間資金を呼び込みつつ、ベンチャー

企業の設立及び概念実証（POC；Proof of Concept）等を

目指す。平成 25 年度の公募は 8 月 5 日まで行われており、

今後、第 2、第 3 サイクルの審査が行われる予定。
http://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/25/05/1335473.htm

化学物質の反応性に注目した毒性予測（2013.5.23）
国立環境研究所は環境リスクインフォメーションワールド

「Mei のひろば」に “ 化学物質の反応性に注目した毒性予測 ”

ページを追加した。
http://www.nies.go.jp/risk/mei/mei004_5.html

環境省公式 Twitter アカウント（2013.5.23）
環境省は Twitter を使って環境省における各種施策等の情

報を随時情報発信する。
http://www.env.go.jp/info/sns/twitter.html

提言「日本の国際競争力強化に研究大学が貢献するために」
（2013.5.22）
RU11（北海道大学、東北大学、筑波大学、東京大学、早

稲田大学、慶應義塾大学、東京工業大学、名古屋大学、京

都大学、大阪大学、九州大学の 11 大学で構成）は、同日

の幹事校による記者会見にて、東京大学濱田純一総長、早

稲田大学鎌田薫総長、京都大学松本紘総長から、日本の国

際競争力強化に研究大学が貢献するために提言を行った。

濱田総長は、「研究に重点を置いて進めている国立大学・

私立大学の強い国際競争力が問われているときに、その基

盤となる国からの資金が非常に苦しい状況になっている。

つまりそれは、「経営」の融通が利かなくなっているとい

うこと。直接経費に関する規制を緩和して、更に間接経費

の割合を増やすことによる手当てが必要」と、基盤となる

経費の重要性について語った。
http://www.u-tokyo.ac.jp/ja/news/topics/536/

http://www.ru11.jp/blog/2013/05/22/539/

戦略的創造研究推進事業（社会技術研究開発）における平
成 25 年度 研究開発成果実装支援プログラム（成果統合型）
の新規実装プロジェクトの決定（2013.5.20）
科学技術振興機構は社会技術研究開発センターが推進する

戦略的創造研究推進事業（社会技術研究開発）において、

今年度より「研究開発成果実装支援プログラム（成果統合

型）」を新たに設定し、平成 25 年度の新規実装プロジェ

クトを決定した。
http://www.jst.go.jp/pr/info/info957/index.html

第 111 回総合科学技術会議（2013.5.17）
5 月 17 日、総理大臣官邸において第 111 回総合科学技術

会議が開催された。安倍政権の科学技術イノベーション総

合戦略、いわゆるイノベーション分野における「骨太の方

針」についての説明が行われた後、有識者議員と関係大臣

で活発な意見交換が行われた。また安倍首相から、前回

110 回総合科学技術会議で示された府省横断型の研究開発

プログラムの枠組みについて、早急にその成案をまとめる

よう関係各大臣へ要請があった。

総合科学技術会議
http://www8.cao.go.jp/cstp/gaiyo/honkaigi/111index.html

科学技術イノベーション総合戦略（原案）
http://www8.cao.go.jp/cstp/siryo/haihu111/siryo1-2.pdf

首相官邸配信動画
http://nettv.gov-online.go.jp/prg/prg7914.html

日本の大学における研究力の現状と課題（2013.5.17）
文部科学省所管の科学技術政策研究所（NISTEP）は、

NISTEP 科学技術・学術政策ブックレット Ver. 2「日本の

大学における研究力の現状と課題」を公表した。データで

裏付けながら、最近の大学における研究力の国際比較が行

われ、傾向が要約されている。
http://www.nistep.go.jp/wp/wp-content/uploads/NISTEP-booklet-v2.pdf

低炭素技術の国際展開に向けた資金支援方策 ～途上国の
一足飛び型発展の実現に向けて～（2013.5.17）
我が国の優れた技術を活かして、途上国が一足飛びに最先

端の低炭素社会へ移行できるように支援するため、石原環

境大臣は 5 月 17 日に「低炭素技術の国際展開に向けた資

金支援方策～途上国の一足飛び型発展の実現に向けて～」

を発表した。
http://www.env.go.jp/earth/info/lctie/presentation.pdf

科学の甲子園ジュニア全国大会 全国の中学生が都道府県
対抗で科学の知識・技能を競う（2013.5.16）
科学技術振興機構は、科学好きの裾野を広げるとともに、

未知の分野に挑戦する探究心や創造性に優れた人材を育成

することを目的として、全国の中学生が都道府県を代表し

て科学の知識・技能を競う「科学の甲子園ジュニア全国大

会」を創設した。第１回全国大会は、平成 25 年 12 月 21
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日（土）から 12 月 22 日（日）の日程で、東京にて開催

される。
http://www.jst.go.jp/pr/info/info955/index.html

生物多様性保全推進支援事業の新規採択事業（2013.5.16）
環境省では、平成 20 年度より、地域における生物多様性

の保全・再生に資する活動等に対して必要な経費の一部を

交付して支援する「生物多様性保全推進支援事業」を実施

している。平成 25 年度の新規採択事業を決定した。同時

に採択団体についても公表を行った。
http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=16649

http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=16650

ビッグデータを活用したマーケティング領域の事業で協業
（2013.5.16）
富士通と電通はビッグデータを活用したマーケティング領

域の事業で協業していくことについて合意した。マーケ

ティング・デザイン、事業開発プロデュース、導入ワーク

ショップの 3 つのコンサルティングサービスを提供する。
http://pr.fujitsu.com/jp/news/2013/05/16.html

極大期のピーク到来、今後 2 週間の太陽活動に注意 2 日間
に 4 回の大型太陽フレアを確認（2013.5.15）
情報通信研究機構は、日本時間 2013 年 5 月 13 日（月）

から 5 月 15 日（水）までの 2 日間に合計 4 回の X クラ

スと呼ばれる大型太陽フレア現象の発生を確認した。この

現象の最大 X 線強度は、通常の 100 倍以上に及ぶ大型の

もので、この現象に伴い、ほぼ同時刻にデリンジャー現象

の発生が観測された。現在、この現象を引き起こした非常

に活発な黒点群は、太陽面東端にあり、今後 1 週間ほどで

地球の正面方向を向き、その後、ほぼ 1 週間で太陽面西端

に移動するものと予想される。この間に、今回と同規模の

X クラスの太陽フレアが発生した場合、地球周辺の宇宙環

境や電離圏、地磁気が乱れる可能性があり、通信衛星・放

送衛星などの人工衛星の障害や GPS を用いた高精度測位

の誤差の増大、短波通信障害や急激な地磁気変動に伴う送

電線への影響などが生じる恐れがある。
http://www.nict.go.jp/press/2013/05/16-1.html

第 6 期ナノテクノロジー・材料科学技術委員会配付資料公
開（2013.5.14）
文部科学省は 1 月 24 日に開催された第 8 回第 6 期ナノテ

クノロジー・材料科学技術委員会の配布資料を公開した。

元素戦略プロジェクトの事業概要や評価、次世代ナノ統合

シミュレーションソフトウェアの事業概要と評価、ナノテ

クノロジーネットワーク事業の概要と評価など。
http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/gijyutu/gijyutu2/015-5/shiryo/1330385.

htm

第 9 回ナノテクノロジー・材料共通基盤技術検討ワーキン
ググループ議事録を掲載（2013.5.13）
内閣府総合科学技術会議は 3 月 27 日に開催された第 9 回

ナノテクノロジー・材料共通基盤技術検討ワーキンググ

ループ議事録を公開した。公開資料のなかにはナノテクノ

ロジー・材料共通基盤技術検討ワーキンググループの第 9

回までの活動のまとめにお事務局案も含まれる。
http://www8.cao.go.jp/cstp/tyousakai/innovation/nanowg/index.html

少量新規化学物質の申出手続きについて（2013.5.9）
厚生労働省医薬食品局審査管理課化学物質安全対策室、経

済産業省製造産業局化学物質管理課化学物質安全室、環境

省総合環境政策局環境保健部企画課化学物質審査室は、平

成 25 年度第 2 回における化学物質の審査及び製造等の規

制に関する法律（化審法）第 3 条第 1 項第 5 号に基づく

少量新規化学物質の製造及び輸入の申出、受け入れ手続き

を公表した。
http://www.mhlw.go.jp/topics/2013/05/tp0509-1.html
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速報

平成 25 年度大阪大学ナノ高度学際教育研究訓練プログラム

土曜集中講座「ナノテクノロジー社会受容特論」
第１回開催

産総研ナノシステム研究部門ナノテクノロジー戦略室　関谷瑞木

はじめに

大阪大学ナノサイエンスデザイン教育研究センターは、学

内の研究科、研究所・センターを横断してナノサイエンス・

ナノテクノロジーの研究開発に携わる人材育成を行うため

の先進的な試み「ナノ高度学際教育研究訓練プログラム」

を実施している。我々は本プログラムと協力し、2010 年

から大学院学生と社会人受講生に共通の「土曜集中講座「ナ

ノテクノロジー社会受容特論」」を開講しており、5 月 18

日に今年度の第 1 回目の講座が開かれた。

本講座は、受講生がナノテクノロジーの研究開発と社会と

の関わりについて理解を深めることを目的としている。ナ

ノテクノロジーは、ナノ材料の管理策やナノテクノロジー

の標準化といった社会基盤が整わないままに研究開発が本

格化している新興の科学技術である。研究開発と並行して

取り組まなくてはならない課題は、科学技術政策、ナノ材

料のリスク管理、リスクコミュニケーション、国際標準化、

BULLETIN

環境影響、知財など多岐にわたり、これらを我々は社会受

容の課題と位置づけている。土曜集中講座「ナノテクノロ

ジー社会受容特論」では、これらの様々な課題について、

まず講師の話を聞いて最新の動向を知り、受講生同士ある

いは講師との議論を行うことで、ナノテクノロジーの社会

受容の課題を自らの研究と深く関わるものであることを理

解するための基礎的な素養を身に付けることを目的として

いる。

本講座の重要な特徴の一つは、講義と質疑応答の後に、受

講生による小グループでのディベートの場が設けられてい

ることである。ナノテクノロジーの社会受容に関する講座

を設け、講義内にこのような小グループでのディベートの

機会が組み込まれているプログラムは日本では大阪大学の

みである。本講座の受講生の半数は企業の第一線で働く社

会人で、そこに文系まで含めた大学院の学生が混じること

になる。学生は一足先に社会に出て社会受容の課題を身

をもって体験している社会人から直接話を聞くことができ
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る。さらに、「社会受容特論 A」は、本プログラムの受講

登録をしている受講生だけでなく広く一般に公開されてい

る。本講座は、2013 年 5 月 18 日（土）から 7 月 6 日（土）

まで計 3 回の土曜日を丸一日使って集中して行われる。各

講義は質疑応答を含む 90 分で、その後には約 90 分間を

かけて受講生同に講師を交えて議論する。各講師から議論

のテーマは与えられるが、何らかの結論に至ることが求め

られている訳ではない。講義の後の議論の時間によって、

講義内容や各講師から提起される社会受容の課題と自らの

研究開発との関係についての考えを深めることが期待され

ている。本稿では第 1 回講座の模様を紹介する。

本講座の受講生は関東と関西の各地に分散しているため、

大阪大学ナノデザイン教育研究センターでは、講師が出席

する大阪大学中之島センターを主会場とし、中之島セン

ターと大阪大学東京オフィスサテライト教室、四日市商工

会議所内サテライト教室をそれぞれオンライン会議システ

ムで結び、受講生の便宜を図っている。講演後の議論は基

本的に各会場で行われるが、最後に再度すべての会場をつ

ないで議論の内容を受講生全員が共有する。

第 1 回の様子

本年度の第 1 回の講義ということで、まずはナノサイエ

ンスデザイン教育研究センターの伊藤正氏が講座の履修ガ

イダンスを行った。ナノサイエンスデザイン教育研究セン

ターがこのようなプログラムを提供する目的や講座開講の

理念などを紹介した。本講座は講師による講演と受講生に

よる議論が一つのカリキュラムの中に組み込まれるユニー

クなものである。したがって初めての受講生、とくに学生

は戸惑うことも多いと思われる。そのため、伊藤氏による

履修ガイダンスでは、講座の進め方についても丁寧な説明

が行われた。

最初の講演は、産総研ナノシステム研究部門の阿多誠文が

講師となり、「ナノテクノロジーの社会受容」をテーマに

行われた。本講義は、受講生が 3 回の講座の全体像を掴み、

これからの講義に積極的に参加できるようにするための地

ならしも務めるものであった。講義は、日本でのナノテク

ノロジーへの研究開発投資が本格化した時期に遡るところ

から始められた。ナノテクノロジー研究開発には、2001

年度の第 2 期科学技術基本計画から戦略的な投資が行われ

てきた。この戦略的な支援には、ナノテクノロジー研究開

発によって創出される技術が社会にどのような影響を与え

るのかを解析し、その結果を研究開発にフィードバックす

る新しい方法論の検討・試行も含まれていた。2001 年以

降に行われたナノ材料のリスク管理策やナノテクノロジー

の国際標準化といった、社会基盤が整わない段階での研究

開発の進め方に関する検討の内容、「社会受容」の課題に

ついて研究者や技術者が考えなければならない背景、そし

て「社会受容」の課題に対する実践的な取り組みが紹介さ

れた。

短い休憩を挟んで、午後は大阪大学コミュニケーションデ

ザイン・センター教授の小林傳司氏が「科学技術コミュニ

ケーション」というテーマで講演を行った。2011 年 3 月

11 日の東日本大震災が科学と社会の関係をどのように変

化させつつあるのか、今後の科学技術コミュニケーション

の姿になどについて問題提起がなされた。小林氏は社会と

科学の関わりについて 17 世紀の最初期に時代に遡り、科

学の専門家に期待される役割がどのように変遷してきたの

か国内外の豊富な事例をひも解きつつ紹介した。

繰り返し述べているように、各講義の後には講師から与え

られたテーマについて受講生が議論する。受講生の少ない

サテライト教室は出席者全員で、出席者の多い会場では、

複数のグループに分かれて議論が進められる。講師も受講

生の輪に入って一緒に議論に参加する。議論は、講師の話

を聞いて考え方ことを話し合うことで理解を深めようとす講師の話を聞く受講生

受講生に語りかける小林氏
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るもので、結論を求めるものでも、勝敗を決めるディベー

トでもない。各グループは話し合いで議論の進行役と、最

後の各グループの意見を発表する役を決めて始められる。

社会人受講生はこのような場合にリーダーシッップを取る

機会もあるとして、多くのグループで、進行・まとめ役と

も学生の受講生が務めることが多かったようである。議論

が進むと講師に提起された課題を現在あるいは将来の自分

の問題として捉えて社会人・学生ともに議論が弾むように

なり、思いがけない考えや講師もコメントに詰まるような

意見が飛び出した。小グループに分かれてのディベートの

最後に各グループから 5 分程度のレポートが行われるのだ

か、第 1 回の講義では、コミュニケーションの大切さにつ

いて言及するコメントが多く聞かれた。

講義後の質疑も質問とそれへの回答に留まることなく、課

題の所在を明確にするなど講師、受講生双方にとって実の

あるものとなっている。また、各回の講義終了後、受講生

たちがアンケートに答えており、これは講師にとっては新

鮮な視点で自らの取り組みや研究を眺める貴重な機会と

なっている。

講座の今後の展開への期待

ナノテクノロジー研究開発には、新興の科学技術として社

会から新しい関係を構築するよう求められている。ところ

が、ナノテクノロジーの研究開発に携わる研究者や技術者

が本来備えておくべき社会受容の課題に関する基礎的な知

識と、その知識を自らの研究開発と関連づける経験を育む

機会は現在の日本にはほとんどない。大学教育の一環とし

てこのような経験を積む機会を持つことができるのは大阪

大学の本プログラムのみである。残念ながら、今のところ

日本の科学技術教育において、このような理念を持って人

材育成をするという動きが日本で主流となっているとは言

えない。しかし、本講座の受講生たちは、研究者あるいは

技術者として真摯に社会に向き合おうとしている。本プロ

グラムからすでに 1200 名近くもの人材が社会へと旅立っ

ていることに、たとえ小さな動きではあっても、日本の科

学技術の将来も希望が持てると感じている。

References：
[1] 大阪大学ナノサイエンスデザイン教育研究センター
http://www.insd.osaka-u.ac.jp/

[2] PEN, April, Vol.3, No.2, p. 3-5, 伊藤正

講師への鋭い質問
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プレスリリースより
PEN 編集室がまとめた最新技術動向をお届けし
ます。

電力線通信（PLC）を用いてロボットの省配線化に成功
ロボットの操作性を飛躍的に改善（2013.6.5）
三菱重工業（株）と岩手県花巻市の（株）ネクスは、業界

で初めて電力線通信（PLC）を用いてロボットの省配線化

に成功し、実用化に着手した。これにより、ロボットアー

ムに這わせていた太い電力・信号線を省いて、ロボットの

操作性の飛躍的改善を実現する。
http://www.mhi.co.jp/news/story/130605205.html

二光子顕微鏡を用いた生体マウス内での新規血管透過性評
価法（2013.6.5）
京都大学の研究グループは、生きたマウスを用いて、血管

透過性がダイナミックに変化する様子を動画に撮影するこ

とに世界で初めて成功した。本研究で用いた二光子顕微鏡

は、生きた動物の体内の様子を外から直接観察することが

できる。
http://www.kyoto-u.ac.jp/ja/news_data/h/h1/news6/2013/130605_1.htm

住宅用太陽光発電（PV）システム受注開始（2013.6.5）
パナソニック（株）エコソリューションズ社は、出力、モ

ジュール変換効率をさらに向上させた住宅用 PV システム

の太陽電池モジュールの受注を 6 月 27 日より開始する。
http://panasonic.co.jp/corp/news/official.data/data.dir/2013/06/jn130605-1/

jn130605-1.html

30m 望遠鏡 TMT 建設に日本が本格的に始動（2013.6.4）
30m 望遠鏡（TMT）計画は、日本を含む 5 カ国の協力に

より、口径 30m の超大型光赤外線望遠鏡をハワイ州マ

ウナケア山頂に建設するプロジェクトで、今年度予算で

TMT 建設に向けた準備費と建設経費の一部を合わせて 12

億 4000 万円が措置された。建設は各国の分担で進められ、

日本は望遠鏡本体構造、主鏡分割鏡の鏡材製作、分割鏡の

一部研磨、観測装置の一部製作などを担当する。
http://www.nao.ac.jp/news/topics/2013/20130604-tmt.html

NIMS と電気化学工業（株）、「NIMS-DENKA 次世代材料研
究センター」を開設（2013.6.4）
物質・材料研究機構（NIMS）と電気化学工業は、6 月 3 日、

「NIMS-DENKA 次世代材料研究センター」設立に関する覚

書を調印した。
http://www.nims.go.jp/news/press/2013/06/p201306040.html

塗るだけできれいに配列する半導体ポリマーを開発　
塗布型有機薄膜太陽電池の高性能化に向け大きな一歩

（2013.6.4）
科学技術振興機構の戦略的創造研究推進事業個人型さきが

け研究の一環として、理化学研究所と高輝度光科学研究セ

ンターは、塗布型有機薄膜太陽電池で重要なエネルギー変

換効率向上に欠かせない結晶性と配向性、さらに、印刷プ

ロセスへ適用するための高い溶解性を併せ持った半導体ポ

リマーを開発した。塗布型有機太陽電池の開発に重要な分

子設計指針をもたらし、エネルギー変換の高効率化に貢献

すると期待できる。
http://www.jst.go.jp/pr/announce/20130604/index.html
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導電性接着剤に用いる塩素フリーの高純度エポキシ化合物
を開発（2013.6.3）
新エネルギー・産業技術総合開発機構の基盤技術開発プロ

ジェクトの一環として、昭和電工（株）と産総研は、導電

性接着剤として極めて優れた長期絶縁信頼性を発揮する、

塩素フリーのエポキシ化合物を開発した。銀のマイグレー

ションを大きく低減できることから、塩素系化合物の存在

による製品の性能低下の防止が可能となる。
http://www.nedo.go.jp/news/press/AA5_100198.html

マイクロ波を活用した次世代プリンテッドエレクトロニク
ス用材料を開発　新開発の導電性インク・焼成装置、導電
性接着剤で FPC 上に電子回路形成・部品接合（2013.6.3）
昭和電工（株）は、マイクロ波加熱により電子回路を形成

する印刷技術の実用化に成功し、本技術を用いた電子回路

形成用導電性インクとインク焼成装置を製品化した。あわ

せて、品質劣化の原因となるマイグレーションを起こさず、

マイクロ波加熱にも対応した導電性接着剤の開発を完了し

た。
http://www.sdk.co.jp/news/2013/13513.html

ナノ材料の産業利用を支える計測ソリューション開発コン
ソーシアム（2013.5.31）
産総研、（株）社島津製作所、日本電子（株）、（株）リガ

クは、「ナノ材料の産業利用を支える計測ソリューション

開発コンソーシアム」（COMS-NANO）を 6 月 1 日に発足

させ、ナノ材料の粒径、特性評価手法・装置の開発を目指

す共同研究に取り組む。
http://www.aist.go.jp/aist_j/press_release/pr2013/pr20130531/pr20130531.html

IGZO 薄膜トランジスタの高信頼性化に成功　電子のロス
が少ない高信頼性絶縁膜を開発、1 桁以上の安定性向上を
確認（2013.5.30）
より高性能な薄膜トランジスタの実現が不可欠な次世代の

情報端末用として、酸化物半導体の一種であるアモルファ

ス（非晶質）InGaZnO（通称 IGZO）に注目が集まっている。

奈良先端科学技術大学院大学は、日新電機（株）と共同で

窒化膜の形成やフッ素を含ませるなどの手法に依り IGZO

の高信頼性化に成功した。
http://www.naist.jp/topics_pdf/admin_eaceec513159a16b4290bfc2c57fc

cc9_1369899181_.pdf

簡単設定で導入可能な「指静脈認証ログオンパック」を販
売開始（2013.6.4）

（株）日立製作所は、指をかざすだけで厳格な本人確認の

もと IT システムや操作端末へログオンできる指静脈認証

システムを、簡単な設定により短期間で導入できる「指静

脈認証ログオンパック」を開発し販売開始した。「指静脈

認証ログオンパック」は、必要なアプリケーションを PC

サーバにあらかじめインストールして主な設定作業を済

ませ、PC サーバと指静脈認証装置を組み合わせて提供す

るもので、アプリケーションのインストールや設定作業を

ユーザー側で行った場合と比較し、導入工数を最大約 8 割

削減することが可能となる。
http://www.hitachi.co.jp/New/cnews/month/2013/06/0604a.html

超小型 EV「マイクロコミュータープロトタイプβ」を使っ
た社会実験（2013.6.4）
本田技研工業（株）は国土交通省主導で導入が検討されて

いる超小型モビリティーの車両区分および欧州 L7 カテゴ

リーを視野に入れた近距離移動用の超小型 EV「マイクロ

コミュータープロトタイプβ」を使った社会実験を行うた

めの覚書（MOU）を、熊本県および沖縄県宮古島市と締

結し、今秋から順次実施できるように具体的な検討を開始

した。この社会実験では、高齢者層の近距離圏内の日常的

な移動支援のほか、通勤や業務目的のカーシェアリングと

いったさまざまな用途での可能性に加え、それぞれの環境

に合わせたインフラを含めた街づくりについても各自治体

と共に検証していく。また、子育て層に対しての価値検討

も合わせて推進する。
http://www.honda.co.jp/news/2013/4130604.html?from=copy

窒化ガリウム HEMT を用いた小型・高出力なミリ波帯送
受信モジュール技術を開発　複数チップを 1 つのパッケー
ジに統合し、レーダー機器や無線通信機器の小型化に貢献

（2013.6.4）
（株）富士通研究所は、窒化ガリウム（GaN）高電子移動

度トランジスタ（HEMT）を用いて、ミリ波帯まで適用可

能な、10W 出力の送受信モジュール技術を開発した。発

熱を効率よく逃がすヒートシンクを埋め込んだ多層セラ

ミックス技術を用い、モジュール内の端子接続部の損失を

低減する独自構造によりミリ波帯まで適用可能な高出力の

送受信モジュールを実現したもの。また、送受信モジュー

ルの大きさを 12mm × 36mm × 3.3 mm と従来のパッケー

ジを組み合わせた場合に比べ 1/20 以下に小型化した。
http://pr.fujitsu.com/jp/news/2013/06/4-1.html
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タンパク質修復に新たな分子内運動を発見　ドミノ倒し運
動から見えた驚きの生体分子機構（2013.5.30）
科学技術振興機構の戦略的創造研究推進事業 CREST 研究

の一環として、東京大学、東京農工大学、高輝度光科学研

究センターの共同研究チームは、変性してしまったタンパ

ク質分子を修復する機能を持つシャペロニンタンパク質分

子の内部運動を、１分子でリアルタイムに高精度計測する

ことに初めて成功した。
http://www.jst.go.jp/pr/announce/20130530/index.html

NSF と MOU を締結　新世代ネットワーク研究における日
米共同研究に向けて連携（2013.5.30）
情報通信研究機構と米国国立科学財団（NSF）は、米国時

間 2013 年 5 月 29 日（水）、バージニア州アーリントン

の NSF 本部にて、新世代ネットワーク研究における日米

共同研究に向けて連携することに合意し、包括的協力覚書

（MOU）を締結した。
http://www.nict.go.jp/press/2013/05/30-1.html

超伝導体で挟んだ強磁性体中を長距離流れるスピン流の原
理を発見　発熱がなく超低消費電力で動作する次世代スピ
ントロニクスデバイスへ道筋（2013.5.29）
理化学研究所は、2 層の強磁性体を s- 波超伝導体で挟んだ

「強磁性ジョセフソン接合」を考案し、電子スピンの向き

が平行な電子対（スピン三重項クーパー対）によるスピン

の流れ（スピン流）が、強磁性体中を長距離にわたって伝

搬することを理論的に見いだした。これは物性物理学にお

ける新しい現象であり、研究の新ステージを提供すると期

待される。
http://www.riken.jp/pr/press/2013/20130529_1/

燃料電池材料の新しい設計方法を発見　高効率・低コスト
膜の開発に道（2013.5.29）
北陸先端科学技術大学院大学は、燃料電池材料の心臓部に

あたる水素イオン透過膜の設計に対して、水素イオンを透

過させることができる人体の中のタンパク質がヒントに、

水素イオン透過性を飛躍的に向上させるための、新しい方

法を発見した。高効率化・低コスト化が期待できる。
http://www.jaist.ac.jp/news/press/2013/post-357.html

ガラスの持つ大きなかご状構造内への電子の “ 溶け出し ”
を可視化　非結晶機能材料の設計に新しい道（2013.5.29）
高輝度光科学研究センター、タンペレ工科大学、東京大学、

山形大学、大阪府立大学、Materials Development Inc.、ア

ルゴンヌ国立研究所からなる国際共同研究チームは、大

型放射光施設 SPring-8 の高輝度放射光Ⅹ線とアルゴンヌ

国立研究所の中性子を用いた実験、ユーリッヒ総合研究機

構のスーパーコンピュータを用いたシミュレーションによ

り、酸化物ガラスに存在する大きなかご状構造が「ガラス

形成のしやすさ」を決めることを明らかにした。加えて、

このガラスから酸素の一部を引き抜くことで、かご状構造

内に電子が “ 溶け出し ” ガラス構造が安定化することも突

き止めた。
http://www.u-tokyo.ac.jp/public/public01_250528_02_j.html

3D 測 定 レ ー ザ ー 顕 微 鏡 お よ び ナ ノ サ ー チ 顕 微 鏡
（2013.5.29）
オリンパス（株）は研究・開発や品質管理の場面で使用さ

れる工業用レーザー顕微鏡として、微細な電子デバイスや

高機能素材などの表面形状を 3 次元で観察・測定する 3D

測定レーザー顕微鏡を 6 月 3 日から全世界で同時発売す

る。また、レーザー顕微鏡の機能に加え、より高倍率の

ナノ領域の観察・測定が可能なナノサーチ顕微鏡を 6 月 3

日より日本国内と中国、韓国、タイで発売する。
http://www.olympus.co.jp/jp/news/2013a/nr130529olsj.jsp

膵島細胞と間葉系幹細胞の融合細胞を用いた糖尿病治
療実験に成功　新しい重症糖尿病治療法の開発に期待

（2013.5.29）
京都大学の研究グループはラットの膵島細胞と間葉系幹細

胞の電気的細胞融合法を確立し、膵島細胞と間葉系幹細胞

の融合細胞が糖尿病治療に有望であることを世界で初めて

発見した。
http://www.kyoto-u.ac.jp/ja/news_data/h/h1/news6/2013/130529_1.htm

微生物燃料電池の廃水処理性能向上、実用レベルに活性汚
泥法と同等の廃水処理性能を実現（2013.5.29）
新エネルギー・産業技術総合開発機構の基盤技術開発プロ

ジェクトに取り組んでいる東京薬科大学のグループは、微

生物を利用した創電型の廃水処理に適した微生物燃料電池

装置を開発、実験室サイズの装置を用いた模擬廃水処理実

験により、従来方式の廃水処理法である活性汚泥法と同等

の処理速度を確認した。汚濁廃水中の有機物から電気エネ

ルギーが回収されるだけでなく、活性汚泥法よりも少ない

エネルギーでの処理が可能となることから、まったく新し

い創電型の廃水処理に繋がることが期待される。
http://www.nedo.go.jp/news/press/AA5_100197.html
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磁場誘起量子相の磁気構造を直接決定 ‐ 強相関物質の代
表物質 URu2Si2 における 30 年の謎に解答（2013.5.27）
東北大学と茨城大学は、フランス国立強磁場研究所、フラ

