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ｱﾒﾘｶ合衆国・
カリフォルニ
ア大学リバー
サイド校
(UCR) 

    2016/12/23 

ウルヴァリンに着想を得た材料を開発 
(A Wolverine Inspired Material) 

・ UCR が、透明で引き延ばせ、自己回復能力を有するイオン伝導材料を開発。 
・ ロボットへの自己回復能力装備、リチウムイオン蓄電池の長寿命化、医療や環境モニタリングで利
用するバイオセンサーの機能向上等、多様なアプリケーションが考えられる。 
・ 同材料は、自己治癒能力を持つコミックブックキャラクターのウルヴァリンに着想を得て、イオン伝
導体に自己回復能力を組み合わせたもの。 
・ 透明で引き延ばせるイオン伝導体に自己回復能力を持たせるため、電気化学的な条件下で高安定
な荷電イオンと極性分子間の力であるイオン-双極子相互作用(ion-dipole interaction)のメカニズムを
採用。引き延ばせる極性ポリマーを、流動性で高イオン強度を持つ塩と組み合わせて同材料を作製し
た。 
・ 低コストで製造が容易なゴム状の同材料は元の寸法の 50倍引き延ばすことが可能で、切断後には
24時間内に室温下で再結合、または自己回復できる。回復 5分後には、元の寸法の 2倍に引き延ば
すことができた。 
・ ポリマーの 3 部品から構成される人工筋肉作製で上部と下部に同材料を、中間部に透明で非導電
性のゴム状膜を使用。電気信号で作動する同人工筋肉を 2 部に切断すると、外部刺激に頼ることなく
材料が回復し、切断前の性能レベルに復帰した。 

URL:  https://ucrtoday.ucr.edu/43181  

(関連情報）  

      

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

A Transparent, Self-Healing, Highly Stretchable Ionic Conductor 

URL:  http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/adma.201605099/abstract  

  

 

《本誌の一層の充実のため、ご意見、ご要望など下記宛お寄せください。》 

E-mail：q-nkr@ml.nedo.go.jp 

NEDO は、国立研究開発法人 新エネルギー・産業技術総合開発機構の略称です。 

 

海外技術情報(平成 29年 3月 3日号) 
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ｱﾒﾘｶ合衆国・
タフツ大学 

    2016/12/26 

予め設計された機能の埋込み可能なプログラムできるシルクベースの材料を開発  
(Engineers create programmable silk-based materials with embedded, pre-designed functions) 

 

・ タフツ大学が、シルクプロテインから新しい固体物質を開発。歪みで色が変わる機械部品や薬物輸
送等、生物学、化学的、光学的な機能をプログラムできる。 
・ タンパク質の自己組成を利用した水ベースの製造方法により、シルクの耐久性を支えるシルクフィ
ブロインから 3D のバルク材料を作製し、これに水溶性分子を用いて予め設計された機能が埋め込ま
れたナノからミクロスケールの多様な固体物質を形成。 
・ 例として、機械的限界付近で折れそうになると色が変わる外科用ピンや、赤外光に反応し必要に応
じて加熱できる機能性ネジ、また酵素等の生物活性体を持続的に放出できる生体適合性部品を作
製。 
・ さらに研究を進めることで、成長因子や酵素等を埋め込んだ整形外科用の機械部品、トルク限界に
達すると色が変わる手術用ネジ等のアプリケーションも可能に。 
・ その独特な結晶構造により自然界で最も強靭な材料であるシルクの不溶性タンパク質であるフィブ
ロインは、完全な生体適合性と生分解性を持ち合わせながら、他の材料を保護する驚くべき能力を有
する。 

URL:  
http://now.tufts.edu/news-releases/engineers-create-programmable-silk-based-materials
-embedded-pre-designed-functions  

 
(関連情報）  

      

米国アカデミー紀要(PNAS)掲載論文(アブストラクトのみ：全文は有料） 

Programming function into mechanical forms by directed assembly of silk bulk materials 

URL:  http://www.pnas.org/content/early/2016/12/20/1612063114.abstract  
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ﾄﾞｲﾂ連邦共和
国・ﾌﾗｳﾝﾎｰﾌ
ｧｰ協会(FhG) 

    2017/1/3 

グラフェン製造におけるマイルストーン 
(Milestone in graphene production) 

・ EU が資金提供する GLADIATOR プロジェクトのもと、FhG 等が初めてグラフェンから OLED 電極の
製造に成功。 
・ 真空の鋼鉄チャンバーで高純度銅のウェハー板を約 800℃に加熱し、メタンと水素の混合物を加え
て化学反応を開始すると、メタンが銅に溶解して表面に広がる炭素原子を形成。冷却後に担体ポリマ
ーをグラフェン上に配置して銅板をエッチング除去すると、タッチパネル等に理想的な機能性 OLED 電
極ができる。 
・ 今回製造された電極は、面積 2×1 ㎠。2～3 年内の製品発売を見込んで、非常に薄いグラフェンを
他のキャリア材料へと移す際に生じる不純物や欠陥の最小化等、さらなる改良に取り組む。 