ンス原子力庁、ラウエランジュバン研究所と共同で、物質

中の電子が強い相互作用により特異な性質を示す強相関物

質の代表例である化合物 URu2Si2 において 30 年以上前に

見いだされた磁場誘起量子相の磁気構造を直接決定する事

に成功し、長年の謎に解答をもたらした。
http://www.tohoku.ac.jp/japanese/2013/05/press20130527-01.html

ナノの光源で透明な物質に光を吸収させることに成功
（2013.5.27）
北海道大学と大阪府立大学はナノの光源を使って、本来光

が透過してしまう透明な物質に光を吸収させることに成功

した。具体的には光を局在プラズモンとすることによって、

本来その光を吸収しない単層カーボンナノチューブに光吸

収を起こさせることに成功したもの。このことはこれまで

光エネルギーの利用には使えなかった物質が活用できるよ

うになることを意味しており、光触媒や太陽電池などの光

エネルギー変換技術の革新に繋がる可能性がある。
http://www.hokudai.ac.jp/news/130527-pr-sci.pdf

ナノキャリア融合 BMP4 による骨形成促進に初めて成功
（2013.5.27）
岡山大学の研究グループは、進化分化工学的手法で作成し

たコラーゲン結合能を有する骨形成因子 BMP4 を用いて、

担体なしで限局した部位に骨形成を誘導することに初めて

成功した。
http://www.okayama-u.net/renkei/document/pdf/pressrelease/press-130527.pdf

生物多様性保全活動の取り組み（2013.5.27）
東芝メディカルシステムズ（株）は、事業活動と、生物多

様性を含む多様な環境問題を包括的かつ定量的に把握する

ことにより、取り組みの「見える化」を図り、影響の低減、

持続可能な利用につなげてきた。2012 年 3 月より「生物

多様性推進プロジェクト」を推進し、本社および周辺地域

の生物調査を実施、１年間の調査結果をまとめ、その調査

結果はホームページに掲載された。また「いきものガイド」

として冊子を発行した。
http://www.toshiba-medical.co.jp/tmd/company/news/130527.html

東芝メディカルシステムズ HP
http://www.toshiba-medical.co.jp/tmd/company/env/biodiversity/

実証実験中の「ネットワーク型家庭用植物工場」　中間成
果を公開（2013.5.29）
千葉大学、三井不動産（株）、パナソニック（株）、（株）

みらいによる「街中植物工場コンソーシアム柏の葉実証部

会」は、2012 年 9 月より柏の葉スマートシティの住民モ

ニター 5 世帯を対象に実施しているネットワーク型家庭用

植物工場の実証実験の中間成果を公開した。
http://panasonic.co.jp/corp/news/official.data/data.dir/2013/05/jn130529-1/

jn130529-1.html

66kV 大 電 流・ 低 損 失 超 電 導 電 力 ケ ー ブ ル を 開 発
（2013.5.28）
新エネルギー・産業技術総合開発機構の「イットリウム系

超電導電力機器技術開発」の実施者である住友電気工業

（株）、（株）フジクラ、国際超電導産業技術研究センター

は、イットリウム系の高温超電導線材を用いた大電流・低

損失の 66kV 超電導電力ケーブルを開発。世界最大級であ

る 5kA の長期課通電試験および極低損失通電の検証を実

施し、冷却効率を考慮した上での送電損失で、従来の電力

ケーブルの 1/3 以下を達成した。
http://www.sei.co.jp/news/press/13/prs060_s.html

電子がもつ微小な磁石の間に働く新しい相互作用　量子コ
ンピュータにも利用可能（2013.5.27）
東京大学、理化学研究所、高輝度光科学研究センター、関

西学院大学の共同研究チームは、CaIrO3 という物質の中

では電子の微小な磁石の間でもコンパス型の相互作用が働

いていることを、明らかにした。コンパス型の相互作用が

実験的に明らかになったのは、世界で初めてのこと。理論

的には、コンパス型の相互作用が働く磁石を持つ電子をう

まく並べることによって、量子コンピュータ（スーパーコ

ンピュータよりはるかに処理速度の速い次世代コンピュー

タ）に利用可能なスピン液体が実現することが予言されて

おり、本研究はその実現可能性を大きく広げるもの。
http://www.u-tokyo.ac.jp/public/public01_250525_j.html

カーボンナノチューブの精密合成に成功（2013.5.27）
名古屋大学は有機化学的手法と物理化学的手法の融合によ

り、カーボンナノチューブの精密合成に成功した。
http://www.nagoya-u.ac.jp/about-nu/public-relations/researchinfo/upload_

images/20130527_wpi.pdf
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人 工 合 成 ク モ 糸 繊 維、 量 産 化 の 基 本 要 素 技 術 を 開 発
（2013.5.24）
スパイバー（株）は、人工合成クモ糸繊維の量産化に必要

な基本要素技術の開発に成功。本技術による実際の生産が

可能であることを製品試作の実現により、世界で初めて実

証した。
http://www.spiber.jp/news/

植物の表面を覆うクチクラ形成に重要な制御遺伝子を発見
植物を風雨、乾燥、紫外線、病害から守るクチクラの形成
制御システムを解明（2013.5.24）
産総研は農業・食品産業技術総合研究機構と共同で、植物

の表面を覆うクチクラ形成の鍵となる制御遺伝子を発見し

た。
http://www.aist.go.jp/aist_j/press_release/pr2013/pr20130524/pr20130524.html

世界最高効率 114 lm/W を実現　LED に匹敵する照明用高
効率白色有機 EL 素子を開発（2013.5.24）
パナソニック（株）エコソリューションズ社は、発光面積

1cm² における世界最高効率 114 lm/W の白色有機 EL 素

子を開発した。発光面積 25cm² においても、110 lm/W

の高い発光効率を示した。現在市販されている蛍光灯器具

（約 60 ～ 80 lm/W）や LED 照明器具（約 80 lm/W）と

同等以上の発光効率が得られると考えられ、一般家庭用照

明も含めた幅広い分野への応用が期待される。
http://panasonic.co.jp/corp/news/official.data/data.dir/2013/05/jn130524-5/

jn130524-5.html

悲しい音楽はロマンチックな感情ももたらす　なぜ私たち
は悲しい音楽を聴くのかが明らかに（2013.5.24）
理化学研究所と東京藝術大学は、悲しい音楽は悲しみだけ

でなくロマンチックな感情をも聴き手にもたらし、また、

その作用が音楽経験の有無に関係なく引き起こされること

を実証した。この成果は、「聴いた音楽を悲しい音楽と判

断すること」と「音楽を聴いて実際に悲しみを体験するこ

と」が別であることを示しており、なぜ私たちが悲しい音

楽をあえて聴くのか、について考える重要な手がかりとな

る。
http://www.riken.jp/pr/press/2013/20130524_1/

1 万ルーメン級の高光束を実現　近紫外半導体レーザーと
蛍光体を用いた高輝度白色光源を開発（2013.5.24）
パナソニック（株）オートモーティブ＆インダストリアル

システムズ社は、1 万ルーメン級の高光束を出力する半導

体白色光源を開発した。発光源に用いる近紫外半導体レー

ザーの高効率・低損失設計、およびモジュール化によって

光出力の向上を図り、また、強いレーザー光を照射しても

輝度飽和しない蛍光体材料を開発し、白色光としての高光

束を実現した。LED に比べて発光部が小さく出射光の直進

性に優れたレーザーの採用でコンパクトな光学構成が可能

となり、セットの高輝度化と小型化の両立に寄与する。
http://panasonic.co.jp/corp/news/official.data/data.dir/2013/05/jn130524-3/

jn130524-3.html

燃料電池自動車のカギ、水素貯蔵のしくみ（2013.5.23）
高エネルギー加速器研究機構は新エネルギー・産業技術総

合開発機構の「水素貯蔵材料先端基盤研究事業」に関連し、

世界最高強度のパルス中性子ビームを利用できる高強度中

性子全散乱装置（NOVA）の活用についてハイライトとし

て公開した。
http://www.kek.jp/ja/NewsRoom/Highlights/20130523140000/

ヤマブドウ果汁でマウス皮膚発癌予防（2013.5.23）
岡山大学は岡山県真庭市蒜山産のヤマブドウ果汁の部分精

製濃縮ジュースの飲用でマウスの皮膚発がんが抑制される

ことを見出した。また、ヤマブドウ果汁の外用塗布でも皮

膚発がんが抑制された。抗発がん機構の一つは発がんや炎

症の進展に関与するシクロオキシゲナーゼ 2 酵素（COX-2）

をヤマブドウ果汁が抑制することによる抗炎症効果と分

かった。
http://www.okayama-u.ac.jp/tp/release/release_id31.html

グラフェンの光学量子ホール効果の観測に成功　固体中の
ニュートリノが示す奇妙な光学現象（2013.5.23）
グラフェン中の電子は、相対論的（ディラック）粒子で質

量がゼロの粒子（ニュートリノに似る）のように振る舞い、

またその速度は、固体中の粒子としては非常に速い（光速

の約 1/300）。これらの性質のため、グラフェンは次世代

の高速電子デバイス材料の有力候補として期待されてい

る。東京大学のグループは、NTT 物性科学基礎研究所、理

化学研究所と共同で、グラフェンがテラヘルツ波という、

光に近い高周波数の電磁波に対しても明瞭に量子ホール効

果を示すことを、ファラデー効果という光学現象を利用し

て観測することに成功した。
http://www.u-tokyo.ac.jp/ja/todai-research/research-news/optical-quantum-hall-

effect-in-graphene/
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人工的に作り出したホタルの光の明滅を使って生体内の
pH 変化をモニターする技術の開発（2013.5.21）
東京大学は、北海道大学との共同研究により、動物体内の

pH 環境変化を、人工的に作り出したホタルの光の明滅の

変化として捉え、長時間モニターする方法を開発した。本

システムは、pH 変化を通して生体内の異常を簡便に検査

する技術に繋がると期待される。
http://www.jst.go.jp/pr/announce/20130521/index.html

化 学 物 質 が ミ ジ ン コ の 性 を か く 乱 す る 仕 組 み を 解 明
（2013.5.21）
基礎生物学研究所は、国立環境研究所、北海道大学、バー

ミンガム大学との共同研究により、ミジンコの仲間におい

て化学物質を受け取る「受容体」を発見し、化学物質がミ

ジンコの性をかく乱するメカニズムを明らかにした。
http://www.nibb.ac.jp/press/2013/05/21.html

肉類摂取と糖尿病との関連（2013.5.21）
国立がん研究センターは糖尿病発症リスクと肉食の関連に

ついて多目的コホート研究の研究成果を公表した。
http://epi.ncc.go.jp/jphc/outcome/3290.html

小麦ポリフェノールの肥満抑制効果　肥満モデルマウスの
活動リズム異常や耐糖能異常を抑制（2013.5.20）
産総研は、（株）日清製粉グループ、オリエンタル酵母工

業（株）と共同で、食餌性肥満モデルマウスを用いて、小

麦ポリフェノールが持つ活動リズム改善効果や、肥満や耐

糖能異常の抑制効果を発見した。
http://www.aist.go.jp/aist_j/press_release/pr2013/pr20130520/pr20130520.html

ナノ絆創膏を使い、大静脈の損傷部閉鎖による止血治療に
成功（2013.5.20）
防衛医科大学と、早稲田大学の研究グループは、裂けた血

管壁に接着剤なしで簡単に貼れるナノ厚の絆創膏を開発

し、ウサギの血管を用いた試験で下大静脈からの大量出血

の止血に成功した。この薄膜シートは接着剤なしにあらゆ

る臓器や組織の表面に間隙なくぴったりと貼付できる、い

わば「ナノ絆創膏」で、これを貼ることで大静脈のような

壁の薄い大血管からの大量出血が止血できることを世界で

初めて報告した。
http://www.waseda.jp/jp/news13/130520_nano.html

さらなる薄型化と回路の高精細化を実現した導電性ペース
ト接続 FPC の量産（2013.5.22）
住友電気工業（株）は、独自の金属ナノ粒子技術を生かし

た導電性ペーストを、回路の層間接続に適用した FPC を

開発し、4 月から住友電工プリントサーキット（株）水口

事業所の量産ラインを本格稼働させ、両面板 FPC の出荷

を開始した。
http://www.sei.co.jp/news/press/13/prs055_s.html

結晶シリコン太陽電池モジュールの出力低下を伴う劣化現
象の抑制技術　酸化チタン系複合金属化合物薄膜をコー
ティング（2013.5.22）
産総研はサスティナブル・テクノロジー（株）と、酸化チ

タン系の複合金属化合物薄膜をガラス基板にコーティング

して、Potential-induced degradation （PID）現象による結

晶シリコン太陽電池の出力低下を抑制する技術を開発し

た。
http://www.aist.go.jp/aist_j/press_release/pr2013/pr20130522/pr20130522.html

顔料からの有限長 CNT 分子の合成に成功（2013.5.22）
東北大学の研究グループは、顔料を原料とした有限長カー

ボンナノチューブ（CNT）分子の製造法を開発した。らせ

ん型選択的合成法およびらせん型・アームチェア型の混合

合成法の二種の手法を開発し、大量に工業生産されている

有機顔料を有限長 CNT 分子へと変換する新しい製造法を

開発したもの。現在、有限長 CNT 分子のボトムアップ化

学合成法の開発研究が始まっているが、本研究では、最短

長 CNT 分子（0.25 nm）の三倍長（0.75 nm）となる有限

長 CNT 分子の製造法が開発された。
http://www.tohoku.ac.jp/japanese/2013/05/press20130520-01.html

環 状 ｍ RNA を 用 い て エ ン ド レ ス な タ ン パ ク 質 合 成 に
成功　ローリングサークルタンパク質合成手法を開発

（2013.5.22）
理化学研究所は、大腸菌が通常持っているタンパク質合成

過程において、タンパク質合成終了の目印となる終止コド

ンを除いた環状のメッセンジャー RNA （mRNA）を鋳型に

用いてエンドレスにタンパク質合成反応を起こすことに成

功した。通常の直鎖状 RNA を鋳型とするタンパク質合成

反応に比べ、反応の効率は 200 倍に増大した。
http://www.riken.jp/pr/press/2013/20130522_1/
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磁気の波の重ね合わせを利用した新しい論理演算方式の原
理を実証　高性能、省電力の画期的コンピュータにつなが
る基盤技術の開拓（2013.5.19）
科学技術振興機構（JST）の課題達成型基礎研究の一環と

して、慶應義塾大学は、薄膜化した金属磁性体を用いた磁

気の波（スピン波）による論理演算方式を考案し、その原

理を初めて実証した。ナノメートル級の厚さの導電性磁性

体（パーマロイ合金：NiFe）を用いて、新たな構造の「三

端子素子」を考案し、スピン波を演算素子に適用する鍵と

なるスピン波の重ね合せを実現したもの。この三端子素子

に 2 つのスピン波を発生させ、それらのスピン波を制御し

て波の重ね合わせの状態を観測した。その結果、波が強め

合った状態（信号 “1” に相当）と打ち消し合った状態（信

号 “0” に相当）が素子の中で起こっていることを確認した。

これは電気を使った従来の論理演算とは異なる、磁気的な

現象であるスピン波を用いて論理演算ができることを初め

て実証したもので、論理演算を 7GHz の高周波信号で実現

したことから、高速な演算時でも電気抵抗による発熱が極

めて少ない新論理演算素子の実現が可能なことを示した。
http://www.keio.ac.jp/ja/press_release/2013/kr7a4300000c0pzw.html

世界最高のスピン偏極率をもった陽電子ビームの開発に成
功　電子スピンの新たな検出法の開発に道筋（2013.5.17）
日本原子力研究開発機構は、陽電子線源にゲルマニウム

-68 を用いて世界最高のスピン偏極率（47%）をもつ陽電

子ビームの開発に成功した。この高スピン偏極陽電子ビー

ムを、電子スピンを一方向に揃えた純鉄に打ち込み、電子

と陽電子が結合消滅するときに発生するガンマ線を観測し

たところ、電子スピンの検出が可能であることが実証され

た。本成果により、スピン偏極陽電子ビームを用いた陽電

子消滅法が、スピントロニクス開発に必要な電子スピンの

新たな評価手法となることが期待される。
http://www.jaea.go.jp/02/press2013/p13051702/index.html

銅やアルミニウムで磁気の流れを生みだす原理を発見　レ
アメタルフリー磁気デバイス開発に道（2013.5.17）
日本原子力研究開発機構の研究グループは、銅やアルミニ

ウムなど身近な金属への音波注入によって電子の持つ磁気

の流れ「スピン流」を生みだす新しい原理を発見した。究

グループは、音波注入によって振動する金属中における磁

気の流れを精密に表す基礎方程式を導き、音波注入によっ

て金属中にスピン流を生みだす新しい原理を発見した。そ

の結果、プラチナのような貴金属や磁石を用いる従来の手

法とは異なり、銅やアルミニウムのような身近で安価な金

属を用いてスピン流の生成が可能であることが分かった。

本研究によって、貴金属や磁石を必要としない省電力磁気

デバイス開発への貢献が期待できる。
http://www.jaea.go.jp/02/press2013/p13051701/index.html

夏季と冬季で太陽光を自動調節する省エネ調光シート
透 明 に も か か わ ら ず 夏 季 は 直 射 日 光 を 大 幅 に カ ッ ト

（2013.5.16）
産総研は住友化学（株）と共同で、新しい自動調光型省エ

ネシートを開発した。太陽光の入射角の違いを利用して、

自動で夏季は太陽光を遮り、冬季には透過させる。窓ガラ

スに貼るだけで自動調光作用が得られ冷暖房負荷軽減によ

る省エネが期待される。
http://www.aist.go.jp/aist_j/press_release/pr2013/pr20130516/pr20130516.html

FIA フォーミュラ・ワン世界選手権参戦（2013.5.16）
ホンダ技研工業（株）は FIA フォーミュラ・ワン世界選

手権に、パワーユニットサプライヤーとして McLaren と

のジョイントプロジェクトのもと、2015 年から参戦する

ことを決定した。このプロジェクトでは同社がエンジン及

びエネルギー回生システムを開発・製造・供給、McLaren

は車体の開発・製造及びチーム運営を担当し、McLaren 

Honda として活動していく。
http://www.honda.co.jp/news/2013/c130516.html

うつ病関連物質セロトニンを制御する外側手綱核は睡眠調
節も担う　うつ病に見られる睡眠障害を理解する手がかり
に（2013.5.15）
理化学研究所は、ラットを用いた電気生理学的解析により、

うつ病関連物質セロトニンの活動を制御する「外側手綱核」

が、レム睡眠も制御することを発見した。これは科学技術

振興機構、東京医科歯科大学、玉川大学による共同研究グ

ループの成果。
http://www.riken.jp/pr/press/2013/20130515_1/

テラヘルツ波を用いてグラフェンの光学量子ホール効果の
観測に世界で初めて成功　グラフェンの光エレクトロニク
ス材料としての新たな応用の可能性を開く（2013.5.15）
東京大学、NTT、理化学研究所の共同研究グループは、グ

ラフェンがテラヘルツ波という光に近い高周波数の電磁波

に対しても明瞭に量子ホール効果を示すことを、ファラ

デー効果という光学現象を利用して観測することに世界で

初めて成功した。本研究は、テラヘルツ波の偏光を超高精

度で制御する素子など、新しい光エレクトロニクス材料と
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してのグラフェンの応用に道を拓くことが期待される。
http://www.s.u-tokyo.ac.jp/ja/press/2013/19.html

200 ℃以下の低温でマグネシウム合金の鍛造を実現　マグ
ネシウム合金鍛造部材の実用化を加速（2013.5.15）
産総研は、宮本工業（株）と共同で、マグネシウム合金の

低温鍛造技術を開発した。マグネシウム合金の微細結晶粒

組織を制御することで 200 ℃以下での鍛造が可能となっ

た。
http://www.aist.go.jp/aist_j/press_release/pr2013/pr20130515/pr20130515.html

動く手のひらや物体に映像と触覚刺激を提示できるシステ
ム　身のまわりのものがコンピュータに変身＝高速で無拘
束な未来型情報環境の実現（2013.5.15）
東京大学は、科学技術振興機構の戦略的創造研究推進事業

CREST の一環として、動く手のひらや紙などの動物体を

高速ビジョンでトラッキングし、その対象に対して遅延な

く映像や触覚刺激を無拘束で投影するシステム＝高速で無

拘束な未来型情報環境を実現した。このシステムは、高速

画像処理の技術を用いることで、人間の認識能力をはるか

に超えるスピードで環境に存在する手や対象物を認識し、

遅延等の違和感なく情報の表示と入力に利用することを可

能にするもので、たとえ動く物体であってもその物体を

ヒューマンインターフェイスの道具に用いることができる

ことを示したものとして注目される。
http://www.jst.go.jp/pr/announce/20130515-2/index.html

リ チ ウ ム イ オ ン 電 池 向 け 包 材 の 生 産 能 力 を 増 強
（2013.5.15）
昭和電工（株）の子会社昭和電工パッケージング（株）は、

パウチリチウムイオン電池の包材であるアルミラミネート

フィルムの 2014 年末の生産能力年産能力を 2013 年末比

で 1.5 倍とする。
http://www.sdk.co.jp/news/2013/13510.html

前 立 腺 が ん に 対 す る ウ イ ル ス 療 法 の 臨 床 研 究 を 開 始
（2013.5.15）
東京大学は、再燃前立腺がん患者を対象にしたウイルス療

法の臨床研究を開始する。これは、がん細胞だけで増殖す

るようにウイルス遺伝子を組み換えた人工的なウイルスを

使ってがん細胞を破壊する、新しいがん治療法である。
http://www.h.u-tokyo.ac.jp/press/press_archives/20130515.html

イモムシ体表にスポット紋様が生じるメカニズムの解明
（2013.5.15）
東京大学の研究グループは、カイコの突然変異体やキアゲ

ハなどの幼虫を用いて幼虫体表のスポット紋様が生じるメ

カニズムを解明した。これらの幼虫では、発生に関わる重

要な遺伝子である Wnt1 が、脱皮ホルモンに対する応答性

を獲得して発現することにより、他の発生過程に大きな影

響を与えずに脱皮の度にスポット紋様を生じさせているこ

とが明らかになった。
http://www.k.u-tokyo.ac.jp/info/entry/22_entry213/

iPS 細胞から造血幹細胞の作製に成功。さらに遺伝子治療
への応用にも成功—骨髄移植に代わる新たな治療法に期待

（2013.5.14）
科学技術振興機構の課題達成型基礎研究の一環として、東

京大学の研究チームは、マウスとヒトの人工多能性幹細胞

（iPS 細胞）から血液のもとになる造血幹細胞をマウス体

内で作り出すことに成功した。また、この方法を応用して

遺伝性の血液疾患マウスの遺伝子治療にも成功した。本研

究成果は将来的に免疫不全症、白血病や再生不良性貧血と

いった血液の難病患者の iPS 細胞から正常な造血幹細胞を

作り出し、根治的な遺伝子・細胞治療を行うという可能性

を秘めており、他人からの骨髄移植に代わる新たな治療法

になると期待される。
http://www.jst.go.jp/pr/info/info953/index.html

深海底から噴き出す熱水にヒントを得てナノテクノロ
ジーを開発　たったの 10 秒でナノエマルション化に成功

（2013.5.13）
海洋研究開発機構は、深海底の熱水噴出孔から噴き出す熱

水と周辺環境との相互作用に着目し、それらに特有の高温・

高圧環境を実験室内で再現可能な装置を開発し、油を直径

が 100 nm 以下のナノサイズの油滴（ナノ油滴）として水

に分散させたナノエマルションを容易かつ 10 秒以内とい

う短時間で生成することに成功した。
http://www.yokohama-cu.ac.jp/univ/pr/press/130514.html

思春期特発性側彎症（AIS）発症に関連する遺伝子「GPR126」
を発見　AIS の発症機構の解明、新たな治療法の開発への
突破口に（2013.5.13）
理化学研究所と慶應義塾大学、京都大学の共同研究グルー

プは、思春期特発性側彎症（AIS：Adolescent Idiopathic 

Scoliosis）の発症に関連する新たな遺伝子「GPR126」を

発見した。共同研究グループでは現在、AIS のオーダーメ
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イド医療に向けてゲノム情報を基にした AIS の診断、予測

モデルの作成に着手、また、GPR126 の機能と AIS 発症の

経路をさらに詳しく調べることで、分子レベルで AIS の病

態の理解が進み、新しいタイプの治療薬の開発が期待でき

る。
http://www.riken.jp/pr/press/2013/20130513_1/

固体酸化物形燃料電池を低温で動かす新たな機構を発見
（2013.5.13）
科学技術振興機構の課題達成型基礎研究の一環として、さ

きがけ研究者らは、固体酸化物形燃料電池の動作温度を

350℃にまで下げるための材料設計指針を明らかにした。
http://www.jst.go.jp/pr/info/info952/index.html

有機太陽電池をシリコン太陽電池と同じドーピングのみで
製作することに初めて成功（2013.5.13）
分子科学研究所と総合研究大学院大学の研究者らは、シリ

コン太陽電池と同様の、不純物の微量ドーピングのみに

よって有機太陽電池を作製することに世界で初めて成功し

た。これは、シリコン太陽電池のレベルに、有機太陽電池

がようやく達したことを意味し、今後様々な有機半導体共

蒸着膜に適用して効率の飛躍的向上が期待できる。
http://www.ims.ac.jp/topics/2013/130513.html

シナプスの演算ルールを可視化することに成功　ナノレベ
ルの記憶形成機構解明（2013.5.13）
東京大学は、シナプス可塑性が起こる過程を顕微鏡で観察

し、シナプス酵素が行う情報処理を明らかにした。複数の

酵素の活性化を直接顕微鏡で動画として記録する方法を開

発し、シナプスの酵素が神経入力の情報を読み解く様子

を、世界で初めてリアルタイムで観察することに成功した

もの。また、これまで単に遺伝子の実態として捉えられて

きた酵素について、実はそれぞれ固有の情報処理を行う素

子であるという新しい機能を明らかにした。
http://www.u-tokyo.ac.jp/ja/todai-research/research-news/deciphering-the-

information-processing-of-synapses-and-neurons/

中国にトレカ樹脂コンパウンド設備を新設（2013.5.13）
東レ（株）は、中国の樹脂事業統括子会社において、トレ

カ ® 樹脂のコンパウンド設備を新設する。約 2 億円を投

じて、年間 2,500 トンの能力を持った設備を導入、2013

年 6 月に稼動を開始する計画である。
http://www.toray.co.jp/news/pla/nr130513.html

糸状菌由来の免疫回避機能性素材を用いた新規医療用ナノ
粒子の開発（2013.5.10）
東北大学は、新規医療用ナノ粒子の開発に成した。これは

「体内に投与したナノ粒子を、白血球等につかまらず、効

率よく目標の臓器・器官に届ける事が出来るようになった」

もの。ナノ粒子の表面を免疫系に見つからない（ステルス）

物質でコーティングして、白血球等に感知されないように

した。ナノ粒子は MRI や DDS など医療分野への応用が図

られているが、血中に投与したナノ粒子が細網内皮系にお

いてマクロファージにより捕捉され、標的組織へ送達でき

ないことが課題。この課題に対して、新規医療用ナノ粒子

を開発した。
http://www.tohoku.ac.jp/japanese/2013/05/award20130510-02.html

超伝導転移温度の高さと電子対の強さをつなぐ法則を
発見　回転する電子対による超伝導の核心部分に光明

（2013.5.10）
広島大学、大阪府立大学、東京大学を中心とする研究グ

ループは、広島大学放射光科学研究センターの高輝度シン

クロトロン放射光を用いて、世界最高水準の高分解能・角

度分解光電子分光実験を行い、超伝導転移温度と、超伝導

を担う電子対の強さをつなぐ関係式があることを明らかに

した。対になっている電子の結合の強さは、超伝導ギャッ

プとして観測され、通常は超伝導転移温度に比例する重要

な物理量。しかし、銅酸化物系の高温超伝導では、両者を

つなぐ法則が未解明なために、見通しのきかない状況だっ

た。今回発見された関係式は、回転する強い電子対による

超伝導機構の核心部分を捉えており、高温超伝導による無

損失の電気材料や、さらなる高温超伝導物質の開発を導く

強力な指針となることが期待される。
http://www.s.u-tokyo.ac.jp/ja/press/2013/20.html

NIMS 賞、今年度は細野秀雄氏に（2013.5.9）
物質・材料研究機構（NIMS）は今年度の NIMS 賞を東京

工業大学の細野秀雄教授に贈る。7 月に開催される NIMS

コンファレンスにおいて賞の授与式、並びに受賞記念講演

が行われる。
http://www.nims.go.jp/news/press/2013/05/p201305090.html

マ イ ク ロ 流 体 チ ッ プ に 使 う 小 型 電 動 バ ル ブ を 開 発　
0.01cm3 以下と超小型で 0. ７秒の高速応答のバルブを組
み込む（2013.5.9）
理化学研究所は東海ゴム工業（株）および東京大学と共同