URL:  
https://www.fraunhofer.de/content/dam/zv/en/press-media/2017/january/ResearchNews
/rn01_2017_FEP_Milestone%20in%20graphene%20production.pdf  

(関連情報）  

      

GLADIATOR FP7 Project ウェブサイト 

GLADIATOR (Graphene Layers: Production, Characterization and Integration) 

URL:  http://graphene-gladiator.eu/  

【電子・情報通信分野】  
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ｱﾒﾘｶ合衆国・
ﾛｰﾚﾝｽﾘﾊﾞﾓｱ
国立研究所

(LLNL) 

    2016/12/13 

光ファイバーケーブルの伝送容量を倍増可能な新型増幅器を開発 
(Researchers develop new amplifier that could double the capacity of fiber-optic cables) 

・ LLNLが新しいタイプの光ファイバー増幅器を開発。 
・ 研究チームは発振波長 1,330nm等のネオジム添加石英ガラスファイバーの開発中、このファイバー
が 1,400～1,450nm の波長帯で利得があることを発見。これを基に光ファイバーを再設計し、1,390～
1,460nm の波長帯で利得がある光ファイバー増幅器を開発。 
・ これにより、現在使用されているCバンドと Lバンドに加え、既設の光配線での Eバンド使用の可能
性が広がるため、一配線の伝送容量が実質的に倍増。つまり、高額なケーブルを新たに設置する代
わりに新増幅器を既存のエルビウム添加光ファイバー増幅器と同じ建物に併設することで、既設の配
線で使用できる帯域幅が 2 倍に。 

URL:  
https://www.llnl.gov/news/researchers-develop-new-amplifier-could-double-capacity-fibe
r-optic-cables  

(関連情報）  

      

Optics Express 掲載論文(フルテキスト） 

1.2W laser amplification at 1427nm on the 4F3/2 to 4I13/2 spectral line in an Nd3+ doped fused silica 
optical fiber 

URL:  https://www.osapublishing.org/oe/abstract.cfm?uri=oe-24-25-29138  

  

http://now.tufts.edu/news-releases/engineers-create-programmable-silk-based-materials-embedded-pre-designed-functions
http://now.tufts.edu/news-releases/engineers-create-programmable-silk-based-materials-embedded-pre-designed-functions
http://www.pnas.org/content/early/2016/12/20/1612063114.abstract
https://www.fraunhofer.de/content/dam/zv/en/press-media/2017/january/ResearchNews/rn01_2017_FEP_Milestone%20in%20graphene%20production.pdf
https://www.fraunhofer.de/content/dam/zv/en/press-media/2017/january/ResearchNews/rn01_2017_FEP_Milestone%20in%20graphene%20production.pdf
http://graphene-gladiator.eu/
https://www.llnl.gov/news/researchers-develop-new-amplifier-could-double-capacity-fiber-optic-cables
https://www.llnl.gov/news/researchers-develop-new-amplifier-could-double-capacity-fiber-optic-cables
https://www.osapublishing.org/oe/abstract.cfm?uri=oe-24-25-29138
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ｱﾒﾘｶ合衆国・
デューク大学 

    2016/12/14 

ナノキューブでカラーと赤外波長領域のプリンティングとイメージングを簡易化 
(Nanocubes simplify printing and imaging in color and infrared) 

・ デューク大学が、赤外波長領域に及んだマルチスペクトル(多波長）イメージングを簡易化し、実用
化する製造技術を開発。 
・ 同プロセスは既存の材料と製造技術を利用できるため安価で容易にスケールアップできることか
ら、マルチスペクトルイメージングやプリンティングに関与するあらゆる産業に革新をもたらす可能性あ
り。 
・ 従来技術では、吸収できる波長の種類が材料で異なるためコストが高くなるが、同技術の検出器の
反応は材料特性でなく独自設計の構造特性に基づくもの。検出器スキームと組み合わせて、単一チッ
プ上で可視光スペクトルと赤外波長の両方でのイメージングを統合する。 
・同技術は特定の光の周波数を捕えるナノスケールの物理的現象であるプラズモンを利用。100nm 幅
の銀ナノキューブを作製し、薄い金箔の僅か数 nm 上にそれらを配置。入射光がナノキューブの表面
に当たると銀の電子が励起して特定の周波数の光エネルギーを捕獲。ナノキューブのサイズとそれら
の基板との間の距離で捕獲する光の周波数が決まり、 ナノ粒子の間隔を制御することで光吸収の強
度を調整する。この間隔を精確に設定して可視光波長から赤外波長の色に反応するシステムを作
製。 
・ 検出器の製造には、光エッチング等によりナノキューブを多様なサイズの銀ナノキューブを含んだピ
クセルに形成。各ピクセルは特定の光の波長への感度を持ち、入射光がピクセルアレーに当たると、
光の波長によって各部分が異なる反応を示す。コンピュータがピクセルアレーの各部分の反応を発見
し、もとの光の色を再構築する。 
・ 同技術をプリンティングに利用する場合は、特定の色に反応する 6 面ピクセルの代わりに、青、緑、
赤の 3 色を反射する 3 本の棒を持つピクセルを作製。各棒の相対的長さを調節することで、ピクセル
が反射する色の組合せを決められる。これは、1861 年に写真撮影術で初めて利用された標準的な
RGB カラースキームでの新たな試み。 
・ プラズモンによるカラースキームは他のアプリケーションと異なり、経時的な色褪せが無く、高精度
に何度も再現でき、赤外波長領域でのカラースキームの作製を可能にする。 