で、化学・生化学実験や医療診断に適したマイクロ流体チッ
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プに組み込む小型電動バルブを開発した。電圧をかけるこ

とで一定方向に大きく変形する東海ゴム工業（株）の特殊

な電動ポリマーの「スマートラバー（SR）アクチュエータ」

を用い、0.01cm3 以下という超小型化と 0.7 秒の高速応答

性を実現した。
http://www.riken.jp/pr/press/2013/20130509_1/

折り紙エレクトロニクス　ナノペーパーとナノワイヤを用
いて軽量ウエアラブルコンピュータに光（2013.5.9）
大阪大学の研究グループは、折り畳んでも電気を流し続け

る「導電性折り紙」を開発した。この折り紙は、セルロー

スナノペーパーと銀ナノワイヤからできており、複雑に折

り畳んでも導電性が失われない。この材料は “ 折り紙エレ

クトロニクス ” という新しい概念を切り拓き、ウェアラブ

ルなコンピュータやメディカルセンサーなどを実現すと期

待される。
http://www.osaka-u.ac.jp/ja/news/ResearchRelease/2013/05/20130509_2

2 回らせんの右巻き・左巻きの選択機構の解明とその制
御に成功　左右変換可能なキラル材料、医薬品の開発へ

（2013.5.9）
大阪大学、愛媛大学、産業技術総合研究所の研究グループ

は共同で、キラルなアミンとアキラルなカルボン酸から成

る数多くの有機塩結晶の単結晶 X 線構造解析を通して、結

晶中の水素結合 2 回らせんの右巻きと左巻きの選択機構を

解明し、その制御に成功した。このようならせんの左右の

制御は医薬品の開発だけでなく円偏光を利用した 3D ディ

スプレイなどの光学デバイスへの応用が期待される。
http://www.osaka-u.ac.jp/ja/news/ResearchRelease/2013/05/20130509_1

ゴカイが持つ無限の再生能力の仕組みを解明　体節からの
増殖シグナルが新たな体節形成を誘導、強力な再生能力を
裏付け（2013.5.8）
理化学研究所は筑波大学と共同で、環形動物ゴカイの体節

形成を詳細に観察し、新たな体節は隣の体節からのタンパ

ク質が増殖のシグナルとなって作られることを発見した。

成体になった後でも既存の体節を鋳型にして新たな体節を

作る（増節）仕組みは、ゴカイの無限の再生能力を説明す

る手がかりとなる。
http://www.riken.jp/pr/press/2013/20130508_1/
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構造色をもつ鳥 ⑮　コルリ

コルリはスズメと同程度の大きさで体長は 14cm ほどです。落葉広葉樹の間にササ藪が茂るような森林
に、繁殖期以外は単独で暮らしています。藪の中を器用に飛び、地面を走り回って主食である昆虫を捕
まえます。日本には夏に北海道や本州中部の以北の涼しい山地に繁殖のために渡ってきます。

オスは背中の瑠璃色と腹部の白のコントラストが美しく、学名のcyane も「暗青色の」という意味で、
羽の色にちなんだものです。以前本欄で紹介したオオルリは樹冠の梢で良く囀りますが、コルリはあま
り木の上には出てきません。名前も、瑠璃色の羽をもつところも、よく似ていますが、オオルリはヒタ
キの仲間、コルリはツグミの仲間です。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ナノテクノロジー戦略室　関谷瑞木

Column

写真は「森の青葉」氏にご提供いただきました。
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豊蔵レポートより
豊蔵信夫氏が収集・配信されている最新技術情
報をお届けします。

（2012.12.6）

シャープが、住宅用太陽光発電（PV）パネルを米大手

SunPower 社から調達する。年内にも生産委託したパネル

をシャープのブランドで発売する。海外勢との価格競争が

激化する中、シャープは競争力強化のため外部調達を検討

していた。

②東芝、SunPower 社製の新モジュールを販売し、日本の

住宅市場で優位を継続（2012.12.5）

SunPower 社は、世界最高の変換効率を実現した同社の新

しいソーラーパネルを、2012 年 12 月から東芝へ供給す

ると発表。今回の提携により、東芝は今後も日本の住宅市

場において最高効率の太陽光発電製品を継続的に販売する

ことになる。20.1% の変換効率と、72 のセル構成で公称

最大出力 250W の SunPower 社の新しい E20/250NE ソー

ラーパネルは、日本の住宅市場において東芝が独占的に販

売を行う。モジュールには SunPower 社の裏面電極設計の

Maxeon™ 太陽電池が搭載されており、世界最高の変換効

率を実現する。
http://www.sankeibiz.jp/business/news/121205/prl1212051200030-n1.htm

EU の中国製品に対する反ダンピング税、意図しない結果
を招く恐れも
EC 計画（中国の太陽電池モジュールに 37.2％～ 67.9％の

懲罰的な反ダンピング税を課すつもり、6 月 6 日に発効）、

中国製品の平均価格が 45％増加する可能性（HIS Group

の報告）、欧州の太陽電池モジュールの生産者を保護する

ための試みが EU の決定に意図しない結果を招く恐れ、中

国のモジュールサプライヤーが多く倒産する可能性、台湾

など中国以外での低コスト地域におけるモジュールの生産

5 月の注目記事②（2013.5.16 ～ 2013.6.5）

EC、中国メーカーに 11.8％の相殺関税をかけると発表
欧州委員会（EC）段階的な関税導入を発表、8 月 6 日まで

11.8％（当初の予想よりも低い率）、外交的解決が中国と

欧州閣僚間で合意されない場合は 12 月まで平均 47.6% に

引き上げ、この間に中国側と交渉しダンピング防止策をと

るよう要求、関税交渉による解決の可能性、5 年間の恒久

関税化は理事会で 12 月に判断

EC to impose 11.8% duties on Chinese manufacturers
http://www.pv-tech.org/news/ec_announces_11.8_duties_on_chinese_

manufacturers

サンパワー社、変換効率アップと製造コスト減で競争力維
持を目指す
サ ン パ ワ ー 社 の X- シ リ ー ズ・ モ ジ ュ ー ル・ プ ラ ッ ト

フォーム、変換効率目標値（現在の 21.5％から 2015 年

に 23％）、同社は最近 24％以上の変換効率を持つ “Maxeon 

Gen 3” 銅ベースの技術を導入、E シリーズのモジュール

製造ラインを必要に応じて X シリーズの生産に移行可能、

同社のターゲット（2015 年までに競争力の高い太陽電池

モジュール生産力の保持、ワット当たりの製造コスト削減

35％、モジュール効率アップ 10％）

SunPower Analyst Day: Module efficiency to reach 23% in 

2015
http://www.pv-tech.org/news/sunpower_analyst_day_module_efficiency_to_

reach_23_in_2015

参考 : 日本のメーカーのモジュール製造競争力の衰退を如

実に示す事例

① シ ャ ー プ、SunPower 社 か ら ソ ー ラ ー パ ネ ル を 調 達
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既存の通信装置の電波到達距離 1 ～ 3㎞と大きな差はない。

「5G 時代にはソフトウェアだけでなくウォッチフォン、ス

マートメガネ、ウェアラブルコンピュータなどスマート機

器にも革命的変化が起きる。フレキシブルで折り曲げられ

る画面にクラウディングコンピュータサーバから大容量

ファイルを瞬時に伝送して利用できるようになるはず」と

関係者の夢は膨らむ。

紙ベースのエレクトロニクス、三次元導電性構造体を可能
に
プラスチックは熱に敏感で生産温度が 400℃以上では不向

き、紙は高温に耐える、安価で軽くて柔軟性のある紙、イ

ンクジェットプリンタで紙に触媒を印刷、窒素雰囲気中で

シートを 800℃まで加熱、用紙のセルロースは黒鉛に変換

（触媒として硝酸鉄）、セルロースは純粋な炭素になるまで

水を解放、鉄と炭素との混合物は比較的低い温度で溶融、

銅の電解メッキ、マックスプランク研究所

Electronics Comes to Paper: Paper, Being Light and 

Foldable, Works Well for Electrically Conducting 

Structures
http://www.sciencedaily.com/releases/2013/05/130515085214.htm

これまで未知のタイプの摩擦、ナノの世界で発見
摩耗によるエネルギー損失（機械でだけでなく人体の関

節でも）、ナノシステムの摩擦挙動を研究 ( 固液界面にお

けるナノスケール摩擦メカニズム、溶媒中のポリマー分子

の挙動（難なく滑ったり付着）、潤滑剤を開発するために

は分子スケールでの物理学の基本法則を理解することが必

要、原子間力顕微鏡のナノスケールで細い針の先端にポリ

マー分子の末端を取り付け、試験表面上を引きずりながら

生じる力を測定、ポリマーコイル内の非常に低い内部摩擦、

溶媒の表面と質の化学的性質はポリマーの接着強度に決定

的な影響、ミュンヘン工科大学

Nanotechnology researchers discover a previously 

unknown type of friction　
http://www.nanowerk.com/news2/newsid=30507.php 

医療業界における電子機器製造サービスの機会が増加
相手先商標製品の製造会社（OEM）が医療業界においてエ

スカレートする大量の電子コンテンツをうまく処理するた

めに電子機器製造サービス（EMS）プロバイダに変わる例

が増加中、ヘルスケアの電子ブームを管理するための理想

的なソリューション（無線通信、ロボット工学、ソフトウェ

ア）、EMS サプライヤーは OEM-EMS のパートナーシップ

能力（現在、3.4 GW で中国の 35 GW の 10 分の 1 以下）

EU to see PV price hike following AD on Chinese imports 
http://www.pv-magazine.com/news/details/beitrag/eu-to-see-pv-price-hike-

following-ad-on-chinese-imports_100011308/#axzz2TOzjlYZ6

補足：欧州で 2 GW 程度のインストール・プロジェクトが

減収、中国のモジュール平均価格 0.66 ドル /W が来月 0.97

ドル /W に高騰する予測も、インストーラ・調達・建設会

社は利益率を犠牲にしながら費用アップの一部を吸収する

可能性、ドイツでは 10％のシステム価格の上昇はセクター

の投資家の意欲を減衰、中国は欧州での販売赤字を補うた

めに日本と東南アジアの市場拡大や中国国内のインストー

ル増加が必要。

EU でも安価な中国製太陽光パネルに対して関税をかける
事を検討
3 月時点で 0.66 ドル /W の中国製モジュール価格、課税

によって 6 月に 0.97 ドルと 45% も上昇する可能性、破産

に追い込まれる中国メーカーも、関税に反対する側の意見

（モジュール価格の世界的な高騰を引き起こして導入量に

も悪影響、モジュール周辺機器のパワコンなどの業界にも

影響、欧州の需要を地域内でまかなえる環境も整っていな

い、中国製品以上のコストパフォーマンスが得られるパネ

ルは他にない）

Hiked module prices could result in more Chinese 

bankruptcies
http://www.pv-tech.org/news/ihs_hiked_module_prices_could_result_in_more_

chinese_bankruptcies

サムスン電子、世界初の第 5 世代モバイル通信技術開発
セルラー方式通信向け Ka 帯のミリ波（28GHz）を使い 64

本のアンテナを設置した送受信実験、最長 2 キロの 1Gbps

での転送に成功、現行 4GLTE ネットワークの数百倍の速

度でのデータ転送が可能、映画 1 本を 1 秒でダウンロー

ド可能、2020 年の商用化目標、現在使用されている LTE

の伝送速度は 1 秒当たり 75Mb（今回開発された技術はこ

れより約 20 倍程度速い）

Samsung announces its 5G technology research
http://www.wired.co.uk/news/archive/2013-05/14/samsung-5g

補足：5G 通信技術は現在使用中の数百 MHz から数 GHz

の周波数よりはるかに高い帯域の超高周波を使用する。超

高帯域周波数がこれまで使用されてこなかったのは、超

高周波帯域は波長の長さが既存の 15 分の 1 水準と短いた

め、電波損失と伝達距離の短さが短所となったため。サム

スン電子はこの問題を数十個のアンテナを使用することで

解決。この技術により電波を送受信できる距離は約 2㎞で、
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が増加するアウトソーシングためには長期的なコミットメ

ントが必要、サービスプロバイダはオールラウンドなサー

ビスを提供するために財務モデル、長期間のセールス実現、

製造の課題、サプライチェーンの複雑さ、認証や監査を含

め業界の動向に注意することが必要

Opportunities for electronics manufacturing services in 

medical industry are increasing
http://www.electroiq.com/articles/sst/2013/05/opportunities-for-electronics-

manufacturing-services-in-medical-.html

世界最大の遺伝子型プロジェクト、癌のリスクマーカーを
包囲
大きな飛躍を遂げた癌研究、80 以上の遺伝子マーカーを

特定、200,000 人の被験者から DNA を採取し癌を持つも

のと持たないものを比較して各人の遺伝的リスクを評価、

驚異的な成果、次のステップは個々の癌のリスクを計算す

ること（癌の開始と成長の理解を助ける、新しい治療法の

開発につながる）、5 年以内に DNA スクリーニング試験が

可能に

Massive study closes in on cancers risk markers
http://cordis.europa.eu/fetch?CALLER=EN_NEWS&ACTION=D&SESSION=&R

CN=35723

補足：世界最大の遺伝子型プロジェクト COGS は、EU 資

金 1200 万ユーロを受ける国際研究イニシアティブ。研究

は世界中の 160 以上の研究グループの支援を受けて、ス

ウェーデンのカロリンスカ研究所、ケンブリッジ大学およ

び英国の癌研究所の科学者がリードする。
http://www.cogseu.org

中国 GCL-Poly 社、2013 年第 1 四半期のポリシリコンと
ウエハ価格が安定
GCL-Poly 社の 2013 年第 1 四半期業績概要、2012 年 12

月に底を打ち 2013 年第 1 四半期は増加に転じた、ポリシ

リコン事業（価格下落の一方、販売量は増加）、ウエハ事

業（製造量、販売量共に増加）、研究開発（コスト削減お

よび需要の開拓を目指す）

GCL-Poly sees stable polysilicon and wafer ASPs
http://www.pv-tech.org/news/gcl_poly_sees_stable_polysilicon_and_wafer_asps

補足：2012 年末にかけての世界的な供給過剰状態により、

同社は 2012 年のポリシリコン・ウエハ事業において 4 億

3,200 万ドルの損失を計上。一方、製造コストはポリシリ

コンとウエハでそれぞれ 5.6%、41.7% の削減を実現して

おり、引き続きコスト削減による利益率向上を目指すとと

もに、大手モジュールメーカーの Yingli Green 社との戦略

的提携により研究開発の促進、需要の開拓を目指すと見ら

れている。

日本で計画中の 636MW プロジェクト、日本製紙・トヨタ・
三菱がキープレイヤー
トヨタと三菱（2015 年までに 136MW 生成することで合

意）、ユーラスエナジーホールディングス（豊田通商と東

京電力との合弁会社、青森県の 115MW 工場を建設する

ことを計画、7 月に建設開始、2015 年 11 月に稼動開始）、

日本製紙（徳島県小松島市の 21MW プロジェクトに三菱

商事と提携）、日本製紙と三菱（プロジェクトを監督する

特別目的会社日本製紙メガソーラー小松島を設立、四国工

場は日本製紙の資産及び技術だけでなく、三菱が海外の独

立発電事業を通じて蓄積してきたノウハウを採用）、日本

アジアグループ（2015 年までに国の PV の 500 MW を開

発する計画）、日本で急成長するソーラー市場（2011 年

の福島原子力災害をきっかけに昨年導入されたクリーンエ

ネルギー促進策によるインセンティブプログラムが影響）

Solar power rises in Japan with plans for 636 MW by 

2015 
http://www.pv-magazine.com/news/details/beitrag/solar-power-rises-in-japan-with-

plans-for-636-mw-by-2015-_100011329/#axzz2TVRkmbwh

上院、反対 0 で Ernest Moniz 氏をエネルギー省（DOE）
の新長官に選出
Steven Chu 氏の後任、投票結果（賛成 97、反対 0）、物理

学者で政府関連でも豊富な経験、強力な超党派のサポート、

今後数十年にわたる米国のエネルギー政策に注目、再生可

能エネルギーと気候変動への対処、エネルギー効率政策に

も期待

Senate Approves Ernest Moniz as Energy Secretary
http://www.greentechmedia.com/articles/read/senate-approves-ernest-moniz-as-

energy-secretary

参考：オバマ大統領が 3 月 4 日に Moniz 氏を指名し、超

党派の支援を受けたにも関わらず Moniz 氏の就任が遅れ

た背景には、上院議員リンジー・グラハム氏と DOE の確

執があった。グラハム氏の地元のサウスカロライナ州で

DOE が建設中の混合酸化物燃料加工施設の建設コストが

49 億ドルから 77 億ドルに急増していることが分かり、プ

ロジェクト支援の打ち切りを DOE が仄めかしていた。
http://news.sciencemag.org/scienceinsider/2013/05/us-senate-confirms-ernest-

moniz-.html?ref=hp

2D 遷移金属ジカルコゲナイド材料の発光効率を 100 倍向
上
MX2 層状遷移金属ジカルコゲナイド、発光ダイオード、

真空熱アニール後に O2 と（または）H2O 蒸気にサンプル

を曝露することによって 100 倍 2D 材料の発光効率を向

上、効果はガス圧を制御することにより室温で完全に可逆
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ター。主な特長は、共有ロードマップとプログラムを中心

とした産業界と大学とのパートナーシップモデル。 Holst 

Centre は、オランダ経済省とフランドル政府の支援を受け、

2005 年に Imec と TNO により開始された。

スティーブ • ジョブズを髣髴とさせる台湾のスマートフォ
ン革新
サムネイル（広くフラット、簡単にユーザーが携帯電話

を制御することを可能にするタッチスクリーンに対応）、

iPad タブレットのケースに内蔵されるように設計された

GaussSense 磁気センサグリッド、5 月初めにパリで開催

された最優秀論文賞を受賞、国立台湾大学

Taiwan funds smartphone innovations
http://www.eetimes.com/electronics-news/4414581/Taiwanese-engineers-prep-

new-smartphone--tablet-innovations

ジャーナル・インパクト・ファクター（JIF）に新しい制
限
科学雑誌の質を評価するために開発された尺度、歪めら

れた研究の評価方法、研究評価のサンフランシスコ宣言

（DORA）のリリースでも同様な指摘、ジャーナル・イン

パクト・ファクターや JIF スコア、JIF スコアのこの誤用、

画期的な仕事を追求する強力かつ危険な阻害要因

New Limits on Journal Impact Factors
http://www.aaas.org/news/releases/2013/0516_impact-factors.shtml

補足：DORA ガイドラインは、メリットについての研究を

評価するための独自の方法とともに、科学者の雇用、在職

期間、及び促進に JIF の使用を中止するための 18 具体的

な提言を提供している。

分子科学研究所、有機太陽電池のエネルギー構造をドーピ
ングのみで作成
共蒸着膜（フラーレンとセキシチオフェンで構成）内のエ

ネルギー構造、ドーピングのみで自由に設計・制御する方

法を開発、フラーレンの単独膜でも同方法でシングルセル・

タンデムセルが作製できることを確認、 タンデム型セルで

変換効率（2.4％）

Tandem organic solar cells formed in co-deposited films 

by doping
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1566119913001560

補足：シリコン太陽電池では、微量の不純ドーピングで製

作するが、有機太陽電池ではドーピングによるセル設計が

できる以前の未熟な状態が続いていた。研究グループは、

代表的な有機半導体のフラーレン（C60）とフタロシアニ

的、電荷移動（O2 と H2O 分子は TMDC 単層と弱い相互作

用、結合エネルギー 70 ～ 140 meV、2D 物質からかなり

の数の電子を撤回）、電荷移動により n 型 TMDCs（MoS2

と MoSe2）を空乏化、電子 - 正孔対（または励起子）を安

定化、再結合による発光効率を向上、カリフォルニア大学

バークレー校（UCB）

Making 2D semiconductors emit more light
http://nanotechweb.org/cws/article/tech/53453

公開フォーラム、技術革新プロセスの各段階での社会的責
任の役割を議論
新興技術（ナノテクノロジー、合成生物学など）、社会へ

の大きなベネフィットとリスク、分散されている責任、主

催はブルッキングス研究所技術革新センター（5 月 30 日）

Rethinking Responsibility in Innovation
http://www.brookings.edu/events/2013/05/30-rethinking-responsibility-innovation

?rssid=UpcomingEvents&utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campai

gn=Feed%3A+BrookingsRSS%2Ftopfeeds%2FUpcomingEvents+%28Brookings+Upco

ming+Events%29

オーストラリアで最大のプラスチック太陽電池を作成可能
に
VICOSC（CSIRO、メルボルン大学、モナッシュ大学と業

界のコラボレーション）、CSIRO に設置された新しい太陽

電池プリンタ（20 万ドル）、従来の 10 倍の大きさ、A3

用紙サイズの有機太陽電池を印刷、薄いフレキシブルなプ

ラスチックや鋼上にセルを印刷、毎分 10m（最高）まで

の速度で印刷

Printing Australia's largest solar cells
http://www.nanowerk.com/news2/green/newsid=30525.php

Imec とルネサス、超低消費電力な近距離無線通信技術開
発で協力
革新的なアーキテクチャと先進的 ULP 設計 IP、効率的低

電力回路を組み合わせ、現在の無線通信技術と比べて 1/3

～ 1/10 の低消費電力、Bluetooth Low Energy（2.4GHz 帯）

や ZigBee（2.4GHz 帯）といった最先端の無線通信規格に

準拠、ルネサスの研究者が Imec の研究チームに参加

Imec and Renesas collaborate on ultra-low power short 

range radios
http://www.electroiq.com/articles/sst/2013/05/imec-and-renesas-collaborate-on-

ultra-low-power-short-range-radi.html

補足：オランダのアイントホーヘンの Holst Centre は、無

線自動変換器ソリューションと Systems-in-Foil（SiF）の

ための独立系のオープンイノベーション研究開発セン
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ン（H2Pc）のドーピング技術を開発し、ドーピングによる

PNs 制御が全ての有機半導体で可能なことを示した。さら

に、有機太陽電池の核心部分となる、2 つの有機半導体を

混合した共蒸着膜を、p 型、絶縁体（i）型、n 型と自由に

コントロールすることにも成功した。これらの成果から、

有機共蒸着膜の中に、シリコン太陽電池と同じ、pn 接合

や pin 接合を作製して、セル設計を行う可能性が見えてき

たことになる。 

欧州は再生可能エネルギー発電の立地条件を最適化すれば
何十億ユーロも節約可能
資源・供給・持続可能性とコスト効率の信頼性を確かめる

稼働率へのグローバルエネルギーシステムを分析、欧州全

体での取り組みが孤立した国家計画よりもはるかに経済

的、ドイツの PV や風力発電所開発の年間投資のさらに 4

～ 5 倍の大きさの潜在的節約、欧州では 2030 年までに新

しい PV 容量だけで約 138 GW 構築、施設が日照時間の長

い場所で構築されると 39 GW を節約可能、持続可能な欧

州の電力市場に必要な 3 つの条件（成熟度と市場性に基づ

く技術のサポート、ベストソリューションモデル、二酸化

炭素削減のための明確かつ信頼性の高い目標）、シーメン

ス、ミュンヘン工科大学

Study shows Europe can save billions in renewables 

pursuit
http://www.pv-magazine.com/news/details/beitrag/siemens-study-shows-europe-

can-save-billions-in-renewables-pursuit_100011341/#axzz2TbC7tnVc

陸・海・空軍は 2025 年までに順調に PV 量 3GW に到達
米軍は PV130MW 以上を使用（遠隔特別操作への電力供

給から基地の住宅用空調や照明まで）、単一では世界最大

のエネルギー消費（国防総省（DOD）の年間 200 億ドル）、

2009 年に更新した DOD のエネルギー目標（2025 年ま

でに総軍事施設のエネルギー消費量の 25％を再生可能エ

ネルギー）、DOD の取り組みの一環として 2025 年までに

PV 容量 3GW に向かって建設を持続

Army, Navy and Air Force on Track to Reach 3 GW of 

Solar by 2025
http://www.greentechmedia.com/articles/read/army-navy-and-air-force-on-track-

for-3-gw-of-solar-by-2025

米国、2013 年第 1 四半期の PV 導入量は 845 MW
前年同期に比べて 142.8% 増と大幅な増加、導入量の拡大

とともに発電所の大型化（一カ所あたりの平均出力が約 4

倍増）、エネルギー全体に占める割合は 0.44%、市場的に

は微力な PV、連邦エネルギー規制委員会の最新レポート

US installs 845MW in Q2 2013
http://www.pv-tech.org/news/us_installs_845mw_in_q1_2013

表面電荷移動ドーピング、2 次元 半導体材料で CMOS を
作る第一歩
ジカルコゲナイド（タングステンセレン、硫化モリブデン）、

真空チャンバー内でジカルコゲナイド 2D 層の上にカリウ

ム原子を蒸発させることによりドープ、電子の大きな面密

度（MoS2 で 1.0x1013 cm–2、WSe2 で 2.5x1012cm–2）、 表

面を覆うカリウム原子の量によって電子密度を制御、ジカ

ルコゲナイドで高移動度 n 型電界効果トランジスタを作成

するため正孔と電子の両方の輸送を検討、UCB
Surface charge transfer n-dopes semiconducting thin films

http://nanotechweb.org/cws/article/tech/53463

参考：電荷移動ドーピングは、半導体表面近傍に電子ある

いは正孔を生成する目的で、半導体表面と表面に配置した

ドーパント間の化学ポテンシャル差を利用するドーピング

方法。

国立標準技術研究所（NIST）、太陽電池で動作する水素生
成の性能に著しい改善
光電気化学セルの問題点（効率 12.5％、高価、不安定、

水系電解質による腐食）、安定的かつ効率的な水分解を可

能にする金属−絶縁体−半導体（MIS）光電極構造を採用、

白金で覆ったチタン−薄いシリコンの熱酸化膜−シリコ

ン、効率はまだ 2.9％であるが優れた安定性、光起電力に

よって引き起こされる少数キャリア輸送距離は約 2cm

NIST team boosts performance of solar-powered hydrogen 

generation in stable, lower-cost device
http://www.greencarcongress.com/2013/05/nist-20130517.html

バークレー研究所、半導体ナノワイヤーを用いた人工光合
成システムの集積化に成功
ナノスケールの森林状デバイス、太陽エネルギーを直接化

学燃料に変換する人工光合成は太陽電池技術の理想的なソ

リューション、主要な課題（コストで化石燃料と競争でき

るだけの十分な水素を生成すること）、葉緑体の統合を模

倣、ナノスケールヘテロ構造を統合したナノワイヤー、シ

リコンカソード / 酸化チタン（陽極）、ツリー状のナノワ

イヤーヘテロ構造を合成（シリコン幹と酸化チタンの枝

で構成）、人工林に似たナノ構造体の配列、燃料変換効率

0.12％を達成

Artificial Forest for Solar Water-Splitting: Berkeley Lab 
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2013 年世界経済フォーラム MENA 会議
ヨルダンで 5 月 24 ～ 26 日開催、「成長と回復力のための

前進する条件」、利害関係者の理解と対話、直接的かつ緊

急の優先事項だけでなく長期的な要請に対するアクション

に歩を進める

World Economic Forum on the Middle East and North 

Africa 2013
http://www.weforum.org/events/world-economic-forum-middle-east-and-north-

africa-2013

参考：世界経済フォーラム地域会議は、年約 10 回開催さ

れている。実業界や地方政府のリーダー、NGO が緊密に

接触できる場となっている。地域会議はアフリカ、東アジ

ア、ラテンアメリカ、中東で開催される。主催国の顔ぶれ

は年ごとに変わるが、中国とインドでは過去 10 年間にわ

たって毎年会議が開催されてきた。

巻貝のほとんどが右巻き
左巻の巻貝はわずか 5％、55,000 の巻貝を観察、まだわ

からない左巻きが水中で珍しい理由、最も可能性のある理

由（孵化した場所をうろうろする傾向にあるカタツムリと

は異なり、海カタツムリの小さな子供は海流に運ばれて別

の左巻の伴侶と出会い繁殖するチャンスがある）

Why Most Snails Coil to the Right
http://news.sciencemag.org/sciencenow/2013/05/scienceshot-why-most-snails-

coil.html?ref=hp

全米科学財団（NSF）の支援を受けて得られた研究成果の
ショーケース
商業化の準備ができていると信じる様々な技術を業界の代

表に提示、砂からオイルを分離するためのイオン液体を使

用するシステム、ファウンドリで使用するための環境に配

慮したブリケットの新しいタイプ、大幅に病気の診断の速

度を向上させるユーザーフレンドリーな生物医学プラット

フォーム等 10 件、「表示された研究は、複数の市場に影

響を与える巨大な可能性を秘めている」（プログラム • ディ

レクター談）、AIR プログラム

National Science Foundation-Funded Researchers Present 

Commercial-Ready Technologies to Industry
http://www.nsf.gov/news/news_summ.jsp?cntn_id=128025&org=NSF&from=news

参考：イノベーション・プロセスを加速させるために、

NSF は AIR プログラムとして、2 つの関連した活動を行っ

ている。第一は、研究者や学生の起業家精神を利用、構築

しながら、NSF の研究者によって行われた技術的に有望な、

基礎的な発見の移転を奨励すること。第二は、既存の NSF

イノベーション研究アライアンスと他の研究機関の間での

Researchers Report First Fully Integrated Artificial 

Photosynthesis Nanosystem
http://www.nanotech-now.com/news.cgi?story_id=47485

補足：変換効率 0.12％はいくつかの自然光合成変換効率

に匹敵するが、実質的商業利用のために改善が必要。研究

者たちは酸化チタンよりも優れた性能と安定した光陽極を

開発するために、酸化チタンを交換してエネルギー変換効

率を一桁％に押し上げることができるという。この研究は

DOE の支援を受けている。

欧州議会、ナノテクノロジーのリスクとベネフィットのバ
ランスをとるための方法を探る
欧州評議会は科学的知識と予防原則に基づきナノテクノロ

ジーに関する法的基準を設定すべきという考え、閣僚委員

会はナノテクノロジー分野で公衆の健康と環境へのリスク

とベネフィットのバランスとに関するガイドラインの作成

を勧告、予防原則の尊重

European Parliament seeks ways to balance the risks and 
benefits of nanotechnology

http://www.nanowerk.com/news2/newsid=30552.php

サムスン電子、45nm 組み込みフラッシュロジックプロセ
ス開発
45nm 組込フラッシュ（eFlash）ロジックプロセスを開発、

ランダム読み込み時間を 50％向上、消費電力を 80nm の

eFlashe メモリと比較して 25％減少、同社はスマートカー

ド・テストチップへの応用を検討、同プロセスを利用した

スマートカード IC、高信頼性と長寿命化（フラッシュメモ

リセルあたり 100 万サイクルの）を実現、商用サンプル

出荷は 2014 年後半を予定

Samsung announces industry-first 45nm embedded flash 

logic process development
http://www.electroiq.com/articles/sst/2013/05/samsung-announces-industry-first-

45nm-embedded-flash-logic-proce.html

バイオミミクリーによって作成された技術、トップ 10
自然からのインスピレーション、飛行機や太陽電池、ライ

ト兄弟は飛行中のハトを観察したことが飛行機の構築を

触発、カメラのレンズを作成するために人間の目を模倣、

シャーク風の水着は 3％表面抵抗を減少

Top 10 Technologies Inspired By Nature
http://www.buzzle.com/articles/top10-technologies-inspired-by-nature.html



46 PEN June 2013

協力を促すことで、連携による革新的な技術への発見に拍

車をかけることである。
http://www.nsf.gov/attachments/121806/public/AIR_Presentation.pdf

交渉か戦いか、中国の太陽電池パネルのケースを解決する
ために米国と欧州が準備
オバマ政権と EU は中国との和解を交渉することを決定、

中国と交渉しているかどうかについてコメントを控える米

国（米国通商代表部ホワイトハウス事務所の広報担当者

談）、「交渉は戦いよりも優れている。戦いは、双方に痛み

がある」（中国の再生可能エネルギー産業協会会長李氏談）、

EU 関係者は交渉による解決は困難と警告（欧州はすでに

中国側の要請で中国当局と 3 回会っている）、柔軟性のな

い EU の規制、EU は約 30％を限度とする関税を想定、中

国からの膨大なパネル出荷台数により過去 4 年間で 4 分

の 3 の太陽電池パネルの価格ダウン、不正競争から欧米

メーカーを保護すべきとの考え

U.S. and Europe Prepare to Settle Chinese Solar Panel 

Cases
http://www.nytimes.com/2013/05/21/business/global/us-and-european-

union-set-to-negotiate-settlements-in-chinese-solar-panel-cases.html?ref=energy-

environment&_r=0

炭素繊維の劣化を引き起こさない CNT 被覆法を開発
航空機の軽量化、ボーイング 787 やエアバス A380 など

に利用されている炭素繊維複合材料、次世代商用ジェット

機向けにはカーボンナノチューブ（CNT）でコーティング

された炭素繊維複合材料、この複合材料を実現するための

大きなハードル（大幅な強度劣化、基盤繊維の分解）、繊

維の劣化原因を特定、繊維の強さを維持する手法を考案、

ポリマーコーティング法を開発、親水性と疎水性成分、ア

ルミナと金属触媒、繊維に損傷を与えることなく CNT を

成長、CNT の成長温度を減少、マサチューセッツ工科大学

（MIT）

New technique advances carbon-fiber composites.
http://web.mit.edu/newsoffice/2013/technique-advances-carbon-fiber-

composites-0520.html

8 インチの Si 基板上に SiC を成長
3C-SiC 単結晶薄膜のエピタキシャル成長、エア・ウォーター

社（大阪市中央区）、技術開発を終え量産体制へ
http://techon.nikkeibp.co.jp/article/NEWS/20130520/282551/

CVD 単層二硫化モリブデン電界効果トランジスタ、接触抵
抗の低減が必要
CVD 単層二硫化モリブデン（直接バンドギャップ 1.8 

eV）、デュアルゲート型二硫化モリブデンの電界効果トラ

ンジスタ、 100 以上のデバイスの特性分布、電界効果移動

度（計算値）21.6 cm2/V•s、金属 / MoS2 接触抵抗をさら

に下げることが必要、パデュー大学

Statistical Study of Deep Submicron Dual-Gated Field-

Effect Transistors on Monolayer Chemical Vapor 

Deposition Molybdenum Disulfide Films
http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/nl400778q

インクジェット印刷グラフェン、折り畳み式エレクトロニ
クスへの道を開く
フレキシブル電極のインクジェット印刷、印刷電子機器の

重要な技術課題（低コスト、大面積）、インクジェット印

刷で作製されたグラフェン、250℃・30 分のアニールで

低抵抗を達成（4 m Ω •cm）、250 倍以上の導電性、高導

電性と曲げ耐性をもつグラフェン、ノースウェスタン大学

Inkjet-printed graphene opens the door to foldable 

electronics
http://www.nanowerk.com/news2/newsid=30577.php

ルテニウムマンガン / 障壁層の形成時に SiO2 から Si が放
出
SiO2 上のテニウムマンガン拡散バリアの熱力学的およ

び 構 造 的 安 定 性、Mn-MnOx/Ru/SiO2 構 造 を 熱 ア ニ ー

ル（400~500 ℃）、MnOx（X<1） 膜 厚 ～ 2nm、Ru 膜 厚

3nm、SiO2 誘電体基板から Si の放出と上方拡散、Ru/SiO2

界面にケイ酸マンガン形成、Ru 膜を Si が移動、X 線光電

子分光法と二次イオン質量分光法で評価、ダブリンシティ

大学

Investigation of the release of Si from SiO2 during the 

formation of manganese/ruthenium barrier layers
http://apl.aip.org/resource/1/applab/v102/i20/p201603_s1

ナノスケールでのキンクとカーブ、双晶境界は完全でな
かった
双晶境界は 1 原子相平面で完全にフラットが定説（コン

ピューター • モデルと電子顕微鏡像）、双晶境界は完璧で

はなく欠陥が発生していることを示す研究、銅の双晶境界 

に欠陥が存在、小さなキンク状の段差と曲率を発見（高分

解能電子顕微鏡）、この新しい情報により双晶境界の再検

討が必要、これらの欠陥の挙動とメカニズムの理解、材料
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のエンジニアリング設計に不可欠、バーモント大学、ロー

レンスリバモア研究所

Kinks and curves at the nanoscale: New research shows 

'perfect twin boundaries' are not so perfect
http://www.nanotech-now.com/news.cgi?story_id=47489

鉄 - 白金合金、次世代型記憶装置の材料候補に
原子スケール多層スパッタリングと呼ばれる技術を使用、

極薄の金属層をもつ材料を作製、急速熱アニール処理、望

ましい結晶構造秩序、少量の銅を合金の特定箇所へ加え

ることで合金がもつ磁性を調整、カリフォルニア大学デイ

ヴィス校

Iron − platinum alloys could be new-generation hard 

drives
http://phys.org/news/2013-05-iron-platinum-alloys-new-generation-hard.html

PV 市場、2018 年までに倍増
回復軌道上にいる太陽光セクター、2018 年に 1550 億

ドルに到達、業界は 2013 年には緩やかな成長に入り 35 

GW、2018 年に 61.7 GW に急上昇、中国は最大の市場、

米国は 2018 年に 10.8 GW（年間成長率 18%）に達し世

界第２位の市場、中国は 2018 年に 12.4 GW に到達（年

間成長率 15％以上）、Lux Research 社の調査

Lux Research sees doubling of PV market up to 2018
http://www.pv-magazine.com/news/details/beitrag/lux-research-sees-doubling-of-

pv-market-up-to-2018_100011397/#axzz2TyaxeMfZ

Imec と GLOBALFOUNDRIES は、高密度メモリ技術を進め
るために協力
STT-MRAM 技術を進めるために共同開発、STT-MRAM 技

術は 1 ナノ秒以下の性能と 10nm を超える拡張性の可能

性をもつ、GLOBALFOUNDRIES はいくつかの世界的な機

器のサプライヤーと大手ファブレス企業と一緒にチームに

参加

Imec and GLOBALFOUNDRIES collaborate to advance 

high-density memory technology: STT-MRAM offers 

enhanced performance and scalability for embedded and 

standalone applications   
http://www.nanotech-now.com/news.cgi?story_id=47502

参考：

・STT-MRAM の将来性について
http://pc.watch.impress.co.jp/docs/news/event/20130121_584255.html

・Imec とキヤノンアネルバ、STT-MRAM 技術で協力

両社は、STT-MRAM の研究・開発で協力することを発表。

Imec の次世代メモリの研究開発プログラムのフレーム

ワークに則って進めていく。キヤノンアネルバの成膜装

置を Imec の最先端 300mm ウエハ対応クリーンルーム

に導入、リソグラフィ装置や Imec の材料技術と組み合

わせることで、STT-RAM 製造のための装置クラスターを

完成、研究開発を加速させる。Imec とキヤノンアネルバ

では、磁気トンネル構造製造のための成膜とスタックの

ための技術を共同で研究、基本プロセスの開発を進める。

さらに STT-MRAM として統合することを目指す。
http://www2.imec.be/be_en/press/imec-news/imeccanonanelva.html

バイオ応用のためのナノ表面構造、自己制御インテリジェ
ントインタフェース
生体分子 / 細胞 / 組織沈着・成長・切り離し、自己規制の

インテリジェント・ナノ構造表面、顕著な刺激感度とフィー

ドバック性質を持つアクティブな表面、模倣で成功した例

（防汚性及び自己修復コーティング）、高度な機能材料、高

度なバイオアプリケーション（埋め込み金属系材料、臓器

オンチップ、バイオセンサー、スマート生体材料、ドラッ

グデリバリーシステムなど）、合成知性は依然として課題、

マックスプランク研究所（コロイド界面）

Nanotechnology surface architecture for bio applications
http://www.nanowerk.com/news2/newsid=30588.php

クサリヘビ類のベルベットブラックの謎、体表の黒ずんだ
配色を増すミクロ・ナノ構造
ヘビが獲物を待ち伏せするとき黒い斑点で皮膚をカモフ

ラージュ（森の地面のまだらな影によって姿を消す）、走

査型電子顕微鏡を用いてベルベットブラックの分子構造を

分析、分岐した突起部がついている高さ 30 ミクロンの塔、

黒い斑点での光の平均反射率は 11％以下（ヘビの他の色

の平均反射率が 27％）、ソーラーパネルのように光や熱を

収集する構造と酷似、キール大学、ボン大学

The Secret of a Viper's Velvet Black Camouflage
http://news.sciencemag.org/sciencenow/2013/05/scienceshot-the-secret-of-a-vipe.

html?ref=hp

NSF / SRC 共同プログラム、失敗に耐性のある回路および
システム設計の課題に対処
故障に耐性のあるシステム、外部との自己是正または自己

回復できるような設計を目指す、共同イニシアティブを通

じて 18 の新しいプロジェクトに資金提供（3 年間で 600

万ドル）
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NSF and SRC to Fund Research to Create Failure-

Resistant Systems and Circuits for Tomorrow’s Computing 

Applications
http://www.nsf.gov/news/news_summ.jsp?cntn_id=127915&org=NSF&from=news

UCLA、グラフェンベースホットエレクトロントランジス
タを開発
垂直型グラフェンベースホットエレクトロントランジスタ

（GB-HETS）、電流オン・オフ比（> 105）、 SiO2 の厚さの最

適化、フィルタリング障壁として HfO2 ゲートを使用、共

通のベース電流利得αを 2 桁向上、高周波・高速高密度

の集積回路の可能性、カリフォルニア大学ロサンゼルス校

（UCLA）

Vertical Graphene-Base Hot-Electron Transistor
http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/nl304541s

EU プロジェクト、集光型太陽熱発電プラントの冷却シス
テムを開発
EU が 400 万ユーロ資金提供している MACCSOL プロジェ

クト、目的（集光型太陽熱発電プラントの冷却、より効率

的な乾燥した冷却技術の開発、周囲条件に適応した最適な

凝縮器圧力と温度の維持、kWh あたりの CSP 発電コスト

2％削減を目指す）、ファン制御アルゴリズムの開発、温度

の変化・周囲の風・ファン流量を検出できるセンサー組み

込み

Enhanced solar power by dry-cooled energy generation
http://cordis.europa.eu/fetch?CALLER=EN_NEWS&ACTION=D&SESSION=&R

CN=35735

MIT、新しい量子暗号通信プロトコルを発表
量子鍵配送（QKD）よりもノイズによる信号ロスが少なく

受信した 1 ビットごとに 1 ビットを送信、理論的な予測

を全て裏付け、量子鍵配送が抱えていた障壁を克服できる

可能性、現段階では光伝送から単純に光を吸い上げるよう

な受動的な傍受者に対してのみ安全性を担保、能動的な傍

受者に対しては効き目がない、これを克服できれば情報を

長距離間にわたって安全に交換することがこのプロトコル

により可能に

Making quantum encryption practical
http://phys.org/news/2013-05-quantum-encryption.html

Soitec 社、4 接合太陽電池、43.6% の効率を達成
PV 業界初の 4 接合太陽電池デバイス、43.6% の効率を実

現（フラウンホーファー ISE 校正ラボで承認、319 suns）、

太陽スペクトルの広い範囲をキャプチャ、調整最適なバン

ドギャップの組み合わせ、III-V 族化合物材料上に成長さ

せた 2 つのデュアル接合サブセルを使用、2015 年に効率

50％を目標

Four-junction solar cell achieves 43.6% efficiency
http://www.electroiq.com/articles/sst/2013/05/four-junction-solar-cell-achieves-

43-percent-efficiency.html

JinkoSolar の太陽電池モジュールが防塵防砂認証を取得
TUV Nord による防塵防砂認証（砂漠の砂嵐により発生す

る浸食の影響をシミュレーション、短い雨と頻繁な砂嵐が

起こる砂漠への設置適合性が示される）、砂漠地帯での PV

施設の増加（北西中国、アフリカ、インド、南米、中東）、

厳しい砂漠環境状況下におけるソーラーモジュール設置適

合性（高風速な砂嵐の強い衝撃に耐え、モジュール表面の

ダスト蓄積を避けられる）

JinkoSolar Modules Awarded Dust & Sand Certification by 

TUV Nord 
http://www.jinkosolar.com/press_detail_553.html

日本のアークレイ社がシンガポールに研究開発拠点を開設
アークレイ社（医療診断システムの開発の世界的リー

ダー）、シンガポール科学技術庁傘下の研究機関「IBN」と

共同研究に関する契約を締結、アークレイグループ初めて

の海外での研究開発、シンガポールの研究機関が持つ知恵

と当社の事業のノウハウ・技術を融合、研究から商品開発

までを協力、アジア地域においてニーズの高い感染症簡易

検査の研究から開始、同社は 5 年間で 910 万シンガポー

ルドルを投資

Japan's ARKRAY sets up research centre in Singapore
http://www.channelnewsasia.com/news/business/singapore/japan-s-arkray-sets-up-

research-centre-i/684578.html

トヨタも米政府の水素燃料電池自動車開発に参加
4 つのグローバル自動車メーカーが官民合同 FCEV 研究機

関「H2USA」に参加、自動車メーカーや米政府の関係省庁・

エネルギー会社（ガス供給、水素、燃料電池）などが参加、

米国内での FCEV スタンドの設立対策やスタンド設備の規

格・水素燃料電池製作費の削減対策などについて研究

Toyota, Mercedes Join DOE Hydrogen Partnership
http://www.environmentalleader.com/2013/05/22/toyota-mercedes-join-doe-

hydrogen-partnership/
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原子スケール半導体デバイスの時代を開拓するような新し
い技術
原子スケールで高品質な半導体薄膜を作成する新しい技術

を開発、ウエハスケールで１原子層厚さの薄膜を作成する

ことも可能、基板上に二硫化モリブデンの単原子層膜を作

成するには分圧が蒸気圧よりも高いことが必要、分圧がよ

り高くなると二硫化モリブデン層は底に沈む、正確に炉内

の蒸気圧と分圧を制御することにより二硫化モリブデン層

の厚さを制御、ノースカロライナ州立大学

New technique may open up an era of atomic-scale 

semiconductor devices　
http://phys.org/news/2013-05-technique-era-atomic-scale-semiconductor-devices.

html

補足：自己制御（self-limiting）成長とは、分圧が基板上

の原子 1 層の蒸気圧より高く２層の蒸気圧よりも高くない

場合には、分圧と蒸気圧のバランスで、単層がひとたび形

成されると薄膜成長が自動的に停止するようにできる。

インテル、10nm 以降のためにより多くの研究をプッシュ
Mike Mayberry 氏（インテル社、部品研究ディレクター）

が Imec 技術年次フォーラムで基調演説、7 nm ノードを

越えてぼんやりしてくる物事を考える、密度と性能が隔年

に倍増し続けることができることに依存、いくつかのアイ

デアを同時に追求する必要性、企業合併の風潮の中で行う

必要あり

Intel pushes for more research beyond 10-nm
http://www.eetimes.com/electronics-news/4414897/More-varied-research-needed-

says-Intel

血圧の薬がアルツハイマー病に効くか？
EU が資金提供する研究（5 年プロジェクト、18 カ月の研

究に 600 万ユーロ）、NILVAD プロジェクト、心血管疾患

におけるヒトへの使用が承認されているニルバジピンはパ

イロット試験ではアルツハイマー病の治療に安全であるこ

とが実証

Major human drug trial underway for Alzheimer's
http://cordis.europa.eu/fetch?CALLER=EN_NEWS&ACTION=D&SESSION=&R

CN=35738

補足：ニルバジピンは、カルシウム拮抗剤で、カルシウム

（心筋や冠動脈を収縮させる物質）の作用を抑えて血管の

内腔を拡げる働きをもった薬、高血圧症の治療に用いられ

る。降圧作用のほかに脳の血液の流れを改善する作用や持

続的な利尿効果、ストレスによる血圧の上昇を抑える作用

もある。

加工食品やプラスチックに広く溶け込んでいる化学物質が
子供や青少年の血圧上昇をもたらす
フタル酸エステル類と呼ばれるプラスチックの添加剤（フ

ローリング、プラスチックコップ、ビーチボール、ラップ、

点滴チューブ、ほとんどの米国人の遺体に含まれている）、

重大な代謝やホルモンの異常を引き起こす可能性、子供

へのリスクをもたらす可能性（心臓細胞の機能を阻害、酸

化ストレスを引き起こして動脈の健康を危うくする）、約

3000 人の子供および十代の若者たちの全国的調査データ、

破壊的な環境化学物質への暴露を制限する政策イニシア

ティブが必要、NYU ランゴーン医療センター、ペンシル

ベニア州立大学

Study links chemicals widely found in plastics and 

processed food to elevated blood pressure in children and 

teens
http://www.innovations-report.com/html/reports/medicine_health/study_links_

chemicals_widely_found_plastics_214370.html

MoS2 単層フォトトランジスタの特性決定因子
CVD-MoS2 単層フォトトランジスタの光特性に対する大気

吸着の影響を系統的に研究、MoS2 表面または MoS2/ 基板

界面での空気吸着、p 型ドーパント・クーロンポテンシャ

ルの付加として機能、キャリア散乱を増加（電子移動度、

光応答、ゲインの減少）、吸着は光電流緩和を助け光電流

の減衰時間を減少、MoS2/Ti/Au で低接触抵抗、原子 • 分

子科学中央研究院台北研究所

High-Gain Phototransistors Based on a CVD MoS 2 

Monolayer
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/adma.201301244/pdf

EU、エレクトロニクス研究資金として 50 億ユーロを約束
今年から 7 年間で 50 億ユーロ（EC から 15 億ユーロ、

EU 加盟国から 35 億ユーロ）、米国やアジアのライバルに

遅れている半導体やその他の電子アイテムの研究を後押

し、欧州の富の創造（GDP の少なくとも 10％は電子製品

やサービスに依存するナノエレクトロニクス）

EU pledges 5 billion euros funding for electronics research  
http://www.reuters.com/article/2013/05/23/us-eu-research-idUSBRE94M0UO201

30523?feedType=RSS&feedName=technologyNews

グラフェン、双安定ロジックロジック • デバイスの作成に
有効
グラフェントランジスタに共鳴トンネリングと強い負性微

分抵抗を発見、共鳴トンネルトランジスタを作成、ソース
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およびドレイン電極として機能する 2 グラフェンシートの

間に挟まれた厚さ 1nm のホウ窒化物バリア層を介して電

荷キャリア（電子および正孔）がトンネル、テラヘルツ周

波数領域で動作するデバイスは医学およびセキュリティ・

監視システムからの大きな需要、新規な電子的及び光学的

特性を有するグラフェン以外の 2D 結晶 （窒化ホウ素、金

属ジカルコゲナイド、層状酸化物）、マンチェスター大学、

ノッティンガム大学

Graphene becomes bistable
http://nanotechweb.org/cws/article/tech/53528

グラフェン、過剰宣伝のあとの次は何？
グラフェンのハイプは終わろうとしている、難しい質問（収

益拡大につながる次の一手は何？）、グラフェンの商業成

長のハードブレーキになっている 2 つの主な課題（市場の

混乱 = エンドユーザーのリスク、メイン市場は定着してい

る現ソリューションの置き換え）、より多くの努力と想像

力が必要、IDTechEx 社は自社の調査をもとにグラフェン

の市場と技術を分析

Graphene - what next after the hype?
http://www.nanowerk.com/news2/newsid=30642.php

米国フォトニクス協会、R&D と経済を高めるために国家
フォトニクスイニシアチブを立ち上げ
フォトニクス協会（IEEE フォトニクス学会、米国レーザー

学会、米国光学会、オプトエレクトロニクス工業振興協会、

写真・光学計測技術者協会、米国物理学会で構成）、産学

官が団結・連携して米国の競争力と国家の安全保障を維

持するために重要なフォトニクス分野を強化、米国のリー

ダーシップを取り戻すため

Photonics societies launch the National Photonics 

Initiative to increase R&D and economy
http://www.electroiq.com/articles/sst/2013/05/photonics-societies-launch-the-

national-photonics-initiative-to-.html

インド、PV 導入に関して八方美人的な政策
調査会社 Mercom Capital 社「インド PV 市場に関する調

査レポート」、政策面での試行錯誤が続き 2013 年の導入

量は市場関係者の期待のレベルに達しない、重点対象を絞

り込めない政策（PV・太陽熱発電のどちらかに絞り込め

ない）、消費者という最も重要な利害関係者の存在を見失っ

ている政策（八方美人的）

Installations in India flat-line
http://www.pv-tech.org/news/installations_in_india_flat_line

補足：インドでは、ジャワハルラール・ネルー国家太陽エ

ネルギー目標（JNNSM）により、PV と太陽熱発電の導入

比率が決められているが、その様な比率を制定すること

は好ましくなく、市場原理に任せたほうが良いとメルコ

ム・キャピタル社は指摘。インドにおける太陽エネルギー

（PV、太陽熱発電）の累積導入量は 1,761 MW で、このう

ち 557 MW が 2013 年に導入されている。しかしながら、

5 月に第一次 JNNSM の期限を迎えるにも関わらず、前述

のような問題により目標の約 60% しか導入が進んでいな

い。

ロシア政府、再生可能エネルギーの補助金プログラムを承
認
ロシア政府は 2020 年までに再生可能エネルギーからの

発電を奨励する法令に署名、7 年のうちに現在の 0.8％か

ら 2.5％に、新たな発電能力の目標値 6GW、世界銀行国

際金融公社のロシア再生可能エネルギー • プログラム目標

（4.5％）よりはるかに低い目標

Russian government greenlights renewable energy subsidy 

programme
http://www.pv-tech.org/news/russian_government_greenlights_renewable_energy_

subsidy_programme

規制改革がナノリスクを評価するために必要
規制をすり抜けてリスク評価を受けないナノ材料、環境保

護庁や消費者製品安全委員会などの米国政府機関が生産・

商用利用・廃棄についてナノ材料のライフサイクルに対処

する方法を検討、ナノ材料の市場入りと環境に放出された

後で大きなギャップ、ナノ材料の空気と水への排出のため

のガイドライン不在、上院に導入された法案（5 月 22 日）、

有害物質規制法（TSCA）を改訂しこれらの規制のギャッ

プの一部を埋めることを期待

Nanoparticles Fall Through Policy Cracks
http://cen.acs.org/articles/91/web/2013/05/Nanoparticles-Fall-Through-Policy-

Cracks.html

ブラジル、学際的研究センターの第 2 ラウンドの資金調達
を発表
サンパウロ研究財団、ブラジルの研究・技術革新・普及セ

ンターの第二ラウンドを立ち上げ、RIDC プログラム、11

年間で 6.8 億ドル支援、17 の新しい学際的なセンター

Brazil Announces Funding for a Second Round of 

Multidisciplinary Research Centers
http://news.sciencemag.org/scienceinsider/2013/05/brazil-announces-funding-for-

a-s.html?ref=hp
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MIT などの研究チーム、硫化鉛量子ドット性能にその構成
原子の割合がきわめて重要であることを発見
金属カルコゲナイドで作られた量子ドット、制限要因は

ドットを構成する 2 つの基本的なコンポーネントの比率の

ずれ、硫化鉛の化学量比率は材料の電気的特性を決定する

ための鍵、ダングリングボンドは量子ドットの電子特性に

重要な役割を果たすと考えられてきた、不動態化物質（リ

ガンド）を追加しても機能しない、多すぎる又は少なすぎ

る不動態化材料と不均衡、量子ドット太陽電池、表面を制

御するいくつかの方法、MIT、サムスン先端技術研究所、

光州科学技術院

Research team finds that the ratio of component atoms 

vital to performance
http://phys.org/news/2013-05-team-ratio-component-atoms-vital.html

米英の研究チーム、量子コンピューティングの追求を進め
る
トポロジカル絶縁体特有の性質がグラフェン / 炭化ケイ素

上で成長した Bi2Se3 内に存在する欠陥によって修正可能、

トポロジカル絶縁体表面の電子は量子力学的な効果により

ランダムな衝突による乱れから保護、時間反転対称性によ

る保護、トポロジカル絶縁体を量子コンピューティングに

応用するためにはこの特性を顕微鏡的なスケールでも保て

るようにすることが課題、薄膜がもつ欠陥が材料の特性を

高めるのか修正するのかを突き止めればトポロジカル絶縁

体がもつ電気特性を制御可能に、ヨーク大学（英国）、ウィ

スコンシン大学（米国）、ミルウォーキー大学（米国）

Researchers forward quest for quantum computing
http://phys.org/news/2013-05-quest-quantum.html

補足：トポロジカル絶縁体は内部ではほぼ絶縁性が保たれ

ているが、表面では金属のように電子が自由に移動できる

物質、これを半導体などと組み合わせることで量子コン

ピュータの材料として応用できる可能性があると言われて

いる。

研究ギャップがイノベーションを脅かす、専門家が警告
ブレークスルー研究に資金を供給するのは誰？イノベー

ションパイプラインが枯渇する危機、基礎研究への連邦資

金不足と大企業の研究開発研究所の衰退、米国は依然とし

て世界で最高の大学システムを持っているが内部が欠けて

いる、イーサネットの 40 周年を祝うイベントで専門家パ

ネリストが警告

Research gap threatens innovation, experts warn
http://www.eetimes.com/electronics-news/4415088/Research-gap-threatens-

innovation--experts-warn

スマートマシンば私たちは奴隷にならずに解放してくれ
る？
テクノノロジー愛好家は人生をもっと良くしようと主

張、猛烈なスピードで進化しているスマートマシン、コン

ピューティングパワー、新しい社会フロンティアに達した

インテリジェントなマシン、機械との戦い、多くの知識労

働者は苦労する時代に、大量失業、格差拡大、社会的排除

の増加、破壊的な技術、コンピュータ、クラウドコンピュー

ティング、インターネット、ロボット、機械学習、人生・

ビジネス・世界経済を変えていく進歩、教師が伝えること

のスキルや知識の再考、知識集約型産業の慣行を再考、今

までのやり方や職種が消滅

The age of smart machines
http://www.economist.com/news/business/21578360-brain-work-may-be-going-

way-manual-work-age-smart-machines

三菱重工、「人とくるまのテクノロジー展 2013」でマイク
ロ波方式のワイヤレス充電システムを展示
EV/PHEV 向けワイヤレス充電システム、マイクロ波方式

（電力をマイクロ波に変換して送電アンテナから送信、車

両側に搭載した受電アンテナでマイクロ波を受信してから

再度電力に変換）、2015 年ごろの実用化を目指して開発

中
http://www.shimbun.denki.or.jp/news/industry/20130527_01.html

サンテック、パネルの処分特売に着手
自社製品の巨大な在庫 30 MW を売却開始、0.49 ドル /

W はライバルメーカーには恐怖（5 月 22 日に計算された

72C の平均パネルの購入価格よりも 32％安い）、清算価格

の恩恵は Shunfeng Photovoltaic International Ltd へ

Suntech embarks on panel fire sale
http://www.pv-magazine.com/news/details/beitrag/suntech-embarks-on-panel-fire-

sale_100011481/#axzz2UXlWY0Qv

軌道に乗る EU の再生可能エネルギーの到達目標、しかし
2000 億ユーロ以上の投資が必要
EU の 目 標（2020 年 ま で に 再 生 可 能 エ ネ ル ギ ー 比 率

20％）、手に負えない低迷国としてラトビアとマルタ、3

月 27 日時点で中間目標を 2％超えた国（ドイツ、イタリ

ア、スペイン）、中間目標に届いた国（オーストリア、ブ

ルガリア、デンマーク、エストニア、フィンランド、ハン

ガリー、リトアニア、ルーマニア、スウェーデン、スロベ

ニア）、全体としては前向きな見通しながら懸念材料も、

再生可能エネルギーへの投資は 2013 年の最初の 3 カ月で

25％急落（スペイン、イタリア、フランスで停滞）、2020
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年までに 2000 億ユーロの投資が必要（2000 ～ 2010 年

のエネルギーインフラへの投資額の 50％増が必要）、欧州

委員会の最新の進捗状況報告書

EU renewables target on track but needs €200 billion 

more  
http://www.pv-magazine.com/news/details/beitrag/eu-renewables-target-on-track-

but-needs-200-billion-more_100011493/#axzz2UXlWY0Qv

包装に使用できるナノ粒子を用いた生分解性ナノ複合体の
製造に成功
優れたガスに対する低透過性・抗菌性・抗酸化性、セルロー

スの結晶性ナノ粒子および粘土ナノ粒子をアルギン酸塩ポ

リマーに様々な濃度で添加、抗菌および抗酸化性のために

様々なハーブのエッセンスを利用、Tarbiat Modarres 大学

Biodegradable Nanocomposites Synthesized for Food Stuff 

Packaging
http://www.nanotech-now.com/news.cgi?story_id=47526

参考：Tarbiat Modares 大学は、イランの最初で、唯一の

国立大学院大学で、科学者や専門高等教育の指導者の養成

を目的としている。第一の使命は、全国の大学や高等教育

センターの教員や研究者を育成すること。1982 年の設立

以来、大学は、国内および国際レベルでの学術の卓越性と

革新的な研究で数多くの実績をあげている。
http://www.modares.ac.ir/en

水素原子中の電子軌道の画像化に初めて成功
粒子を見つける確率を説明する波動関数、波動関数の測定

は非常に困難、実験的に波動関数の性質を測定するために

新しい非破壊的なアプローチ、光イオン顕微鏡実験、この

30 年間行われてきた理論的予測の検証を提供、化学反応

やナノテクノロジーの基礎となる原子物理学の理解を助け

るツール、FOM Institute AMOLF（オランダ）他

Inside of an atom snapped
http://www.stuff.co.nz/science/8721115/Inside-of-an-atom-snapped

アーカンソー大学、透明な自浄・防曇シリカナノ粒子膜技
術を開発
自浄と防曇コーティング、太陽電池の性能低下やメンテナ

ンスコストを軽減するために不可欠、光触媒材料に依存し

ない自浄効果をもつ超親水性シリカナノ粒子膜技術を開

発、コーティングされたガラスは表面汚染物質の 90％を

除去（非コーティングガラスでは 48％）、ソーダ石灰ガラ

ス基板上でのコーティングで 550 ～ 1100nm の波長領域

にわたって平均 5.4％の透過率増加（350 ～ 1100 nm の

日射透過率で 4.3％の増加）

Transparent self-cleaning and ant ifogging si l ica 

nanoparticle films
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0927024813001438

中国製太陽電池パネルへの反ダンピング関税に 18 の EU
加盟国が反対
中国のソーラーパネルに関する暫定税の賦課についての

EU 理事会の投票結果（賛成 4、反対 18、棄権 5）、賛成国（フ

ランス、イタリアほか）、反対国（ドイツ、英国ほか）、決

定権は欧州委に、EU 加盟国への説得に苦慮、欧州の太陽

電池業界に多くのダメージを与えるというシグナル、欧州

の 15 ソーラー業界団体も関税反対

Eighteen EU member states vote against solar duties
http://www.pv-tech.org/news/eighteen_eu_member_states_vote_against_solar_

duties

Canadian Solar 社の 2013 年 1 ～ 3 月の太陽電池モジュー
ル出荷の 24.5% が日本向け
出荷量は 340MW（前四半期比 16％減）、うち日本向け

24.5％（前四半期比では 75％増）、欧州向け 6,500 万ド

ル（前四半期比 46％減、前年同期比 53％減）、米国向け

4,710 万ドル（前四半期比 20％減、前年同期比 68％減）、

アジア他 1 億 5,150 万ドル（前四半期比 30％増、前年同

期比 278％増）

Canadian Solar Reports First Quarter 2013 Financial 

Results
h t t p : / / p h x . c o r p o r a t e - i r . n e t / p h o e n i x . z h t m l ? c = 1 9 6 7 8 1 & p = i r o l -

newsArticle&ID=1824337&highlight=

ガラスの持つ大きなかご状構造内への電子の “ 溶け出し ”
を可視化、非結晶機能材料の設計に新しい道
僅かな組成変化でガラス化しなくなるアルミン酸カルシウ

ム、酸化アルミニウムと酸化カルシウムの組成を変えガラ

スを作製、ガラスになりやすい組成とガラスになりにくい

組成で原子のつながり方を解析、ガラスになりやすい組成

で大きなかご状構造が成長、ガラスになりにくい組成でか

ご状構造が存在しないことを世界で初めて発見、ガラスの

構造とガラス化のしやすさとの関係を初めて結びつけた成

果、ガラスから酸素の一部を引き抜くことでかご状構造内

に電子が “ 溶け出し ” ガラス構造が安定化
http://www.spring8.or.jp/ja/news_publications/press_release/2013/130528
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新 DOE 長官、PV にも楽観的
「シェールガスのブームはゼロ炭素エネルギー源への移行

機会を提供、PV にも強気」（長官のオンライン・ビデオ

談）、太陽を含む再生可能エネルギーの継続的な展開を支

持、「ソーラーの未来は完全に保証されていないことを指

摘、その拡大のペースは多くの州でのソーラー・ネット計

量への反対によって遅くなりえる、米国の長期ソーラー成

長の最大のリスク」（BNEF のソーラー分析主任、チェイス

氏談）

New DOE head "bullish" on solar power
http://www.pv-magazine.com/news/details/beitrag/us--new-doe-head-bullish-on-

solar-power_100011508/#axzz2UdbsbCBG

世界における再生可能エネルギーの拡大とエネルギー節約
の最大の国は中国
世界銀行・国際エネルギー機関（IEA）などが発表した

報 告 書「The sustainable energy for all global tracking 

framework」、報告書の目的（国連が 2011 年に提唱した

イニシアティブの目標に対しその進展を監視すること）、

財政・金融・経済的インセンティブ・化石燃料補助金を段

階的に廃止、炭素の価格設定など政策措置の包括的なパッ

ケージが必要、少なくとも年間 6,000 億ドルが 2030 年ま

で必要（現時点で 4,090 億ドル）

World Energy report sees greatest expansion of 

renewables in China
http://www.pv-magazine.com/news/details/beitrag/world-energy-report-sees-

greatest-expansion-of-renewables-in-china_100011511/#axzz2UdbsbCBG

材料製造のボトムアップ戦略、ソフトマターというナノテ
クの新しいトレンド
ナノテクノロジーの観点から見直されている自己組織化と

メゾスコピックパターン形成、ボトムアップ材料製造、ナ

ノ構造分子集合体を小型化するためにマイクロコンタクト

プリンティング技術を使用、自己組織時空構造などの非平

衡系に形成された散逸構造を新たにナノ構造分子集合体の

メゾパターニングのために使用、北海道大学、理研

Bottom-up strategy of materials fabrication: a new trend 

in nanotechnology of soft mater
http://www.citeulike.org/user/MArras/article/12376082

参考：ソフトマターは高分子、液晶、コロイド（乳液、乳

剤、ゾルなどのエマルション）、生体膜、生体分子（蛋白質、

DNA など）などの一連の分子性物質群のことを総称して

ソフトマター（ソフトマテリアル）という。これらの物質

では、当該物質を構成する単位が複雑な形、構造を持ち、

その内部自由度も大きいことが特徴として挙げられる。

東工大、高温または生理食塩水の環境で生き残ることがで
きる新しい自己組織化ナノ構造を開発
自己集合ポリマー新しいブロック共重合体を設計、古細菌

の細胞膜に脂肪分子を模倣することによって巡回両親媒性

ブロック共重合体を設計、線状及び環状共重合体、ミセル

間の架橋、より高い温度に耐える環系ミセル、リニアベー

スミセル中の緩い尾は急速脱水により極めて高い生理食塩

水環境で発生

Scientists at Tokyo Tech have developed a new self-

assembled nanostructure that can survive very hot or 

saline environments
http://www.nanotech-now.com/news.cgi?story_id=47528

金属単層 CNT を半導体に変える簡単な方法でトランジス
タ特性を飛躍的に改善
アーク放電法、単層 CNT の大量製造（2/3 は半導体、1/3

は金属）、金属単層 CNT は複数の単層 CNT よりも高い導

電性、金属単層 CNT が多いとトランジスタの電流オン /

オフ比は減少、トランジスタのオフ状態でのリーク電流増

加、半導体単層 CNT を大量に得るための簡単な方法を発

見、金属と半導体の両 CNT の上に銅酸化物ナノ粒子（サ

ブ 10nm 径）を堆積、金属単層 CNT は半導体単層 CNT に

変換、トランジスタのオン / オフ比率は 4300（21 から

205 倍の改善）、ジョージア大学

Metallic-to-semiconducting nanotube conversion greatly 

improves transistor performance
http://phys.org/news/2013-05-metallic-to-semiconducting-nanotube-conversion-

greatly-transistor.html

インテル社、チンダル国立研究所の第二次研究投資に着手
先進研究協力で提携、ポートランドにあるインテル社の国

際研究部門と直接協働体制を構築、今後 3 年間で 150 万

ドル投資、第二次（フォトニクス、デバイスモデリング、

材料開発など）、第一次での実績（2009 ～ 2012 年、非接

合型トランジスタに関する共同研究など）

Intel invests in Irish R&D
http://www.eetimes.com/electronics-news/4415147/Intel-invests-in-Irish-R-D

補足：チンダル国立研究所（アイルランド）は、コーク大

学に拠点を置く、通信、エネルギー、健康と環境の分野を

対象に、約 450 名のスタッフ、学生、他大学・産業界か

らの客員研究員を擁している。
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欧州の原子力発電所における厳重な事故防止対策、しかし
事故は依然として発生し得る
福島原子力発電所の事故は原子力安全の警戒の必要性を改

めて指摘、欧州エンドユーザーは主に米国の技術に強く依

存、安全性評価を実行するために米国で開発された一体型

コンピュータコードを使用、SARNET2 プロジェクト、原

子力発電所の安全性評価のための一般的なコンピュータの

ツールや方法論の開発、異なる国の R&D プログラム間の

断片化を減らすことに成功、欧州のリソース使用を最適化

することに貢献、SARNET ネットワークによる調整、重大

事故現象学のテキスト出版、教育機関との協力関係促進

EU project plays key role in making nuclear power safer
http://cordis.europa.eu/fetch?CALLER=EN_NEWS&ACTION=D&SESSION=&R

CN=35753

 

専門家たちが、中欧と北アフリカ間に新たな科学・技術ネッ
トワークを提案
ハンガリー科学アカデミーとの世界科学アカデミー主催の

ハンガリー版円卓会議、食糧危機や希少性など気候変動に

関連する深刻な課題、アラブの春に続いて登場する政治的・

社会経済的な変化、すべての問題が複雑で密接に結合、科

学外交の強力な可能性、地球規模の問題を解決にはグロー

バルな方法で機能することができる科学的なコミュニティ

を持つ必要がある、国家間に残る多くの異なった価値観・

政策・慣行、才能は均等に世界に広がっている、社会的・

政治的不安定性の課題が地中海南部の女性に影響、アル

ジェリアの教授のうち約 20％が女性、行政の責任の位置

での存在はほぼゼロ（学部長の 3％、学長の約 1％、大学

センター、グランゼコールでゼロ）、未来のためのネット

ワーク、中・東欧に至るネットワーク、関係するすべての

国に明確な価値を提供する強力なプロジェクトを形成する

ことが鍵

Experts Propose New S&T Networks Between Central 

Europe and North Africa
http://www.aaas.org/news/releases/2013/0528_twas.shtml

欠陥のあるソーラーパネルに不安を持つソーラー業界
顕在化し始めたトラブル（火災やパネルを保護するコー

ティングの劣化）、欠陥パネルについての業界全体の数字

はない、一般的な機密保持契約が一因、中国のソーラー企

業にコストを削減するための極端な圧力、テストされてい

ない材料の利用、不十分な品質管理

Solar Industry Anxious Over Defective Panels
http://www.nytimes.com/2013/05/29/business/energy-environment/solar-powers-

dark-side.html?pagewanted=1&_r=0&ref=energy-environment

米上院議員、エネルギー貯蔵技術法案を提出
「2013 年再生可能エネルギーとグリーンエネルギーのた

めの貯蔵技術法」案を提出、エネルギー貯蔵施設の投資税

額控除を提供、貯蔵システムのためのプロジェクトごとに

20％の投資税額控除（最大 4,000 万ドル）、オンサイトの

貯蔵に対しプロジェクトあたり 30％の投資税額控除（最

大 100 万ドル）、米国でのエネルギー貯蔵技術の展開を推

進

US senators introduce energy storage bill
http://www.pv-magazine.com/news/details/beitrag/us-senators-introduce-energy-

storage-bill_100011519/#axzz2UdbsbCBG

ナノメディシン、顕微鏡の下の患者へのインパクト
次世代ナノメディシンの効果を追跡するための先駆的なイ

メージング技術、ナノメディシンの発展を後押しする原子

間力顕微鏡、PeakForce QNM 原子間力顕微鏡、蛍光また

は放射性標識を結び付けずにナノ粒子を追跡、非悪性およ

び悪性腫瘍細胞の区別が可能、身体組織に直接カプセル化

された薬を投与、治療効果を損なわずに投与量を低減、薬

投与の方法を変革する可能性、ストラスクライド大学

Nanomedicines' Impact On Patients Under the Microscope
http://www.sciencedaily.com/releases/2013/05/130529101517.htm?utm_

source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+science

daily%2Ftop_news%2Ftop_technology+%28ScienceDaily%3A+Top+News+--

+Top+Technology%29

スタンフォード大、高い触媒活性と耐久性をもつ亜鉛 ‐

空気電池を開発
金属・空気電池の大きな課題（効率的・堅牢な空気触媒

の欠如、限られたサイクル寿命）、非貴金属酸化物または

CNT と複合ナノ結晶で作られた高性能な電極触媒を開発、

亜鉛電極と電解質に関連する他の課題は解決されずに残る

が実用的な充電式亜鉛・空気電池の開発に向けた重要なス

テップ、従来のリチウムイオン電池に代わる低コスト化の

可能性

Nanotechnology researchers develop high-efficiency zinc-

air battery
http://www.nanowerk.com/news2/newsid=30703.php

NSF と NICT、将来ネットワーキングでのパートナーシッ
プの覚書締結
NSF と情報通信研究機構（NICT）が新世代ネットワーキ

ング技術やシステムの研究で協力、これまでのパートナー

シップを強化、相互に関心のある 3 つのトピック（光ネッ

トワーキング、モバイルコンピューティング、ネットワー
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ク設計とモデリング）

NSF and NICT of Japan Announce Partnership in Next-

Generation Networking
http://www.nsf.gov/news/news_summ.jsp?cntn_id=127980&org=NSF&from=news

300m 径のシリコンウエハに 3C-SiC 薄膜をエピタキシャ
ル成長（世界初）
グリフィス大学と SPTS テクノロジーズ社（オーストラリ

ア）、QMF の 10 年以上の研究の成果、縦型炉技術、共同

プロジェクトの最終目標（シリコン基板上に窒化ガリウム

デバイスの製造を可能にするために低コストの緩衝材を提

供すること、既存のバッファ層は高コスト）、量産のシリ

コン上の SiC コーティングプロセスによるシリコンウエハ

のコストアップは 25 ～ 35 ドル程度（当初見積もり）

Epitaxial SiC Films Grown on 300mm Si Wafers
http://www.kcoy.com/story/22443582/epitaxial-sic-films-grown-on-300mm-si-

wafers

アブダビ、半導体研究拠点を開始
ATIC と SRC、ATIC-SRC 研究拠点を開始（ACE4S)、マス

ダール研究所とカリファ大学がアブダビでホスト、アブダ

ビ 2030 年ビジョン、エネルギーの効率的な電子システム

の技術開発、熟練した労働力を教育・訓練、UAE の半導

体分野での技術革新と起業家精神を推進する上で重要な要

素、ATIC は 3 年間プロジェクトに AED1750 万を拠出（マ

スダール研究所とカリファ大学から同額提供）

Abu Dhabi doubles down on semiconductor research
http://www.electroiq.com/articles/sst/2013/05/abu-dhabi-doubles-down-on-

semiconductor-research.html

よりスマートで環境に優しいビルディングに必要な電源内
蔵式無線センサーとネットワーク
TIBUCON プロジェクト（HVAC システムへの効率的な代

替手段を開発、2010 年 9 月からの 3 年間プロジェクト、

150 万ユーロ）、大きなマルチテナントビルに適した新世

代の統合された暖房・換気・空調（HVAC）システムを開発、

21 世紀の建物のニーズに合うように巧妙な ICT ソリュー

ション、建築部門のエネルギー消費割合（欧州における総

エネルギー消費量の 35 ～ 45％）

Self-powered wireless sensors and network for smarter, 

greener buildings
http://cordis.europa.eu/fetch?CALLER=EN_NEWS&ACTION=D&SESSION=&R

CN=35757

Google と米ソーラーリザーブ社、南アフリカの PV プロ
ジェクト資金調達の完了を発表
アフリカ最大級の PV プロジェクトのために 2.6 億ドル

の資金調達が完了、両社の意思決定を導いた主な要因は

南アフリカ政府の強力な政策、明確な南アフリカの政策

（2020 年までに再生可能エネルギーの 3.2GW を調達する

目標を設定）、プロジェクトへの株式投資元（Google、公

共投資法人 PIC、キャピタル投資 Kensani、SolarReserve、

Intikon、南アフリカ開発銀行、ランドマーチャント銀行、

Humansrus 基金）、Google は 1200 万ドル投資

Google and SolarReserve announce completion of $260m 

in financing for South Africa project　
http://www.pv-tech.org/news/google_and_solarreserve_announce_completion_

of_260m_in_financing_for_south_

参考：

・ジャスパー太陽エネルギープロジェクト

ジャスパー太陽エネルギープロジェクトは、北ケープ州

キンバリー近くに 96MW の PV 施設を建設。南アフリカ

共和国再生可能エネルギー独立系発電プロデューサー調

達プログラム（REIPPPP）の下で 2012 年 5 月に決定。

総事業費は約２億 6000 万ドル。

・Google の戦略

同社の主力事業のネット検索に不可欠なデータセンター

使用する多量の電力を補うため、2007 年から自然エネ

ルギー分野へ参入。2010 年から大規模な PV 設備などへ

の投資を始め、総投資額は 10 億ドルを超えた。従来は

米国や欧州での投資が中心だったが、アフリカでは自然

エネルギー分野の拡大が見込まれており進出を決めた。
http://www.greentechmedia.com/articles/read/Google-Invests-260M-Into-South-

African-Solar

不透明な壁の後を見ることができる技術を開発
光の方向と強さを記録するホログラフィ技術を応用、記録

した光の情報をもとにそれぞれの光を再び反対側に反射、

ホログラフィ利用して光の散乱を制御、位相共軛現象、位

相共軛とデジタルホログラフィ技術を利用、散乱がひどい

壁の後ろにある物体の 2 次元イメージを観察することに成

功 MIT、浜松ホトニクス、KAIST

Digital optical phase conjugation for delivering two-

dimensional images through turbid media  
http://www.nature.com/srep/2013/130529/srep01909/full/srep01909.html

ナノテクノロジーを使用してオパールのような構造色を持
つ物質を合成
ポリマーオパール（多くの繰り返し構造から成る分子化合

物で構成、薄くて柔軟、球状ナノ粒子と外殻を形成してい



56 PEN June 2013

るゴム状物質と水で構成）、ナノ粒子がシェルに結合する

パターンを制御することにより素材の色を制御、ポリマー

オパールの色の変化（伸ばしたときに可視光スペクトル

の青色に向かってシフト、圧縮されたときは赤にシフト）、

シート状に作り布に接着、繊維業界の染料を生成するため

の毒性の強い化学物質の依存度を軽減、予想される応用

（ジュエリー、ファッション、紙幣、セキュリティ印刷など）、

ケンブリッジ大学

Gem of an idea: Synthetic opals' colors never fade
http://science.nbcnews.com/_news/2013/05/30/18629961-gem-of-an-idea-

synthetic-opals-colors-never-fade

人のかさぶた、治癒を早める新しい包帯のインスピレー
ションとして機能
高度な創傷被覆材の開発のモデルとなる人のかさぶた、か

さぶたは傷のための完璧な天然の包帯剤（出血予防、感染

保護、細胞再生）、" 細胞親和性 " 創傷被覆材の開発、癒し

のプロセスをスピードアップしながら感染症のリスクを軽

減する新しい創傷被覆材の開発、北京国立分子科学研究所

Human scabs serve as inspiration for new bandage to 

speed healing  
http://www.nanotech-now.com/news.cgi?story_id=47539

インジウムを含まない透明導電膜の開発
インジウムフリー透明導電性材料、ニオブをドープした

二酸化チタン、マグネトロンスパッタリング（回転ター

ゲット）、比抵抗 8.7∙10-4 Ω ∙cm、消衰係数 0.014（波長

550nm）、フラウンホーファー FEP（電子ビーム・プラズ

マ技術研究所）

Manufacture of indium-free, transparent and conductive 

layers in a high rate process
http://www.innovations-report.com/html/reports/materials_science/manufacture_

indium_free_transparent_conductive_214734.html

日本の 2012 年度の太陽電池国内出荷量は 3.8GW、前年度
比で 2.7 倍増
太陽光発電協会（JPEA）の発表、2012 年度の国内太陽電

池出荷量、太陽電池モジュールの総出荷量は約 4.21GW、

国内分は約 3.81GW（2011 年度の 2.7 倍増、住宅用は同

1.6 倍増、非住宅用は同 9.9 倍増）、国内出荷量のうち、国

産セルまたはモジュールは 2.28GW（全体の約 6 割）

Japanese domestic solar shipments soar
http://www.pv-tech.org/news/japanese_domestic_solar_shipments_soar

電子レンジの新しいエネルギー効率基準の制定でエネル
ギー消費を節約
DOE は電子レンジのための新しいエネルギー効率基準を

まとめた、期待する電子レンジ規格の効果、対流機能を使

用しない調理台電子レンジとオーバーレンジ電子レンジの

待機モードでのエネルギー消費量を 75％削減、対流機能

を使用するオーバーレンジ電子レンジで 51％削減、規格

は 2016 年から発効、消費者への価値は 30 年で 34 億ド

ル

New Energy Efficiency Standards for Microwave Ovens to 

Save Consumers on Energy Bills
http://energy.gov/articles/new-energy-efficiency-standards-microwave-ovens-save-

consumers-energy-bills

5 月の注目記事②（2013.5.1 ～ 2013.5.15）

従来よりも 3 倍すぐれたスーパーレンズを開発
ランダムナノ粒子を用いたサブ波長光フォーカシング、

100nm の大きさの細胞内構造やウイルスなどを見ること

が可能、光の波長の 1/2 より小さいナノスケールの物体は

散乱光が大部分物体の周辺にのみとどまってしまい光学顕

微鏡で見ることが困難、光の位相を調節してナノ粒子を通

過した散乱光を精密に調整して超高解像度焦点を形成可能

な散乱スーパーレンズを開発、空間光変調器で精密に光の

位相を調整して超高解像度焦点を形成、超高解像度イメー

ジング技術を開発、KAIST

Subwavelength light focusing using random nanoparticles
http://www.nature.com/nphoton/journal/vaop/ncurrent/full/nphoton.2013.95.html

EU、エネルギー消費に占める再生可能エネルギーの割合
が増加
2011 年 に 13 ％ を カ バ ー（2004 年 7.9 ％、2010 年

12.1％）、2020 年までに 20％（欧州 2020 戦略の重要な

指標の一つ）、再生可能エネルギー発電の割合が大きい国

（スウェーデン 46.8％、ラトビア 33.1％、フィンランド

31.8％、オーストリア 30.9％）

EU sees renewables increase
http://www.pv-magazine.com/news/details/beitrag/eu-sees-renewables-increase_10

0011087/#axzz2Ru2O8Psn

補足：ルーマニア・スロベニア・スウェーデンでわずかに

減少したが他は安定的に推移。低いレベルの国（マルタ

0.4％、ルクセンブルク 2.9％、英国 3.8％、ベルギー 4.1％、

オランダ 4.3％など）、2004 ～ 2011 年の増加率（スウェー

デン 38.3 → 46.8％、デンマーク（14.9 → 23.1％）、オー

ストリア（22.8 → 30.9％）、ドイツ（4.8 → 12.3％、エス

トニア（18.4 → 25.9％）。
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PV イノベーション • アライアンスの最初の会議開催
ベルリンで 4 月 29 日開催、アライアンスから資金的支援

を受けている研究開発プロジェクトの中間結果を議論、太

陽光発電の企業や研究機関から 100 人以上参加、共通の

目標は PV のコスト削減

Germany: First meeting of the Photovoltaics Innovation 

Alliance
http://www.pv-magazine.com/news/details/beitrag/germany--first-meeting-of-the-

photovoltaics-innovation-alliance_100011081/#axzz2Ru2O8Psn

補足：PV イノベーション • アライアンスはドイツ連邦政

府により 2010 年に設立。環境研究省が企業主導の 20 プ

ロジェクトに 1 億ユーロ支援。PV システムのための材料

費の削減、生産プロセスの最適化、新製品の開発などに取

り組む。

EC、3 種の農薬の 2 年間の利用禁止を予定
ミツバチに有害な可能性のある 3 種の農薬（ネオニコチノ

イド - クロチアニジン、イミダクロプリド、チアメトキサ

ム）、欧州食品安全機関（EFSA）の１月に報告に準拠（農

業や自然の生態系に欠かせないミツバチに急性リスク）、

環境保護団体は EC の決意を称賛、英国は科学的根拠が不

健全であると主張、ドイツは先月棄権後に禁止を承認

European Commission Goes Ahead With Controversial 

Pesticide Ban
http://news.sciencemag.org/scienceinsider/2013/04/european-commission-goes-

ahead-w.html?ref=hp

制御された粒径を有する多結晶 CdSe 薄膜における超低熱
伝導率
多結晶は結晶粒界でのフォノン散乱を増加、熱電材料の熱

伝導率を低減、3 ～ 6 nm の粒径制御と CdSe のナノグレー

ン膜特性、機能性無機リガンドで処理したコロイドナノ結

晶を使用、複合材料の熱伝導率が不規則結晶で低下、音響

フォノンの拡散境界散乱、イリノイ大学

Ultralow Thermal Conductivity in Polycrystalline CdSe 

Thin Films with Controlled Grain Size
http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/nl400531f

福島や東日本における淡水魚のセシウム汚染の概観
放射性セシウム 137（134Cs も 137Cs と区別せず計測）汚染

を概観、2011 年の水産庁公表データに基づく、福島原子

力発電所の北と西地域でアユが高度に汚染、アユの 137Cs

汚染は東日本全体で観察、植物の汚染を 400km 南西の静

岡県で確認、滋賀大学リスク研究センター

Overview of active cesium contamination of freshwater 

fish in Fukushima and Eastern Japan
http://www.nature.com/srep/2013/130429/srep01742/full/srep01742.html

欧州評議会、ナノテクノロジーの規制を開始
欧州評議会、専門家レポート「ナノテクノロジー : 公衆衛

生と環境へのバランスのとれた有益性とリスク」、生命倫

理の問題、人間と非人間の健康への影響、すべての人の人

生の質を向上させるための環境影響とナノメディシンの約

束、ナノテクノロジーの規制のジレンマを解決するための

必要性、ナノテクノロジーのアプリケーションに科学的な

予防原則を作成し実装するために加速された取り組みの検

討を開始、ナノテクノロジーの潜在的な成長を妨げないこ

と

C o u n c i l  o f  E u r o p e  c o m m e n c e s  r e g u l a t i o n  o f 

nanotechnology
http://www.nanotech-now.com/news.cgi?story_id=47345

PV モジュール産業、2013 年は 18％成長の見込み
2013 年の PV モジュール生産量は 18% 成長の 37GW 超、

2011 年～ 2012 年 8％成長の 31.6 GW 、OEM メーカー

の重要性が増加、コスト削減加速、受託製造、サプライ

チェーンの最適化、IHS の予測

PV module industry forecast to see 18% growth in 2013
http://www.pv-magazine.com/news/details/beitrag/pv-module-industry-forecast-to-

see-18-growth-in-2013_100011097/#axzz2RzqolzTp

ナノカプセル、がん細胞のみを選んで薬物を送達
癌細胞が酸性を帯びている点に着眼、癌細胞に出会うと膨

張する新素材を開発、体温に近い温度で酸性の環境に感応

する新物質、抗癌剤をナノカプセルに入れて注射すると酸

性である癌細胞で膨張してバルブが開く仕組み、抗癌剤の

ドキソルビシンを入れた感応型カプセルを胆管癌・結腸

癌・肝癌細胞などについて試験、癌細胞の死滅効果を確認、

100nm 以下のナノカプセル製造（親水性の合成高分子と

非親水性のポリペプチドの自己組織化現象を利用）、釜山

大学

Dual Stimuli-Responsive Poly(N-isopropylacrylamide)-b-

poly(L-histidine) Chimeric Materials for the Controlled 

Delivery of Doxorubicin into Liver Carcinoma
http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/bm400089m?prevSearch=Renjith%2BP.%2BJ

ohnson&searchHistoryKey=

補足：本研究は教育省と韓国研究財団が推進している世界

的研究中心大学（WCU）育成事業の一環。
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SiC（0001）上のエピタキシャルグラフェンを用いた極性
化学物質蒸気の検出
大気中の極性プロトン性および極性非プロトン性蒸気に暴

露されると電気抵抗に有意な変化、化学物質の双極子モー

メントが増加すると共に増加する双極子モーメントセンサ

応答の大きさに強い影響、化学物質感知メカニズム（グラ

フェンの表面に吸着した水蒸気分子によって誘導された電

荷キャリア密度のばらつきに基づく）、ニューキャッスル

大学（英国）、米国海軍研究試験所

Detection of polar chemical vapors using epitaxial 

graphene grown on SiC (0001) 
http://apl.aip.org/resource/1/applab/v102/i17/p173103_s1?isAuthorized=no

ナノ粒子が癌細胞の動きを遅くする
基板上のライブ前立腺癌及び非癌性ヒト皮膚線維芽細胞

を置き次に細胞の上方に配置された液体に金ナノ粒子を

追加、暗視野顕微鏡の単純な手法を用いて細胞をイメージ

ング、非癌と癌細胞が異なった速度で移動、非癌細胞は金

ナノロッドを取った後で全体的にスローダウン、金ナノス

フェアを取った後にスピードアップ、生物細胞がその周囲

からナノ粒子を取る、ナノ粒子の取り込みの背後にある正

確なメカニズムはまだ不明、がん細胞はそれらが転移しな

いようにナノ粒子の取り込みによりスローダウンさせるこ

とが可能、患者の再発の可能性を低減、イリノイ大学アー

バナシャンペーン校

Nanoparticles slow down cancer cells
http://nanotechweb.org/cws/article/tech/53210

Imec、2012 年の収益は 3.2 億ユーロで前年比 6.7％増
2012 年事業年度決算、3.2 億ユーロの収入（世界中の

600 以上の企業と 200 の大学との連携を通じて収入、フ

ランドル政府から年助成金総額 4820 万ユーロ、ホルスト

センターを支援するオランダ政府から 820 万ユーロの助

成金など）、生物医学分野などの新興分野で半導体技術の

R&D 提携スケーリングで拡大と更新を継続続、Imec の人

材は 75 カ国 2051 人に増加

Imec reports 6.7 percent growth for 2012 fiscal year end
http://www2.imec.be/be_en/press/imec-news/annualreport2012.html

インド・米国関係の新しなエンジン、技術・経済・エネルギー
米国は近くインドへの天然ガス輸出承認を与えるだろうと

いう希望を表明（ラオへインド米国大使）、パートナーシッ

プを深めるための提案、エネルギー規制の側面に関するエ

ネルギー貿易と技術との協力、シェールガスの輸入を希望

Technology, economy and energy new drivers of India-US 

ties
http://www.mydigitalfc.com/news/technology-economy-and-energy-new-drivers-

india-us-ties-916

光のパルスのみを使用して半導体内にある個々の量子情報
を制御する光学的なアプローチを開発
光パルスのみで初期化・制御・読み出しすることに成功、

「NV 中心」と呼ばれるダイヤモンド内にある単体の欠陥

部分がもつ電子スピン、欠陥部分の周りに形成される電

子スピンを量子情報として利用、「重ね合わせ」状態、ス

ピンと相互作用するレーザー光を調節、光学的なプロセス

のみを使用してそのスピン状態がもつコヒーレントな回転

を生成、その状態を読み出すことも可能、新しいソリッド

ステート型量子システムの可能性を切り拓くものとして期

待、UCSB

All-optical control of a solid-state spin using coherent dark 

states
http://www.pnas.org/content/early/2013/04/18/1305920110

量子的なシーソー、グラフェンをベースにしたトランジス
タを開発

「双安定」の性質をもち 2 つの電子的な状態のあいだで自

然発生的にスイッチ切り替え、小さな摂動（perturbations）

により自然発生的な切り替え誘発、切り替え速度は 1 秒当

たり数兆回、素子は極薄の窒化ホウ素絶縁層を挟む 2 層の

グラフェンで構成、各グラフェン層における電子雲は電圧

を微量にかけることで調節可能、量子トンネル効果、負差

異コンダクタンス、量子的なシーソー効果、セキュリティ

システムや医療画像などへの応用が期待、英マンチェス

ター大学、ノッティンガム大学

Researchers report the first graphene-based transistor 

with bistable characteristics
http://www.nanowerk.com/news2/newsid=30262.php

欧州最大規模の研究、エアロゾルへの波及効果はまだ
エアロゾル研究プロジェクト EUCAARI（エアロゾルと大

気の相互作用に関する欧州統合プロジェクト）、エアロゾ

ルが地球の放射バランスにどのような影響を与えるかに新

たな知見、より厳格な大気汚染の軽減措置の実施を世界中

に求めるためにプロジェクトをリード、プロジェクト終了

後もエアロゾルと雲の特性に関する新しい情報を得るため

に広範な分野の一連の研究を進めた、研究結果は将来的に

は世界中の公害問題への実践的なソリューションのための
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研究や評価のための道を開く

Europe's most extensive research yet into the impact of 

aerosols 
http://cordis.europa.eu/fetch?CALLER=EN_NEWS&ACTION=D&SESSION=&R

CN=35689

ひずみに感応するマルチフェロイックス
強誘電性と磁性の性質を持つマルチフェロイックス、ビス

マスフェライト（BiFeO3）の反強磁性特性に注目、ペロブ

スカイト型酸化物薄膜のひずみ下での振舞い、歪み技術で

材料の反強磁性特性を修飾、反強磁性体のスピントロニク

ス（電荷だけでなく電子のスピンを利用）、テラヘルツで

動作するマグノニクスとスピントロニクスデバイス、フラ

ンスの国立科学研究センター（CNRS）他

Multiferroics feel the strain
http://www.google.com/webhp?hl=ja&tab=ww#hl=ja&gs_rn=12&gs_ri=psy-

ab&cp=29&gs_id=b&xhr=t&q=Multiferroics+feel+the+strain&es_nrs=true&pf=p&out

put=search&sclient=psy-ab&rlz=1W1ADFA_jaJP460&oq=Multiferroics+feel+the+str

ain&gs_l=&pbx=1&bav=on.2,or.r_qf.&bvm=bv.45960087,d.dGI&fp=45d75b51e19d

e738&biw=1066&bih=831

EU は 2012 年に新たに PV 容量 16.5GW を追加
2012 年に新たに設置された PV 容量は 16.5GW、2011 年

の 22GW と比べて 25％の減少、アジアに向けた業界のシ

フトおよび米国市場の続行、PV 容量の 2/3（イタリア 3,577 

MW、ドイツ 7,604 MW）、政府が電力生産やその法律遡

及改正で税を導入する政策は市場成長に特に有利ではな

かった、2012 年末での EU の累積 PV 容量は 68647 MW

（年間総出力は 68.1TWh）、2012 年の出力は 2011 年に比

べて 50％アップ（2010 年の 3 倍）、EU の電力消費量の 2％

以上をカバー、EU の EurObserv'ER が公表

EU adds 16.5GW of new PV capacity in 2012
http://www.pv-tech.org/news/eu_adds_16.5gw_of_new_pv_capacity_in_2012

NSF、CPS のフロンティア拡大プロジェクトを発表
サイバーフィジカルシステム（CPS）の 2 つのプロジェ

クトに総額 1300 万ドル助成、マルチ大学プロジェクト、

CPS 技術ポートフォリオ（過去 4 年間で 1 億 5000 万ドル

投入）の重要なコンポーネント、弾力性のあるサイバーフィ

ジカルシステム（FORCES）の基礎、非常にダイナミック

なシステムのための正しいバイデザイン制御ソフトウェア

合成

National Science Foundation Announces Projects to 

Expand the Frontiers of Cyber-Physical Systems
http://www.nsf.gov/news/news_summ.jsp?cntn_id=127647&org=NSF&from=news

国立シンガポール大学など、水に関係する研究機関の世界
ランキングでトップ
膜・海水淡水化や再利用技術に関する研究、シンガポー

ルの強みは（高度に集中した研究や地域機関のために強

力な政府からの資金援助）、Lux Research 社「水リサーチ

2013 年」、南洋工科大学

Singapore universities top in water research
http://www.todayonline.com/daily-focus/science/singapore-universities-top-water-

research

太陽電池用シリコン、低品質でも高品質を凌駕
シリコンの欠陥を水素で修正、水素原子を制御するメカニ

ズムを解明、シリコン中の水素原子の充電状態を制御する

方法を発見、水素原子の 3 つの状態（正、中性、負）、水

素の移動度に 10,000 倍の改善、現在の標準的な市販シ

リコンセルの最大効率は 19％位、UNSW の新しい技術

で 21％～ 23％、低品質のシリコンを使用することにより

大幅なコスト削減が可能、ニューサウスウェールズ大学

（UNSW)

Solar discovery sets new record for low-grade silicon
http://phys.org/news/2013-05-solar-discovery-low-grade-silicon.html

マイクロ波を利用して太陽電池用ナノ結晶を作成
クリーンで安くより効率的な方法、有毒なカドミウム・ヒ

素よりも安く・豊富で毒性の少ない金属を使用してナノ結

晶半導体を製造、Cu2ZnSnS4 ナノ結晶の高速合成、金属の

塩を溶媒に溶解させ次いで CZTS ナノ結晶を含有する " イ

ンク " を形成し電子レンジで 18 分加熱、3nm から 20nm

の大きさの範囲の結晶を作製、ユタ大学

Microwave oven cooks up nanocrystal solar cell material
http://www.nanowerk.com/news2/newsid=30339.php

ミシガン州立大、熱電材料の効率を倍増
有機半導体の非効率的な熱電変換性能を向上、PEDOT：

PSS として知られている化合物で 0.42 の性能指数を達

成（70％近く増加）、熱電効率増加のための有機半導体

にエンジニアードーピング（材料の電気伝導性を向上）、

PEDOT：PSS は 2 つのポリマーの混合物（共役ポリマー

PEDOT と高分子電解質 PSS）、イオン化 PSS 分子は電気伝

導性を向上させ非イオン化 PSS 分子は減らす、ナノスケー

ルで材料を再構築、混合物から非イオン化 PSS ドーパント

分子の一部を削除するために特定の溶剤を使用

Doubling the efficiency of thermoelectric materials
http://www.nanowerk.com/news2/newsid=30333.php
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高分子太陽電池の実用化への大きな飛躍
高分子太陽電池の問題点（変換効率が低い、品質の安定性

がよくない）、変換効率 8.92％を達成（金属ナノ粒子によ

るプラズモン効果を利用した高分子太陽電池としては世界

最高値を更新）、外部量子効率は 81.5％、光吸収を増大さ

せるためにシリカを被覆した銀ナノ粒子における表面プラ

ズモン共鳴効果を利用、シリカ殻によって大気中での銀粒

子核の酸化を防止し銀ナノ粒子の表面プラズモン共鳴効果

を維持、銀粒子核と活性層の直接接触を防いで励起子の消

滅に関する問題を回避、韓国・蔚山科学技術大学校（UNIST）

A giant leap to commercialization of polymer solar cell
http://www.unist.ac.kr/board/view.sko?boardId=Notice&boardSid=5037&menuCd=

AB07002001000&contentsSid=8297&orderBy=register_dt&startPage=1&searchTy

pe=&keyword=&searchStartDt=&searchEndDt=&dataSid=1676949

欧州、人への室内空気汚染の影響を評価
HITEA プロジェクト（室内汚染物質の健康影響、微生物、

毒性及び疫学的アプローチの統合）、行動を起こすための

研究が必要、室内空気汚染の健康への影響、喘息などの

呼吸器疾患への影響、学校での湿気の不足が生徒の呼吸器

健康に悪影響、エンドトキシンなどの微生物の暴露、子供

と大人の微生物曝露に応じて呼吸器の健康状態を評価する

際縦断的研究および反復測定が重要、大人の健康上の家庭

環境における生物学的汚染物質の長期的な影響を研究、家

庭での微生物汚染のレベルを決定するさまざまな要因を同

定、欧州全域の家庭における微生物曝露の大きな地理的変

異を発見、生物学的製剤の長期的な健康への影響を研究、

欧州全域屋内微生物曝露の一般的なマーカーのレベルと決

定要因の変動

Assessing the impact of indoor air pollution on Europeans
http://cordis.europa.eu/fetch?CALLER=EN_NEWS&ACTION=D&SESSION=&R

CN=35704

補足：5 年間のプロジェクトに EC が 270 万ユーロを資金

調達。EU 加盟 7 カ国の 8 研究機関を代表するコンソーシ

アムで構成。室内空気曝露と関連させた子どもと成人に対

する短期および長期の呼吸器官、炎症性およびアレルギー

健康影響を研究、特に微生物剤に重点。

KAIST、柔軟な大規模集積回路を開発
生体内デバイス、無線周波数集積回路（RFIC）の底面基板

全体を化学エッチングで除去、柔軟な RF スイッチを生体

適合性液晶ポリマーでカプセル化、動物実験、人工網膜シ

ステムやバイオ医療に柔軟な LSI を提供できる可能性

A KAIST research team developed in vivo flexible large 

scale integrated circuits
http://www.nanotech-now.com/news.cgi?story_id=47400

非常に均一な正二十面体の白金ナノ粒子を合成
ホットインジェクションアシスト GRAILS（液体溶液中の

気体還元剤）法、形状制御のための重要な要因（速い核生成、

動力学的に制御された成長、空気による酸化からの保護）、

エッジの長さが 8.8nm、多くの双晶（欠陥）の境界、酸素

還元反応における触媒活性を向上、白金と吸収された酸素

含有中間体種との間の結合強度を最適化、イリノイ大学

Unique Method for Creating Uniform Nanoparticles 

Developed  
http://www.sciencedaily.com/releases/2013/05/130506114050.htm?utm_

source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+sciencedaily+%2

8ScienceDaily%3A+Latest+Science+News%29

MOSIS、Imec・チンダル国立研究所・ePIXfab と協力して
アドバンスト・シリコン・フォトニクス技術を提供
Imec のシリコンフォトニクスプラットフォームで光セン

シング用高性能光トランシーバ（25GB/ 秒以上）用のシリ

コン光集積回路の研究開発が可能、提供されるコンポーネ

ント（低損失導波路、効率的な格子カプラ、高速シリコン

電気光学変調器と高速ゲルマニウム導光検出器など）とデ

ザインキット、チンダル国立研究所はパッケージ化された

シリコンフォトニクスデバイスを作成する能力を提供

Mosis  gets  access  to  'mature s i l icon photonics 

infrastructure'  
http://www.electrooptics.com/news/news_story.php?news_id=1758

SiO2 Nanotech 社、防曇技術の商用アプリケーションをテ
ストするベータ版を開始
SiO2 Nanotech 社（アリゾナ州に本拠を置く新興企業）、同

社のナノテクノロジーの一つで VitreOx と呼ばれる独自の

防曇技術、VitreOx™ は任意の透明な面の曇りを長く解消、

pH が中性で眼組織を刺激せず無菌、レクリエーション・

運動・医療アプリケーションに使用可能、生体適合性ポリ

マーおよびホウ化ケイ酸塩のいずれかから作られたレンズ

の水親和性制御に有効

Furnace accelerator startup develops anti-fogging 

technology
http://www.nanotech-now.com/news.cgi?story_id=47412

BRAIN に先んじる科学者たち
明らかにされるには至っていない脳研究への 100 百万ド

ル投資、全国各地からの神経科学者がブレイン・イニシア

ティブ（BRAIN）を通じて脳研究の方向性を議論（アーリ

ントンでの会議）、白書「脳科学の進歩を妨げる主要な障害」
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に関する意見を公募、脳機能の " 美しいモデル "
Scientists Get a Head Start on BRAIN Initiative

http://news.sciencemag.org/scienceinsider/2013/05/scientists-get-a-head-start-

on-a.html?ref=hp

参考：脳機能解明を目指す BRAIN を支援するため、NIH

の神経科学研究計 画に 4000 万ドル。BRAIN には 他 に

DARPA（5000 万ドル）、NSF（2000 万ドル）も参加。脳

細胞やニューロンの機能研究を可能にする技術を開発、人

間の情報受入・保存・思考プロセスを理解する手掛かり、

思考に応える事ができるコンピュータなど。
http://crds.jst.go.jp/singh/wp-content/uploads/13us01.pdf

韓国の産業通商資源省と米国の DOE 間で共同声明
DOE 長官代理 Daniel B. Poneman 氏と韓国の産業通商資

源省長官尹相直氏が意見交換、エネルギー安全保障・経済

競争力と持続可能な成長のためのクリーンエネルギー技術

の重要性を指摘、エネルギー効率・再生可能エネルギー・

スマートグリッド・エネルギー貯蔵、グリーン輸送および

炭素回収・利用・ストレージなどの技術分野で追加の協力

関係を模索、シェールガスに関連する相互に関心のあるト

ピックに関する情報を共有する方法を検討が必要

Joint Statement between U.S. Department of Energy 

and Republic of Korea’s Ministry of Trade, Industry, and 

Energy
http://energy.gov/articles/joint-statement-between-us-department-energy-and-

republic-korea-s-ministry-trade-industry

ナノエレクトロニクスの研究が NIST と SRC によって加速
半導体研究コーポレーション（SRC）と NIST がナノエレ

クトロニクス研究イニシアティブ（NRI）の第 2 フェーズ

を発表、ポスト CMOS 電子機器を開発するために年次資

金 500 万ドル、ニューヨーク州立大学オルバニー校ナノ

スケール理工学カレッジ（INDEX プログラム）、ネブラス

カリンカーン大学（CNFD プログラム）、テキサス大学オー

スティン校（SWAN プログラム）

Nanoelectronics boosted by NIST and SRC   
http://www.eetimes.com/electronics-news/4413445/Nanotech-boosted-by-NIST-

SRC

参考：全米に整備されたナノテクノロジーインフラネッ

トワーク 13 拠点 NNIN 等の施設を使って展開する SRC と

NSF の共同プロジェクト NRI が進められており、ゴールを

2020 年にゴールを設定し、現在は 34 大学、17 州が参加

している。ポストシリコンの時代のために超低消費電力の

半導体技術の開発を目指して 3 つのマルチ大学研究セン

ターが第二フェーズに入った。なお、新しい形のコラボレー

ションとして注目されているニューヨーク州の CNSE の概

要は以下のサイトが参考になる。
https://www.semiconportal.com/archive/editorial/technology/process/101029-

cnse.html

世界最高速の CNT トランジスタ
15 GHz で動作、遮断周波数 25 GHz（実用的な性能限界）

を持つ CNT トランジスタを作成、世界最速、200nm 幅の

T 型ゲートの設計、回路の寄生容量の低減、トランジスタ

のチャネル長を減少、シリコントランジスタで遮断周波数

500 GHz、CNT がシリコンチップを交換するにはまだ長い

道のり、南カリフォルニア大学

Researchers Build World's Fastest Carbon Nanotube 

Transistor
http://www.forbes.com/sites/alexknapp/2013/05/07/researchers-build-worlds-

fastest-carbon-nanotube-transistor/

金属 / 酸化物へテロエピタキシャルの低抵抗オーミックコ
ンタクト
ナノスケールでの低抵抗オーミックコンタクト、酸化物エ

レクトロニクスの進歩に重要、金属と酸化物半導体との間

の電気的接合、金属 / 酸化物ヘテロ接合、Cr/ SrTiO3 ヘテ

ロ接合、ニオブをドープしたチタン酸ストロンチウム、低

抵抗オーミックコンタクト、酸化物の数原子層へ金属原子

が拡散、表面近傍ドーピング、ナノテクノロジーロンドン

センター（LCN）、パシフィック・ノースウェスト国立研

究所、UC デービス校

Ultralow Contact Resistance at an Epitaxial Metal/Oxide 

Heterojunction Through Interstitial Site Doping
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/adma.201301030/abstract;jsessionid=

52DA60534B634F2563F8C64D4342318C.d03t03

サーモグラフィ技術でリチウムイオン電池の品質管理
フラッシュ電球で電極を加熱したときの温度データをもと

に電極材料の膜厚バラつきを測定、粘性のある複合材料の

塗布プロセスでは膜厚が不均質、の性能に影響、熱伝導方

程式に基づく有限要素熱伝達モデルを開発、膜厚や材料特

性から生じる過渡的な熱応答の変化、1％の膜厚変化が 1％

の温度変化、10％の膜厚変化が 9.2％の温度変化、17％の

膜厚変化が 19.2％の温度変化に対応、製造ラインに組み

込むことは可能、パデュー大学

New technique to improve quality control of lithium-ion 

batteries
http://www.purdue.edu/newsroom/releases/2013/Q2/new-technique-to-improve-

quality-control-of-lithium-ion-batteries.html
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ダイレクト・ウエハ技術の商用化で 1366 テクノロジーズ
社がトクヤマと R&D 提携
シリコン製造大手のトクヤマ、太陽電池向けウエハを製造

する 1366 テクノロジーズ社（マサチューセッツ州）、提

携を通じて 1366 社のシリコン・ウエハ製造技術 ” ダイレ

クト・ウエハ ” の普及促進、標準ウエハの半分のコストで

均一に良いシリコン・ウエハを生産

Tokuyama and 1366 Technologies enter wafer R&D 

agreement 
http://www.pv-tech.org/news/tokuyama_and_1366_technologies_enter_rd_

collaboration_agreement

参考：ダイレクト・ウエハ技術は、シリコン・ウエハを従

来のような複数の工程ではなく１工程で製造するため、コ

ストを半減できる利点を持つ。1366 社は１月に同技術の

商用化への最終段階として、同州ベッドフォードで最大生

産容量 25MW のウエハ製造施設を完成。

タイの Green Earth Power 社、ミャンマーでメガソーラー
建設を計画
投資額は 2 億 7500 万ドル（70% を銀行から融資）、約

5km2 の土地で 210MW、全量をミャンマー政府に売電（契

約期間 30 年、売電価格は 2013 年 7 月末までに決定）

Green Earth Plans $275 Million Solar Power Project in 

Myanmar
http://www.bloomberg.com/news/2013-05-08/green-earth-plans-275-million-solar-

power-project-in-myanmar.html

欧州太陽光発電産業協会（EPIA）、世界の PV の導入状況
を発表
世界の PC 市場は欧州からシフト、全世界の新規導入量

（2011 年 30.4GW、 2012 年 31.1GW ）、2012 年国別新規

導入量（ドイツ 7.6GW、中国 5GW、イタリア 3.4GW、米

国 3.3GW、日本 2GW、フランス 1.1GW、オーストラリア

1GW、インド 1GW 、英国 925MW、他）、累積導入量（2009

年 末 24GW、2010 年 末 40.7GW、2011 年 末 71.1GW、

2012 年末 100GW 超）、 各国・地域の累積導入量（欧州

70GW、欧州以外の合計は 30GW、内訳：中国 8.3GW、

米国 7.8GW、日本 6.9GW、豪州 2.4GW、インド 1.2GW、他）、

欧州の新規導入量（2010 年 13.6GW、2011 年 22.4GW（世

界全体の 70％）、2012 年 17.2GW（同 55％）、 欧州の累

積導入量（2011 年世界全体の 75％、2012 年 70GW（同

70％）

EPIA: Europe loses PV top slot
http://www.pv-tech.org/news/epia_europe_loses_pv_top_slot

EC、中国製太陽光パネルに 47％の関税も
中国製パネルに暫定的な反ダンピング（不当廉売）関税

（37.2% ～ 67.9%）を課すよう加盟国に提案、平均課税率

は約 47%、EC は加盟国の見解をまとめ６月５日に暫定措

置の決定を発表する考え、中国からＥＵ向けのパネル輸出

は、2011 年に 210 億ユーロ、欧州委は昨年９月から中国

製パネルが政府の補助金で不当に安く輸出されている疑い

があるとして調査

European Commission to impose 47% tariffs on Chinese 

module manufacturers
http://www.pv-tech.org/news/european_commission_to_impose_47_tariffs_on_

chinese_module_manufacturers

環境に配慮した高度なナノテクノロジー塗装
長期間の外装表面材の性能と外観の基準を維持、自浄効果

塗料、独自のナノ粒子システムを活用、保守作業を減ら

すことが可能、高価な資本のインフラ投資の寿命を増加、

Nano Labs 社

Advanced Nanotechnology, Eco-Friendly, Self-Cleaning 

Paint from Nano Labs
http://www.azonano.com/news.aspx?newsID=27283

夜に輝く木、大胆な夢に挑戦
合成生物学と呼ばれる遺伝子工学の洗練されたフォームを

使用するプロジェクト、輝く植物プロジェクトはエバンス

氏（サンフランシスコの技術起業家）と Amirav-Drory 氏（生

化学者）の発案、ウェブサイトのキックスターターで 2 週

間に約 4,500 のドナーから 25 万ドル、ドナーの多くに種

を届けることを約束、観賞用の光る生物、光るゼブラフィッ

シュ（販売中）、悪意のある生物が故意または偶然に作成

される恐れ、遺伝子組み換え作物の規制（農務省）

A Dream of Trees Aglow at Night
http://www.nytimes.com/2013/05/08/business/energy-environment/a-dream-of-

glowing-trees-is-assailed-for-gene-tinkering.html?ref=energy-environment&_r=0

2012 年、全体的なパワーエレクトロニクス低迷にもかか
わらず SiC が成長し続けた
2011 年後半～ 2012 年はパワーエレクトロニクスの低迷

（20％のマイナス成長）、SiC デバイス市場は年 38％増、

PV インバータが牽引、SiC ダイオード事業、SiC デバイス

の製造能力もつ企業が世界に 30 以上存在、2 つの巨大企

業（CREE、インフィニオン）に続くローム、Microsemi 社、

ジェネシック、ST マイクロなど、日本（パナソニック、東芝、

三菱電機、富士電機など）、中国のデバイスメーカーはま
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だ出現していない（Yole 社など直ぐにビジネスに入る気配）

Despite overall power electronics 2012 downturn, SiC 

kept on growing
http://www.electroiq.com/articles/sst/2013/05/despite-overall-power-electronics-

2012-downturn--sic-kept-on-gro.html

熱流のための透明マントを構築
銅とシリコンの構造化されたプレートが熱の伝播に影響を

与えることを実証、両材料（シリコン、銅）をスマートに

配置した熱の透明マント、環状のシリコン構造体に薄い銅

プレートを設ける構造を作成、可変速度で様々な方向に熱

を伝導、隠されたオブジェクトの周りを通過させるのに必

要な時間を補償、基本的な数学的記述、変換光学系の方法

と記述する座標系の歪を算出、熱力学的メタマテリアルの

分野で多くのさらなる発展の基礎となることを期待、カー

ルスルーエ工科大学

Researcher Construct Invisibility Cloak for Thermal Flow 
http://www.nanotech-now.com/news.cgi?story_id=47422

病んでいる日本の半導体メーカーがファブ・ライトに移行
工場閉鎖に多額の費用、外国のチップ会社に割引価格で購

入させるアイディア、外国企業を招いて既存の顧客の要求

を満たしながら自社製品のために工場を使用、数回の損失

で全体を閉鎖するよりも得策、大きく迫る一つの疑問

Japanese fabs, anyone?
http://www.eetimes.com/electronics-news/4413679/Japanese-fabs--anyone-

バイエル社、CNT 事業の終了予定を発表
バイエルマテリアルサイエンス社、CNT 製造プロセスをス

ケールアップするための方法を開発（触媒および新タイプ

製品と同様な戦略）、「かつては技術的な観点から有望に見

えたが、アプリケーションの潜在的な領域は現在非常に断

片化されており、自社のコア製品と少し重なりを持ってい

ることが判明、本業に関係する開発活動に集中したい（バ

イエル社CEO談）」、ノウハウは関心のある他社に委譲予定、

事業従事の 30 人はグループ内の別の部署に異動

Bayer MaterialScience brings nano projects to a close
http://news.bayer.de/baynews/baynews.nsf/id/Bayer-MaterialScience-brings-nano-

projects-to-a-close

参考：バイエルマテリアルサイエンス社は、バイエルグルー

プの会社で世界最大のポリマーの企業の一つ。2012 年の

売上高は 115 億ユーロ。事業活動はハイテクポリマー素

材や日常生活の多くの分野で使用される製品の革新的なソ

リューションの開発・製造。主セグメントは自動車、電気・

電子、建設、スポーツやレジャー産業。2012 年末時点で

30 の生産拠点、世界中で約 14,500 人を雇用。

米国のミツバチコロニーの約 1/3 が昨冬に死滅、食糧供給
に影響
米国では昨冬に商用ミツバチコロニーの 1/3 近くが死滅ま

たは消滅（学術研究者・養蜂農家・米農務省の科学者らの

グループが発表）、調査が開始された 2006 年から一貫し

て見られる数の減少、ネオニコチノイド系農薬などさまざ

まな原因説、蜂群崩壊症候群（CCD）の特徴と異なる原因、

ミツバチの栄養不足

One-Third of U.S. Honeybee Colonies Died Last Winter, 

Threatening Food Supply
http://www.wired.com/wiredscience/2013/05/winter-honeybee-losses/

参考：ネオニコチノイド系殺虫剤は、昆虫の中枢神経系の

ニコチン作動性アセチルコリン受容体に作用。神経受容体

の構造が異なるため、人やペットなどの脊椎動物には影響

が少ないとされ、利用が広がったが、西欧諸国では使用禁

止にする国が増え、EU も 2013 年に制限を行った。日本

でも、イネ、野菜、茶、花などに幅広く利用されているほ

か、シロアリ駆除剤等にも利用されており、ミツバチの大

量死も報告されている。

気候投資基金（CIF）運営組織、北アフリカと中東の計画
修正を承認
集光型太陽熱発電（CSP）能力の当初の数値（895MW）

を 1.1GW に更新、それぞれの国々の現実を考慮してより

実行可能で柔軟な計画に修正、北アフリカと中東（アルジェ

リア、エジプト、ヨルダン、リビア、モロッコ、チュニジ

ア）、CSP 計画の CIF による最初の承認（2009 年、地域全

体で 895MW）、CIF のクリーン • テクノロジー基金（CTF）

から最初の要求額 7.5 億ドルと比べて 6.6 億ドルを受け取

る予定、他の援助資金供与者や民間資金から約 50 億ドル

を受け取ることを期待、修正された計画は各国のニーズの

再評価に基づいてパイプラインベースでのプロジェクトを

再編、民間部門の関与と地域統合を高めるために知識交換

のためのプラットフォームの構築を伴う技術支援コンポー

ネントを追加

Plans for 1.1GW of CSP in North Africa and Middle East 

approved
http://www.pv-tech.org/news/cif_provides_us660_million_for_revised_north_

african_and_middle_eastern_1.1

参考：北アフリカにおける CSP の現状についての解説
http://let-us-know-africa.blogspot.jp/2010/01/blog-post_31.html
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砂漠の砂から太陽電池用シリコン生産
砂から高純度シリコンを低コストで生産する新しい技術を

開発、弘前大学の北日本新エネルギー研究所
http://www.nikkei.com/article/DGXNASFB08019_Y3A500C1L01000/

グローバルソーラーアライアンス、拡大の必要性を表明
グローバルソーラーアライアンスの強化・拡大、インター

ソーラーの出展者数の減少傾向（2011 年の 2,286、2012

年の 1,909、2013 年は現在 1,267）、ソーラー市場の更な

る発展のための経験交流などのプラットフォーム拡大、化

石燃料や原子力エネルギーとのグローバルな競争のために

一緒にプルする必要性、EU の貿易紛争にいくつかの共通

の利益、EU と中国の太陽電池産業間の協力強化

Global Solar Alliance announces expansion
http://www.pv-magazine.com/news/details/beitrag/global-solar-alliance-announces-

expansion_100011235/#axzz2SqjNwOGI

KAIST、柔軟な高集積半導体を開発
ウェアラブルコンピュータやフレキシブルディスプレイ用

の曲がる高集積回路を開発、高集積無線通信素子を単結晶

シリコンで形成したのち 100nm の厚さのシリコン回路層

だけを残して基板下部を化学的に除去、液晶ポリマー素材

上に製造したため人体内部の狭く屈曲した隙間に挿入する

ことも可能

In Vivo Silicon-Based Flexible Radio Frequency Integrated 

Circuits Monolithically Encapsulated with Biocompatible 

Liquid Crystal Polymers
http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/nn401246y?prevSearch=KAIST&searchHistor

yKey=

金属と半導体 CNT の精製に毛細管流動を応用
作られたままの単層 CNT は金属と半導体 CNT が混在、応

用には半導体又は金属の純粋なサンプ（精製）が必要、ナ

ノスケール・マランゴニ物理を使用して 2 つのタイプを分

離・精製、ウエハ基板表面上に完全に整列した化学精製法

を開発、イリノイ大学アーバナシャンペーン校、マイアミ

大学、ノースウェスタン大学、パデュー大学

Capillary flow sorts SWNTs
http://nanotechweb.org/cws/article/tech/53369

DARPA、外傷性脳損傷のためのナノテクノロジー治療法
の開発に 600 万ドル助成
頭蓋骨を貫通する弾道の怪我（イラクやアフガニスタンで

の戦場の傷の 18％）、死亡の主要な原因は頭蓋内感染症、

通常の条件下では脳血液脳関門と呼ばれる生理系により感

染から保護、感染症や外傷性脳損傷に関連する損傷を見つ

けて治療することができるナノ粒子を構築、多孔質シリコ

ンナノ粒子、ナノ粒子は非常に効果的に特定の組織を標的、

粒子の表面を標的化分子で覆う、ペプチドベースの生体分

子、短鎖干渉 RNA、siRNA として知られている遺伝物質を

含むナノ複合材、カリフォルニア大学サンディエゴ校が率

いる研究、トランスレーショナル研究と臨床医学の著名な

専門家の学際的なチーム

DARPA Awards $6 Million to Develop Nanotech Therapies 

for Traumatic Brain Injuries
http://ucsdnews.ucsd.edu/pressrelease/darpa_awards_6_million_to_develop_

nanotech_therapies_for_traumatic_brain_in

オバマ政権、3 つの新しいものづくりイノベーション研究
所のためのコンペを発表
製造技術革新研究所を創設（予算教書で発表済）、5 連邦

政府機関（DOD、DOE、商務省、NASA、NSF）全体で 2

億ドル、基礎研究と製品開発への共同投資、企業・大学・

コミュニティカレッジの結集、小さなメーカーが新製品や

製造プロセスの設計・試作・テストで最先端の機能や機器

にアクセス、選定（技術専門家の多機関チームのレビュー、

エネルギーと国防部門が主導しオープン・競争力のあるプ

ロセスを経て選択、今年後半に発表される予定）

Obama Administration Launches Competition for Three 

New Manufacturing Innovation Institutes
http://energy.gov/articles/obama-administration-launches-competition-three-new-

manufacturing-innovation-institutes

単層 MoS2 における固有の構造的欠陥とその制御
デバイスの性能は MoS2 層の品質と欠陥の形態に強く依存、

二硫化モリブデンの性質を調整、構造欠陥の原子スケール

での研究により制御された合成と欠陥エンジニアリングが

可能に、原子分解能直接イメージング ( 点欠陥、転位、粒界、

エッジ等）、化学気相成長単層 MoS2 の固有の構造的欠陥

の系統的な研究、グラフェン中に存在するものとは異なる

点欠陥や転位コアを観察、MoS2 の固有の構造的欠陥の包

括的な研究（成長条件、欠陥形成、材料の特性への影響）、

オークリッジ国立研究所

Intrinsic Structural Defects in Monolayer Molybdenum 

Disulfide
http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/nl4007479
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柔軟にコート紙にフレキシブル電子回路を直接印刷
電子デバイスを直接書き上げる方法の欠如（オフィスプリ

ンタで写真を紙に印刷するように）、液体金属インクと関

連の検証メカニズムを開発、メカニカル・エンジニアリン

グ、インクの密着性を修正、インクの高い表面張力を克服、

わずかに酸化された合金インク、柔軟にコート紙に印刷さ

れることを実証、中国科学院

Direct Desktop Printed-Circuits-on-Paper Flexible 

Electronics
http://www.nature.com/srep/2013/130509/srep01786/full/srep01786.html

低コスト癌治療への貢献が期待される IBM の医療診断分
析法
大きな陽子線治療のボトルネック（計算作業負荷）に挑戦、

腫瘍を破壊するための有望な新しい低コスト治療法を目指

す、正確に腫瘍内部のがん細胞を殺すために高エネルギー

粒子加速器を使用、陽子ビーム技術、 POWER7 クラスタス

パコン上で動作するソフトウェアを使用、詳細なビーム経

路のマッピング、プロトン癌治療のための設計自動化技術、

ビームが腫瘍に当たったとき何が起こるかを予測するモデ

ル、テキサス州のアンダーソン医療がんセンター（ヒュー

ストン）と協力、IBM 研究所（テキサス州オースティン）

IBM analytics solving cancer
http://www.eetimes.com/electronics-news/4414133/IBM-analytics-solving-cancer

PV ウエハ生産は 2013 年に 19％成長、日本の需要が牽引
太陽電池ウエハの生産、2012 年に 15％下落したが今年は

19％成長する見込み、30 GWを超え2011年レベルに回復、

日本が 2013 年に世界の太陽光発電需要の 10％以上を占

める、日本は高効率を重視するため単結晶 Si ウエハのキー

ドライバー、単結晶 Si セル生産は多結晶 Si セルよりも速

いペースで成長、Solarbuzz 社の予想

PV wafer production forecast to grow 19% in 2013
http://www.pv-magazine.com/news/details/beitrag/pv-wafer-production-forecast-

to-grow-19-in-2013-_100011257/#axzz2SwD6959r

NANOfutures プロジェクの成果、欧州のナノテクロード
マップ
プロジェクトによって達成された主要な成果（次の 10 年

のための一連の研究と技術革新のテーマに関し 11 のすべ

ての ETP の合意を確保したこと）、具体的な成果（７つの

独立した主題分野またはバリューチェーンに分けて “ 研究

と産業ロードマップ ” を作成し出版）、その他の成果（潜

在的な利用者と投資家との安全に関するベストプラクティ

スの共有、製品開発、トレーニングなどのサービスを促進

するためのパートナーシップの構築、関連中小企業事業の

結集、技術移転ワークショップの開催など）

Charting Europe's nanotechnology roadmap
http://www.nanowerk.com/news2/newsid=30436.php

参考：NANOfutures とは

・研究者・政策立案者・産業分野の多種多様にわたる商

業プレーヤー間での断片化の問題に取り組むため EU の

投資を受けて 2010 年に設立。

・欧州のナノテクノロジーハブとして機能。ナノテクノ

ロジーの将来について共通のビジョンと戦略、安全性・

標準化・規制・技術移転と革新的な資金調達などの分

野横断的な 11 のワーキンググループ。

・様々な利害関係者を結集する NANOfutures はナノテ

クノロジーの急速な発展を促進する上で非常に貴重な

役割を果たしてきた。
http://www.nanofutures.info/sites/default/files/NANOfutures_Roadmap%20july%20

2012_0.pdf

北米の半導体関連業界、高レベルの投資を継続
北米で半導体製造に関する一流のデバイスメーカーによ

る規模の拡大と新設備により過去 10 年間で 1000 億ド

ル以上の投資、装置と材料費で 250 億ドル、インテル、

GlobalFoundries、サムスンは北米への投資の主たるドラ

イバー、 IBM、マイクロン、Cree 社、Philips Lumileds は

投資や支出に貢献、SUNY アルバニー校のナノスケール科

学工学部の NanoFab XTENSION 施設は北米での他の主要

な支出プロジェクト、北米でテスト機器に過去 3 年間で

16 億ドル以上、SOC/ ロジックテスターは北米最大の試験

装置セグメント（2011 年の支出 3.56 億ドル、2012 年 2.92

億ドル）

North American Semiconductor Industry: Continuing with 

high levels of investments
http://www.electroiq.com/articles/sst/2013/05/north-american-semiconductor-

industry--continuing-with-high-leve.html

ソニーはもはやエレクトロニクス企業ではない
前年同期の 2552.1 億円の損失に対し今年 1 ～ 3 月期は

939.1 億円（9.485 億ドル）の純利益、2013 年 3 月 31

日に終了した事業年度における営業利益は前年度の 673

億円のマイナスから回復して 2301 億円（税引前利益が

2456 億円）、売上高の増加要因（為替の好転、ソニーモ

バイルの連結子会社化など）、報告された営業利益にほぼ

等しい 26 億米ドルの捻出源（米国の本社ビルを売却、東

京 • 大崎の本社ビル売却、化学部門の売却、モバイルソー

シャルゲーム社 DeNA の投資売却、クラウドベースの医療
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IT 企業 M3 の投資の一部を売却など）、ゲーム分野に関し

ては売上高 7071 億円（前年同期比 12.2％減）・営業利益

は 17 億円（94.1％減）と大幅な減益、利益源は新製品の

販売ではなく資産売却や再評価から

Sony no longer an electronics company
http://www.eetimes.com/electronics-blogs/other/4414105/Yoshida-in-Japan--Sony-

is-no-longer-an-electronics-company

グラフェンの性質に磁性が加わる可能性
高真空中でルテニウム単結晶を覆うようにして極薄のグラ

フェン膜を成長、テトラシアノ・p・キノジメタン（TCNQ）

という有機分子を蒸着、TCNQ が自己組織化でグラフェ

ン表面全体に規則的に分布、グラフェン - ルテニウム基板

の電気的相互作用を確認、グラフェンのおかげで基板と

TCNQ 分子とのあいだで非常に能率的な電荷移送が可能

に、TCNQ が長距離磁気秩序の獲得に寄与、グラフェンを

ベースにした「スピントロニクス素子」開発につながる可

能性、IMDEA-Nanociencia Institute、マドリード大学

New magnetic graphene may revolutionise electronics
http://phys.org/news/2013-05-magnetic-graphene-revolutionise-electronics.html

新連合が基礎科学の慈善資金調達の拡大を目指す
7 財団が篤志家と財団の間で基礎科学のためにサポートを

増やすことを目的に連合、 カブリ財団の代表のロバート・

コーン氏が AAAS フォーラムで発表、10 年以内に米国の

科学分野の支援を倍増することを目指す、政治的・経済的

緊張が科学のための政府の資金を圧迫、政府機関は明確で

具体的な成果とリスク回避のプロジェクトを支援する傾

向、" ハイリスク / ハイリターン " 研究に非政府資源を集

中し支援することを計画、今後 3 ～ 4 カ月かけてイニシ

アチブを構築（コーン氏談）、海洋微生物学・環境保全・

天文学・宇宙論・神経科学・細胞学・分子生物学など

New Coalition Aims to Increase Philanthropic Funding of 

Basic Science
http://www.aaas.org/news/releases/2013/0510_philanthropy.shtml

現代重工業、ポリシリコン事業から撤退
韓国の現代重工業、多結晶シリコンを製造する合弁会社韓

国 Advanced Materials からその株式を取り下げる（49％

の株式を KCC グループに無償譲渡）、KCC グループは

100％子会社としてポリシリコンメーカーを引き継ぐ、太

陽光発電産業の持続的な低迷が理由、現代重工業はポリシ

リコン製造事業から撤退

Hyundai Heavy exits polysilicon business

http://www.pv-magazine.com/news/details/beitrag/hyundai-heavy-exits-polysilicon-

business_100011269/#axzz2TCyH1Z6J

補足：KCC グループと現代重工業は 2008 年に合弁会社韓

国 Advanced Materials を設立した。

2012 年末の負債総額は 130 万ユーロを超える。

ソーラ・ウインドウ、実用化に一歩前進
新エネルギー • テクノロジーズ社（米国の建物統合 PV 開

発業者、メリーランド州に本社）、特許 “SolarWindow” で

大きな進歩、スプレー式の PV コーティングシステム、透

明なガラスの上に太陽電池の溶射層、製造時間を短縮（数

日から数時間）に成功、ガラスの透明度を改善

Solar windows one step nearer commercial production
http://www.pv-magazine.com/news/details/beitrag/solar-windows-one-step-nearer-

commercial-production_100011264/#axzz2TCyH1Z6J

補足：BIPV 技術は南フロリダ大学との委託研究契約の下

で開発された。

ロシアの科学者たちが新国際資金提供ルールを非難
判決は官僚的な熱意の不条理と非常に危険な内容、判決

は外国の研究助成金の全面禁止を導入、補助金に官僚的

なハードルが発生、新たな規制に研究者の間で深刻な懸

念、政府の現在の外国人嫌い、外国人の同僚との共同研究

を行う科学者への迫害、ルールを免除され機関（現在は

IAEA を含めわずか 13 機関）Russian Scientists Decry New 

International Funding Rules
http://news.sciencemag.org/scienceinsider/2013/05/russian-scientists-decry-new-

int.html?ref=hp

欠陥を含むグラフェンが良いセンサー材料
高感度ガス・化学センサー、グラフェン表面の内部欠陥や

基板表面の外部欠陥が作用、化学電界効果トランジスタ、

欠陥のある基板がグラフェンの電子特性を変調、イリノイ

大学アーバナ • シャンペーン校、ソウル国立大学

Defective graphene chemFETs make good sensors
http://nanotechweb.org/cws/article/tech/53393

グラフェン、アンペアを再定義するレースに参加
国立物理研究所とケンブリッジ大学による新たな技術革

新、世界初のグラフェン単電子ポンプ、グラフェンの二次

元構造が十分に高速な電子の流れを作成、非常に迅速に量

子ドットの電子をオン・オフ、電流の新しい標準を作るた

めに必要な電子の流れの速度を提供、物理学の基本的な定

数アンペアを再定義するための道を開く可能性、アンペア



67PEN June 2013

についての現在の定義はドリフト不安定性に対し脆弱（測

定の精度のニーズを満たすのに不十分）

Graphene joins the race to redefine the ampere
http://phys.org/news/2013-05-graphene-redefine-ampere.html

多孔質シリカの自己組織化パラメータの最適化
製造上の自己組織化パラメータ（表面電荷、サイズ、コロ

イド状ナノ粒子の濃度）の影響、シリカナノ粒子（ホスト

材料）とポリスチレン球体（テンプレート）を混合、多

孔質構造と細孔径は自己組織化パラメータにより制御可

能、高度に秩序した孔を効果的に作成できる条件（ポリ

スチレン球体の表面電荷 ≤-30 mV、シリカ対 PS サイズ比

≤0.078、シリカ対 PS の質量比約 0.50）、パラメータの最

適化が実用化に重要、広島大

Influences of Surface Charge, Size, and Concentration of 

Colloidal Nanoparticles on Fabrication of Self-Organized 

Porous Silica in Film and Particle Forms
http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/la401094u

イオン注入による SiO2/Si 基板上での直接グラフェン合成
SiO2/Si 基 板 上 の ニ ッ ケ ル 触 媒 膜 中 に 炭 素 イ オ ン 注 入

（20keV、負の炭素イオン、ドーズ量 (4–16) × 1015 cm-2）、

炭素原子は高温熱処理で Ni 膜の両側に向かって拡散、グ

ラフェン層が Ni 表面と Ni 膜 /SiO2 界面に生成、数層のグ

ラフェン合成、武漢大学

Direct graphene synthesis on SiO2/Si substrate by ion 

implantation
http://apl.aip.org/resource/1/applab/v102/i19/p193102_s1

プラズモン増強 OPV 材料の進捗状況（レビュー）
有機分子太陽電池（OPV）、最近の進展をレビュー、欠点

（電子導電率が低いので薄くなければならない）、金属ナノ

粒子および / またはパターン化されたプラズモンナノ構造

の組み込みで欠点を回避、単一接合セルで電力変換効率

10％、塗料太陽電池への期待、ニューヨーク州立大学バッ

ファロー校

Plasmonic-Enhanced Organic Photovoltaics: Breaking the 

10% Efficiency Barrier
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/adma.201203323/abstract

半導体チップベンダー Q1 グローバルランキング、軒並下
落する日本企業
東芝は 5 位（前年同期比の売上高 20％減）、ルネサスエ

レクトロニクスはトップ 10 外、ソニーは 16 位（売上高

31％減）、富士通は 20 位（売上高 26％減）

Japan's chip vendors slide down Q1 global rankings
http://www.eetimes.com/electronics-news/4414274/Japan-s-chip-vendors-slide-

down-Q1-rankings

種の多様性が生産性を向上することを証明、ダーウィンの
予測から 150 年
進化の距離的な違い（種の違いの程度）に注目した研究、

17 種類の植物を様々な組み合わせで植えた実験、互いに

進化の系統上最も離れているとされる種同士の場合に最も

高い生産性が得られた、ダーウィンの予見（1859 年、種

の起源）を裏付ける成果、トロント大学スカボロ校

Productivity increases with species diversity: 150 years 

later, research proves Darwin prediction
http://phys.org/news/2013-05-productivity-species-diversity-years-darwin.html

補足：「植物の種が少なくなればなるほど地球全体として

は生産性が低下、植物が大気中から取り込む炭素の量も減

少し、結果的に地球温暖化が加速しかねない」とコメント。

南アフリカの再生エネルギー独立発電プログラム、ラウン
ド２のプロジェクト 19 件を許可
政府の再生可能プログラム（REIPPP）のラウンド 2、入

札で合計 19 のプロジェクトを採択（3,725 MW）、9 つが

PV プロジェクト（合計容量 417.1MW）、7 つが風力発電、

2 つが小水力発電、1 つが集光形熱発電（CSP）、REIPPP

プログラムのもとで開始の許可、REIPPP プログラムの最

初のラウンドは現在建設中（28 のプロジェクト）、ラウン

ド 3 の入札提出期限は 2013 年 8 月 19 日、すべてのプロ

ジェクトの完了後に国家電気事業体の Eskom が生成され

た電力を購入

Nine solar projects approved under round two of South 

Africa renewables programme
http://www.pv-tech.org/news/9_solar_project_green_lighted_under_the_south_

africa_reipppp_window_2

「ナノゴールドラッシュ」、金回収のための新しい非毒性方
法を発見
でんぷん由来のα - シクロデキストリンと金酸塩を室温で

混合、二つの溶液を混合する際に急速にナノワイヤ形成、

6 つの異なる複合体をスクリーニング、KAuBr4 または

KAuCl4 の水溶液と結合、金を分離する環状オリゴ糖、有

毒シアン化物塩の代替となる安価で環境に優しい金回収方

法、ノースウェスタン大学

'Nanotechnology gold rush' - New non-toxic method for 
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mining gold
http://www.nanowerk.com/news2/newsid=30484.php

鳥？飛行機？いやソーラー・プレーンだ！
ソーラーインパルスの HB-SIA プロトタイプ、サンフラン

シスコからワシントン DC とニューヨークを横断、段階的

に米国全土を飛行、4 つの電気エンジンにサンパワー社製

の PV セル 12,000 枚使用、昼と夜の両方を飛行するため

に発電とバッテリー技術を組み込む、DOE はコスト競争

力の国内太陽電池業界の成長を支援（SunShot Initiative な

ど）、過去 2 年間で米国製の多結晶太陽電池モジュールの

スポット価格が 55％減少

Is it a bird? Or a plane? It's a solar plane!
http://energy.gov/articles/it-bird-or-plane-its-solar-plane

DOE、水素デリバリー RGD のための情報依頼書を公開
水素デリバリーの研究開発活動（ガソリンと同等のガロン

あたり 2 ～ 4 ドルのしきい値コスト目標に挑戦）、利害関

係者からフィードバックを求める情報の要求を公表、水素

圧縮・ストレージ・および調剤コスト削減ワークショップ

を 2013 年 3 月 20 ～ 21 日にアルゴンヌ国立研究所で開催、

関連する分野の専門知識を持つ 36 の業界代表者が参加

DOE issues RFI for hydrogen delivery R&D, targeting cost 

of $2-4 gge
http://www.greencarcongress.com/2013/05/doefct-20130514.html

ヘリオスプログラム、フォトニクスと CMOS 回路を統合
するための完全なサプライ • チェーンを開発
CEA-Letiが最近終了したHELIOSプログラムの成果を強調、

シリコンフォトニクスデバイスを設計・製造に貢献、850

万ユーロの EC プロジェクト、CMOS 回路とフォトニック

レイヤの統合、ビルディングブロックを作成、データ通信

などの多くの用途に可能性、シリコンフォトニクスの工業

化のための戦略は現在ホライゾン 2020 で議論（2014 ～

2020 年の新しいフレームワークプログラム）

HELIOS program develops complete supply chain for 

integrating photonics with CMOS circuit
http://www.nanowerk.com/news2/newsid=30483.php
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省庁横断「ナノ安全性」体系を構築
ナノ物質の潜在的リスクから国民の健康と環境を保護する

ため、政府レベルの総合管理が施行される。5 月 14 日未

来創造科学部によると、今月中同省長官を委員長とする国

家科学技術審議会で、ナノ物質の安全管理に関する制度及

び投資等省庁間総括・調整法案を審議・策定する「2013

省庁横断ナノテクノロジー発展施行計画」を推進する予定。

現在韓国でナノ物質の安全管理は環境部、ナノ製品は産業

通商資源部と食薬処、ナノ物質に関する特性・毒性評価技

術の研究開発は未来部が担当している。このように省庁別

で分けられているナノ物質関連管理業務が今後未来部を中

心として進められる。昨年政府からのナノ産業への投資

額 2868 億ウォンのうち、ナノ安全関連研究費は 4.5% の

130 億ウォンに留まっている状況である。
http://www.newstomato.com/ReadNews.aspx?no=363309

優れた抗がん剤の伝達能力をもつ MRI 造影剤を開発
高麗大学化学科教授のイ・クァンリョル氏、延世大学医科

大学教授のホ・ヨンミン氏らの研究グループはナノケージ

の形態で内部中空空間に薬物を封入できる MRI 造影剤を

開発した。この MRI 造影剤は今後薬物伝達システムやバッ

テリーの材料、センサー等への応用が期待される。

がんの進行過程や抗がん剤の投与間隔に関する情報を得る

ために、造影剤を薬物伝達体として活用する研究が活発化

しているが、疎水性薬物を効果的に封入できる造影剤の開

発は難しかった。研究グループは高結晶性の中空構造を有

して薬物を封入し送達できるマンガンイオンを塗布した鉄

韓国 NNPC より
韓 国 の National Nanotechnology Policy Center

（NNPC）が発行する Nano Weekly と各国動向レ
ポート Global Nano Trends より、韓国の最新動
向を中心に関連情報をお届けします。

酸化物ナノ造影剤を合成し、さらにその造影剤に抗がん剤

のドキソルビシン（doxorubicin）を封入して投与したと

ころ、造影剤なく抗がん剤のみを投与したマウスよりがん

成長抑制の能力が優れていることが確認できた。

研究グループは様々な疎水性薬物への適用を通じてがん以

外の疾病にも応用が期待されるとともに、様々な形態の中

空空間構造を自由自在に形成できる手法を開発したと説明

した。研究成果は Advanced Materials の 5 月 3 日付オン

ライン版に掲載された。
http://www.msip.go.kr/UserBbs_bbsDetail.action

金ナノワイヤ細胞注射器を開発
KAIST 化学科教授のキム・ボンス氏と生命化学工学科教授

のイ・サンヨップ氏は共同で、金ナノワイヤを用いて遺伝

子を細胞の核に直接伝達できるナノ注射器を作製した。人

体の生命現象を理解するためには細胞内での現象や細胞同

士の間での信号伝達を正確に明らかにするのが重要であ

る。そのため、単一細胞に生活性分子を選択的に伝達する

技術は細胞内の生体現象を解明し、治療法を開発するのに

不可欠である。研究グループは直径 10 ナノメートルの細

いナノワイヤに DNA を付けて、これを正確に細胞の核に

刺した後、外部から電気信号を送り遺伝子を送達できるナ

ノ注射器を作製した。研究成果は 5 月 2 日 Nano Letters

のオンライン版に掲載された。
http://newspr.kaist.ac.kr/boards/view/campus/3751
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KEIT、ナノ融合企業支援団を発足
政府がナノ融合技術関連中小企業の課題を解消し、強小型

ナノ専門企業の育成のために積極的な支援に乗り出す。

韓国産業技術評価管理院（KEIT）は 5 月 9 日ナノ融合企

業支援団を発足した。この背景には昨年 KEIT による調査

結果、ナノ融合技術中小企業のなか、ナノ関連国家研究

開発事業に参加した経験のある企業の割合が 41.8% にと

どまり、該当企業の経営状況も悪化しているとの判断から

である。実際これら企業の純利益率は 2010 年 4.7% から

2011 年 3.51% に下がり、2010 年比 2011 年の純利益も

14.8% 減少したことが分かった。

2020 年に約 2 兆 5000 億ドルと見込まれる世界ナノ融合

市場をリードするためには、ナノ融合企業の 90.4% を占

める中小企業のイノベーションを通じた競争力の強化が必

要とされる。ナノ融合企業支援団は、KEIT を含め、産業

通商資源部傘下 7 関連機関となる。7 機関は韓国産業技術

評価管理院、ナノ融合産業研究組合、ナノ融合産業協力機

構、4 大ナノ融合インフラセンター等。
http://www.noeuf.com/outlet-1.html#page=3&top=4940&
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国家産業技術政策の 5 年の大計、第 6 次産業技術革新計
画策定に本格着手（2013.5.31）
産業通商資源部は、“ 創造経済時代 ” を切り開く産業技術

開発の核心戦略である「第 6 次産業技術革新計画（2014

～ 18 年）」を策定するため、全体作業班のキックオフミー

ティングを 5 月 30 日に開催する。同計画は、5 年間の産

業技術 R&D 政策方向を提示する総合計画で、未来技術開

発戦略とそれによる R&D 投資、産業技術革新基盤全般の

政策を含めることになる。①技術開発、②技術事業化、③

技術インフラ、④グローバル技術協力、⑤評価管理体系、

⑥地域技術基盤、⑦技術人材の養成、⑧技術文化の拡散等

8 つの分科作業班を設置して作業を進める。
http://www.motie.go.kr/motie/news/coverage/bodoView.jsp?seq=77988&pageNo=

2&srchType=1&srchWord=&pCtx=1

科学技術を通じた社会問題の解決、省庁間協力で本格推進
（2013.5.30）
科学技術を通じ、国民幸福の障害物になる社会問題を解

決するために、関連の省庁が手を取り合った。未来創造

科学部は、昨年 12 月に省庁合同で策定した「“ 更に幸せ

な大韓民国 ” 新科学技術プログラム推進戦略」（推進戦略）

のフォローアップ及び国政課題の履行のため、5 月 30 日

「省庁横断社会問題解決モデル事業推進協議体」を発足し、

2014年の社会問題解決型研究開発モデル事業を選定した。

発足式には、国土海洋部、文化体育観光部、保健福祉部、

産業通商資源部、女性家族部等モデル事業参加の省庁関係

者が参加し、△「活力のある高齢化」のための高齢者自立

生活支援事業、△インターネット・ゲームデトックス事業、

△性犯罪予防社会安全網構築事業等 3 事業を 2014 年度の

社会問題解決型研究開発モデル事業に最終選定した。
http://www.msip.go.kr/UserBbs_bbsDetail.action

未 来 部、 科 学 技 術 有 功 者 支 援 の た め の 法 制 定 を 推 進
（2013.5.30）
科学技術分野で国の競争力強化と社会発展のために献身し

た者は、早ければ来年から国家科学技術有功者に指定され、

国家有功者に準ずる優遇及び支援を受けることになる。未

来創造科学部は、科学技術有功者への補償体制で、科学技

術者が優遇される社会雰囲気を作り、優れた人材の理工

系流入を誘導するために「科学技術有功者等の優遇及び支

援に関する法律（仮称）」の制定を推進すると 29 日明ら

かにした。未来創造科学部は、社会各界各層の意見をまと

めて、9 月中に法律案をまとめ、12 月の法制審査を経て、

来年初めに法の制定を終える計画である。
http://www.msip.go.kr/UserBbs_bbsDetail.action

専門職協同組合が本格スタート（2013.5.27）
未来創造科学部は、創造経済を実現する「科学技術者協同

組合」の育成・支援のために、5 月 27 日、韓国女性科学

技術者支援センターを「科学技術者協同組合支援センター」

に指定し、開所式・銘文掲示式典、説明会を開催した。

科学技術者協同組合は、科学技術者が組合員として参加す

る専門職協同組合で、5 名以上が集まれば協同組合の設置

が可能で、調査・分析、装備運営、試験分析、技術事業化、

科学講演、科学教材開発等多様な仕事を発掘して新たな価

値を創造する協業活動である。

韓国科学技術政策動向
在大韓民国日本国大使館から提供いただいた情
報を基に PEN 編集室がとりまとめた韓国の最新
の科学技術政策動向をお届けします。
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科学技術者協同組合は、パートタイム等柔軟な勤務・在宅

勤務が可能で、育児中の女性科学技術者、身体的負担のあ

る高齢の科学技術人等に適用されうる。常勤ではなくても

組合員の形で、人件費等の経常経費負担がなく、多数の未

就業科学技術者が経済活動に参加可能である。科学技術者

協同組合支援センターは、科学技術者協同組合の設置・運

営にあたって、専門職協同組合が初期段階である点を考慮

し、広報、教育、運営コンサルティング等の支援を実施す

る計画である。
http://www.msip.go.kr/UserBbs_bbsDetail.action

外国人政策を通じた創造経済の実現（2013.5.24）
5 月 24 日、国務総理の主宰で第 13 回外国人政策委員会

を開催し、「2013 年外国人政策施行計画」を審議・確定した。

委員会で国務総理は、現在韓国で少子高齢化が加速化し、

中核生産人口の減少による成長潜在力低下が憂慮されてお

り、国内滞在の外国人数の増加を指摘し、外国人政策が国

の競争力と経済活性化を後押しし、重要になっていると強

調した。

委員会で議論された主な内容は次のとおり。

①有能な外国人による韓国内での創業を支援するため、

韓国内の理工系学士・修士号を保持して創業した者に

“ 創業ビザ ” 制度、また “ 外国人専用技術創業プログラム ”

を新設

②購買力の高い観光客誘致のため、“ 韓国訪問優待カー

ド ” 制度を導入

③経済活動支援のために複数国籍の許容範囲を拡大し

て在外同胞滞留資格の付与を拡大

④国際科学ビジネスベルトを中心に 500 名の海外の優

秀人材誘致プロジェクト「Brain Return 500」の推進、

外国教育機関の誘致による創造型優秀研究人材の確保

を推進

⑤滞留外国人に対する賃金未払い対策、苦情相談等の

人権保護を強化
http://pmo.go.kr/pmo_web/?sub_num=20&state=view&idx=63399

女性科学技術者の研究現場への復帰を支援（2013.5.22）
妊娠、出産、育児等で研究現場を離れなければならなかっ

た女性科学技術者の雇用復帰が拡大する。未来創造科学部

は、2013 年度「女性科学技術者 R&D 経歴復帰支援事業」

に参加する経歴断絶女性科学技術者と、これを活用する機

関を募集すると明らかにした。2012 年度から実施中の「女

性科学技術者 R&D 経歴復帰支援事業」は、女性科学技術

者に能力強化教育、相談やメンタリング等を実施し、女性

科学技術人と研究機関をマッチングして、経歴断絶女性科

学技術者が研究開発現場への復帰を支援する事業である。
http://www.msip.go.kr/UserBbs_bbsDetail.action

「創造経済総合ポータル」試験サービス（2013.5.21）
未来創造科学部は、創造経済に対する意志疎通の窓口とし

て「創造経済総合ポータル（Creative Korea）」を構築し、

5 月 22 日から試験サービスを提供すると明らかにした。

試験サービスでは創造経済の概念説明、事例紹介、情報資

料等を提供し、国民と企業等から自身の創造経済の事例を

受け取るサービスを優先的に提供することにより、国民が

創造経済を簡単に理解でき、共感を形成していく計画であ

る。
http://www.msip.go.kr/UserBbs_bbsDetail.action

産業部、R&D プロセスの全面革新（2013.5.21）
産業通商資源部は、5 月 21 日、R&D 関係機関の懇談会で「産

業技術 R&D プロセス（企画・評価・管理）革新方案」を

発表した。今回発表された「産業技術 R&D プロセス革新

方案」は，R&D の生産性を向上させ，企業の自発性及び

研究意欲の向上から，更に「我が国産業の競争力を向上さ

せて技術先導者（First Mover）への転換を促進」すること

を指向している。今回の「産業技術 R&D プロセス革新方

案」で、全国に R&D 能力を備えた 32,000 余の企業のうち、

9,000 余の企業が恩恵を受け，企業の生産性向上とともに

韓国の産業競争力向上につながると期待される。
http://www.motie.go.kr/motie/news/coverage/bodoView.jsp?seq=77963&pageNo=

4&srchType=1&srchWord=&pCtx=1

理 工 系 専 門 技 術 研 修 事 業 に 総 額 130 億 ウ ォ ン を 投 入
（2013.5.20）
未来創造科学部は、未就業の理工系大卒者の青年就職を積

極支援するため、今年「理工系専門技術研修事業」に総額

130 億ウォンを投じると明らかにした。理工系専門技術研

修事業は大学院・短期大学含む理工系大学を卒業して未就

業状態の青年失業者を対象に 6 カ月間の専門技術研修を実

施し、就職につなげる事業である。

現在韓国の中小・ベンチャー企業は、現場への投入が可

能な専門人材の不足を訴えている反面、理工系の青年大

卒者は就職難による困難を経験しており、これらの間のミ

スマッチ解消が喫緊の課題である。2012 年青年失業率は

7.5％、青年失業者中大卒失業者は 53％。
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未来部は今年の本事業費 84 億ウォンに追加経費で 46 億

ウォンを確保し、約 3,000 名余の研修生が専門技術研修を

通じて就職に成功するよう全力を尽くす方針である。同事

業は 2003 年度からの実施以来 2012 年度まで計 28,814

人の研修生を選抜し、21,440 人（約 74.4％）を就職させ、

青年失業の緩和と理工系人材の需給不均衡の解消に大きく

寄与してきた。
http://www.msip.go.kr/UserBbs_bbsDetail.action

「BK21 プラス（Brain Korea 21 PLUS）」事業の確定・公告
（2013.5.16）
教育部と韓国研究財団は、「BK21 プラス（Brain Korea 21 

Program for Leading Universities & Students）」事業計画

を最終確定・公告し、毎年 15,000 名余の修士・博士大学

院生及び新進の若手研究人材に対し、2013 年の 2,526 億

ウォンを含め、2019 年までに 7 年間の支援で、創造経済

の核心基盤である創造的高級人材を養成すると明らかにし

た。

教育部は 1999 年からの 14 年間に総額 3 兆 1,400 億ウォ

ンを投じ、1・2 段階 BK21 事業を推進しており、これに

よって研究中心大学体制を構築して大学院生が生活の心配

なく、教育・研究に専念できるように「大学院生支援」を

制度化した。BK21 プラス事業では、創造経済を牽引でき

る独創的な高付加価値の創出を強化するよう、プログラム

を具体化することで、創造的融合人材を養成し、独創的な

研究成果の創出が産業界と関連できるよう、協力をより一

層強化するようにする予定である。
http://moe.korea.kr/gonews/branch.do?act=detailView&dataId=155895379&sectio

nId=b_sec_2&type=news&currPage=3&flComment=1&flReply=0
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Fraunhofer より
フ ラ ウ ン ホ ー フ ァ ー 日 本 代 表 部 よ り 最 新 の
ニュースやイベント情報をお届けします。

イベントのご案内

ナノ・マイクロ　ビジネス展
ロボテック　次世代ロボット製造技術展
開催日：2013 年 7 月 3 日（水）～ 5 日（金）

会場：東京ビッグサイト

フラウンホーファー ENAS（エレクトロ・ナノシステム研

究所）およびフラウンホーファー IPMS（フォトニック・

マイクロシステム研究所）が出展します。
http://www.micromachine.jp/

第 6 回レーザ先端材料加工国際会議（LAMP 2013）
開催日：2013 年 7 月 23 日（火）～ 26 日（金）

会場：新潟県　朱鷺メッセ

フラウンホーファー ILT（レーザー技術研究所）およびフ

ラウンホーファー IWS（材料・ビーム技術研究所）の研究

者が講演を行います。
http://www.jlps.gr.jp/symposium/LAMP2013_FA_9.07-002.pdf

リサーチニュース

ドイツより届いたリサーチニュースをお届けします。詳し

いニュースの内容はフラウンホーファー日本代表部のウェ

ブサイトからご確認ください。
http://www.fraunhofer.jp/

2013 年 5 月号

開頭術用レーザー切断デバイス
フラウンホーファー IPMS（フォトニック・マイクロシス

テム研究所）とフラウンホーファー ILT（レーザー技術研

究所）は、高エネルギーフェムト秒レーザーを用いた頭蓋

骨のレーザー切断のための小型デバイスを開発した。2 個

のマイクロミラーを用いて切断と位置補正を行い、ミラー

の大型化とシリコン基板上に蒸着した高反射層によりビー

ム径の大きい高エネルギーレーザーの使用が可能。また基

板の裏側にも反射層と同じコーティングを施し、応力によ

る反りを防いでいる。

センサー粒子の変色による化学物質の検出
フラウンホーファー EMFT（モジュール固体技術研究所）

は、変色により危険化学物質を感知する手袋を開発した。

繊維材料に塗布したセンサー粒子が特定の物質に触れると

変色反応を起こし、ガス漏れの検知や食品の変質・劣化な

どの検査への応用が期待されている。

http://www.fraunhofer.jp
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有機 EL ディスプレイの画素を直接電極に蒸着する技術
フラウンホーファー COMEDD（有機材料・電子デバイス

研究センター）は、電極に直接画素を蒸着した有機 EL ディ

スプレイを開発した。画素は 8µm² まで小サイズ化、また

カラーフィルターが不要なため光の利用効率がよいことが

特徴となっている。

ガマの建築材への応用
フラウンホーファー IBP（建築物理研究所）では、生育が

速い水生植物のガマを建築材料として利用する方法を研究

開発している。高密度でありながら水蒸気透過性、耐湿性、

防炎性、防音性、断熱性がある上、堅牢な構造を持ち、屋

根材や床材、ドア、窓枠などへの様々な応用が検討されて

いる。

マイクロチップ型発振器の開発
フラウンホーファー IZM（信頼性・マイクロインテグレー

ション研究所）は、プログラム制御可能なマイクロチッ

プ型発振器を開発した。System on Chip 設計と 3 次元積

層を組み合わせ、面積とスイッチの消費電力を減少。1.5 

mm² と小型で、現在は温度補正用のソフトウェアを開発

中。

クレジットカード利用停止ルール設定のためのソフトウェ
ア
フラウンホーファー IAIS（インテリジェント分析・情報シ

ステム研究所）は、クレジットカード詐欺被害防止のため

のソフトウェア MINTify rule を開発した。カード会社の

データベース上の最近の取引履歴を解析し、適切なルール

を半時間～ 1 時間で提示するシステムで、銀行により異

なるセキュリティーレベルや使用顧客数を適度に設定でき

る。

照明モジュールの最適化と小型化
フラウンホーファー ISC（ケイ酸塩研究所）は、市販の

電池駆動式の照明モジュールの最適化を行った。照明モ

ジュールは 2.4GHz の無線で各 LED の輝度を調整、色を選

択し、状況に最適な雰囲気を作り出すもので、ソフトウェ

アを用いて光線の幅や色混合の質を最適化、安価な市販の

レンズを用いつつレーザー技術を応用して各色 LED の焦

点を合わせモジュールの小型化を達成した。
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バイオミメティクス研究会より
高分子学会バイオミメティクス研究会より、研
究会等イベントのご案内、関連書籍のご案内、
注目トピックなどをお届けします。

◆　イベント、講演会のご案内　◆

1. 高分子学会バイオミメティクス研究会
「バイオミメティクスの国際標準化 －統合化知識インフラ

を基盤とするオープンイノベーション・プラットフォーム
の構築に向けて－」

バイオミメティクスは、生物の多様性を原資にすることで、

エンジニアリングのパラダイムシフトと、ひいては持続可

能性に向けたイノベーションをもたらす切り札であり、多

量の生物学データベースの有効利用がその成否を握ってい

ます。昨年 10 月に国際標準化機構（ISO）に ISO/TC266 

Biomimetics が設置されました。日本から、生物や材料の

データベースを統合化した知識プラットフォームの標準化

を提案しました。生物学のデータベースは、画像もテキス

トもあるビッグデータであり、情報処理とエンジニアリン

グへのリエゾンによってもたらされる発想支援がキーポイ

ントになります。5 月に開催された ISO/TC266 第 2 総会

の報告と、生物や材料、機械などの統合化データベースを

知識プラットフォームとし、異分野連携、産学連携、垂直

連携のためのオープンイノベーションのプラットフォーム

構築に向けた取り組みを紹介します。

日時：2013 年 6 月 20 日（木）13：00 ～ 18：00

会場：産総研臨海副都心センター

主催：高分子学会バイオミメティクス研究会、バイオミメ

ティクス標準化国内審議委員会

協賛：文部科学省科学研究費新学術領域「生物規範工学」、

ネイチャーテクノロジー研究会
http://www.spsj.or.jp/c12/gyoji/biomimetics.html

2. バイオミメティクス・市民セミナー（第 19 回）
「バイオテンプレートと構造機能材料」

今回は、東京工業大学フロンティア研究機構 ERATO 彌田

超集積材料プロジェクトバイオテンプレートグループのグ

ループリーダーの鎌田香織氏を講師に迎えて開催します。

日時：2013 年７月６日（土）13：30 ～

会場：北海道大学総合博物館　知の交流コーナー

主催：北海道大学総合博物館

共催：科学研究費新学術領域「生物規範工学」

協賛：高分子学会バイオミメティクス研究会、高分子学会

北海道支部
http://www.museum.hokudai.ac.jp/event/article/201/

3. 日本学術会議公開シンポジウム　
昆虫分類学の新たな挑戦

日時：2013 年 7 月 20 日（土）13：00 ～ 17：45

場所：九州大学箱崎旧工学部本館大講義室

主催：日本昆虫科学連合・日本学術会議農学委員会応用昆

虫学分科会

協賛：日本分類学会連合・文部科学省科学研究費新学術領

域「生物多様性を規範とする革新的材料技術（生物規範工

学）」

参加費：無料
http://www.scj.go.jp/ja/event/pdf2/169-s-2-4.pdf
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イベント案内への掲載を希望される方は nano-

pen-ml@aist.go.jp までご連絡ください。

文部科学省「革新的エネルギー研究開発拠点形成事業」
第１回国際シンポジウム
ナノワイヤー太陽電池 ～最先端の太陽電池研究で福島復
興へ～
日 時：2013 年 6 月 10 日 ( 月 )10：00 ～ 18：15（ 受 付

開始 9：30 ～）

会場：東工大蔵前会館くらまえホール（東京都目黒区大岡

山 2 丁目 12-1）

主催：（独）科学技術振興機構

2012 年 7 月に始められた「革新的エネルギー研究開発拠

点形成事業」は、「東日本大震災からの復興の基本方針」

および「福島復興再生基本方針」に基づき、再生可能エネ

ルギーに関わる開かれた世界最先端の研究開発拠点を福島

県に整備することを目的としています。本シンポジウムで

は、「革新的エネルギー研究開発拠点形成事業」の 3 つの

研究チーム「超高品質シリコン結晶技術」、「ナノワイヤー

形成プロセス・物性評価」、「ナノワイヤー太陽電池」から

の最新の研究成果の発表と合わせて、海外の研究者を招き

ナノワイヤー太陽電池の実現に向けた最新の研究動向をお

伝えします。
http://www.jst.go.jp/renewable/sympo1/

第 8 回 Policy Platform Seminar
AAAS 科学外交センター長が語る 米国の科学技術外交の展

開（仮題）

日時：2013 年 6 月 27 日（木）15:00 ～ 17:00

会場：東京大学本郷キャンパス経済学研究科学術交流棟（小

島ホール）2 階コンファレンスルーム

主催：政策研究大学院大学科学技術イノベーション政策プ

ログラム（GIST）、東京大学科学技術イノベーション政策

の科学（STIG）教育・研究ユニット

概要：科学技術も解決の糸口が求められる地球規模の課題

に対して、世界各国で科学技術と外交を結び付ける取り組

みが試みられています。本セミナーは、米国科学振興協会

（AAAS）の科学外交センター長兼 AAAS 発行専門誌「科学

と外交」編集長の Vaughan C. Turekian 氏と同センターの

同副センター長 Tom C. Wang 氏を講師に迎え、科学技術

と外交が結びついた「科学技術外交」とはどのようなもの

か、また米国及び AAAS における科学技術外交の取り組み

について講演いただきます。言語は英語です。
http://stig.jp/wp/?p=161

平成 25 年度国際標準推進戦略シンポジウム
キッズデザインと生活支援ロボット −その安全ガイドラ

インと国際認証戦略−

日時：2013 年 7 月 3 日（水）13：00 ～ 18：00

会場：イイノホール（東京都千代田区内幸町 2-1-1）

主催：（独）産総研 / 日本を元気にする産業技術会議

概要：産総研が、これまで進めてきた国際標準と新技術の

認証における現状の課題の整理と、関係者との共有を基礎

にし、日本が先導的に取り組んでいるキッズデザインと生

活支援ロボットをテーマに、標準化と認証に消費者の視点

を加えた「安全の認証」について、議論します。参加費無

料、定員 500 名です。
http://unit.aist.go.jp/ispd/ja/event/2013sympo/2013sympo.html

講演会・イベントのご案内

mailto:�C�x���g�ē��f�ڂ���]��������nano-pen@m.aist.go.jp
mailto:�C�x���g�ē��f�ڂ���]��������nano-pen@m.aist.go.jp
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日経エコロジー　「アジアの環境規制と水事情」（名古屋会
場）

経済的な成長が著しいアジア各国は、自国の工業化の進展

と歩みを同じくする環境の悪化を食い止め、国民の生活を

守るための化学物質の適切な管理のための取り組みを進

めている。国連環境計画（UNEP）や国連訓練調査研究所

（UNITAR）等の国際機関、欧州連合などの支援や、日本

や米国などの先進的な環境規制策を参考に各国で法的な枠

組みが整えられつつある。新たに策定されるアジア各国の

環境規制策は、国際的な化学物質管理のための戦略的アプ

ローチ（SAICM）に沿って練られており、また製品の全て

のライフサイクルにわたる管理を目指している。このよう

に環境規制策をめぐるアジア諸国の状況は大きく変わって

きている。ところが、欧州や米国、日本のように環境規制

策に関する情報の発信量が豊富で、現状や将来の方向性を

分析・判断するための材料に欠かない国々に比べて、アジ

ア諸国は一部の国を除いて環境規制策に関する情報の発信

量が十分にあるとは言えない。各国の環境規制策について

知りたいと思えば自ら積極的に情報収集に動かなくてはな

らない。さらに、環境規制の先進諸国に倣った法的枠組み

を運用するための規則類や、実際の法令の運用状況などに

は不透明なところが多いという状況にある。

月刊誌「日経エコロジー」が主催するセミナー「アジアの

環境規制と水事情」が、2013 年 5 月 14 日に名古屋駅前

のミッドランドホール会議室で開かれた。副題は日経らし

く「ビジネス参入のリスクとチャンスを学ぶ」である。講

演は休憩をはさんだ 2 部構成となっており、前半では日本

化学工業会常務理事の庄野文章氏が「化学物質管理制度の

最新動向　サプライチェーンでのリスク管理の展開」と題

して、アジア各国の法規制の最新の動向の紹介と各法令の

施行状況について解説を行うなど、法的な枠組みについて

大きな視点からの講演が行われた。後半は、第一線で環境

規制に携わっている企業の実務担当者が、各種の事例の紹

介を交えて規制策に留まらないアジアの環境へ取り組みに

ついて報告を行った。

アジアには上下水道の普及率が低い国が多いため、環境、

特に急速な工業化による水環境の悪化が懸念されている。

一方で、経済的な成長に伴って可処分所得を持つ環境意識

の高い中間層が形成されつつあり、アジア諸国は企業に

とって魅力的な市場とへと変貌してきている。人口の多い

アジアで、環境への負荷の少ない製品へのアクセスが容易

になることは、結果として世界の環境の向上へ大きく寄与

するものと考えられる。本セミナーは、アジアの環境管理

策の現状への理解を深めることができ、アジア各国でビジ

ネスを展開する際のチャンスとしての環境規制、そして現

地での起業にあたってのリスクの最小化という環境規制へ

の積極的なアプローチを考えるための様々なツールを提供

するものであった。

日経エコロジー（日経 BP 社）　「アジアの環境規制と水事

情　ビジネス参入のリスクとチャンスを学ぶ」
http://business.nikkeibp.co.jp/nbs/eco/seminar/130514/

ナノテクノロジー戦略室　関谷瑞木
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PENGIN　
利用のご案内
ポータルサイト PENGIN（http://pengin.ne.jp）で
は、最新の科学技術政策、技術トレンド、規制動
向など様々なトピックをお伝えしています。ま
た、これまでに発行した PEN および PEN の前身の

【AIST-TOKYO ナノテク情報】を公開しています。
ぜひご活用ください。

PEN　
購読のご案内

PEN は原則として月 1 回配信します。PEN へ
の登録・配信は無料です。

PEN の継続的な購読をご希望の方は、
　・お名前
　・ご所属
　・メールアドレス
をご記入の上、nano-pen-ml@aist.go.jp まで
ご連絡ください。ポータルサイト PENGIN か
らもお申込みいただけます。

PEN は皆さまとの情報共有を目的としていま
す。お持ちの情報で共有すべきものがあれば、 
nano-pen-ml@aist.go.jp まで、ぜひお寄せ下
さい。

＊ご購読の申し込みあたり、ご提供いただいた個人情報
は産総研 個人情報保護方針（プライバシーポリシー）に
基づき大切に管理し、情報誌 PEN の運営と私達のイベ
ントのご案内のみに使用させていただきます。
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PEN 編集室

編集長　　　　関谷瑞木
編集委員　　　安順花
発行責任者　　阿多誠文

連絡先：
（独）産業技術総合研究所 

   　    ナノシステム研究部門
　　  ナノテクノロジー戦略室
〒 305-8565　つくば市東 1-1-1　　
産総研つくばセンター中央第 5　
　　　　　　　　　　2 号館 2602 室 
Email ：nano-pen-ml@aist.go.jp
Tel：029-860-5108
http://pengin.ne.jp

 

外部編集委員　

伊藤正
李佾炯
Endo, Charles-Anica 
亀井信一
下村政嗣　　　　　　
Sirasak Teparkum
宋清潭
豊蔵信夫
玉川惟正
山根秀信
横山宏美
Ramjitti Indaraprasirt

編集後記

PEN 編集室　一同
2013 年 6 月 6 日

外部編集委員の方から、日本外交の交渉術が脆弱だとのお話をうか
がった。国際的な枠組みでの主張の弱さが国益を損ねてきたことは
確かだろう。社会通念の逸脱も大きく国益を損ねる。混沌とした状
況のなかで、科学技術の分野で自分をきちんと主張できる人材が少
しずつ育っていることに一縷の望みを見出す。

mailto:nano-pen-ml@aist.go.jp