URL:  http://pratt.duke.edu/about/news/plasmonic-imaging  

(関連情報）  

      

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

Toward Multispectral Imaging with Colloidal Metasurface Pixels 

URL:  http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/adma.201602971/abstract  
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ﾄﾞｲﾂ連邦共和
国・ﾌﾗｳﾝﾎｰﾌ
ｧｰ協会(FhG) 

    2017/1/3 

産業とスマートフォンに複眼を 
(Compound eyes for industry and smartphone) 

・ FhG が、1 メガピクセルの解像度を備える厚さ 2 ㎜のフラットカメラの製造プロセスを開発。 
・ 昆虫の個眼のように分割された 135 の微細なレンズを互いに近接して配置することにより、各レン
ズが画像の一部分を同時に捕え、全体像を取得。半導体産業で用いられる工程と同様のプロセスで
経済的に大量製造が可能。 
・ 将来的には、厚さ 2㎜のカメラで 4 メガピクセル、携帯電話取り付け用の約 3.5㎜のカメラで 10 メガ
ピクセル以上の解像度に達する見込み。スマートフォンの他、自動車産業、印刷産業、医用工学等の
分野での使用に最適。 
・ 2017 年 1 月 5～8 日にラスベガスで開催された CESにて発表。 

URL:  
https://www.fraunhofer.de/en/press/research-news/2017/january/compound-eyes-for-in
dustry-and-smartphone.html  

(関連情報）  

      

Digital Trends ニュースリリース 

Smartphone cameras could be bug-eyed if this new tiny camera comes to life 

URL:  http://www.digitaltrends.com/photography/fraunhofer-tiny-camera-ces-2017/  

(関連情報）  

      

CES(Consumer Technology Association)ウェブサイト 

URL:  http://www.ces.tech/  

  

http://pratt.duke.edu/about/news/plasmonic-imaging
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/adma.201602971/abstract
https://www.fraunhofer.de/en/press/research-news/2017/january/compound-eyes-for-industry-and-smartphone.html
https://www.fraunhofer.de/en/press/research-news/2017/january/compound-eyes-for-industry-and-smartphone.html
http://www.digitaltrends.com/photography/fraunhofer-tiny-camera-ces-2017/
http://www.ces.tech/
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ｱﾒﾘｶ合衆国・
国立ｴﾈﾙｷﾞｰ
技術研究所

(NETL) 

    2017/1/18 

スマートセンシング技術が商品化へ 
(Smart Sensing Technology Moving Toward Commercialization) 

 ・United Technologies Research Center (UTRC)が開発したガスタービン用センシング技術が、商品化
に向け前進。同技術(Additive Topology Optimized Manufacturing with embedded Sensing: ATOMeS)
は、金属とセラミクスを組み合わせ、積層造形により航空用及び定置式タービンエンジンの構成要素
にワイヤレスセンサーをシームレスに一体化させるもの。 
・ NETLが支援する3年のプロジェクトにおいて、UTRCは第一段圧縮機の翼に似たテスト構造物に既
製の角度位置、温度、加速度を計測するセンサーを組み込み、ATOMeSシステムを実証。積層技術と
新設計を採用し、タービンの温度・位置・振動データをテストチャンバーの外にあるデータ分析機器に
伝送することが可能な「スマート部品」を作製。この情報はガスタービンの保守管理コスト低減、省エネ
ルギー、信頼性向上に寄与。 
・ UTRCのプロジェクトの成功を受け、United Technologies社の事業部門は社内投資により同技術の
開発をさらに進めており、現在同部門が引き続き製品の技術成熟度の評価を実施中。 

URL:  
http://www.netl.doe.gov/newsroom/news-releases/news-details?id=0bcaff1d-6b2b-4677-
be12-a1213b220489  

(関連情報）  

      

2016 NETL Crosscutting Technology Research Review Meeting 発表資料 

ATOMeS: Additive Topology Optimized Manufacturing with Embedded Sensing 

URL:  
https://www.netl.doe.gov/File%20Library/Events/2016/crosscutting-ree/track-b-041916/
Presentantion_20160419_1500B_FE0012299_UTC.pdf  

【ロボット・AI技術分野】  
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ｱﾒﾘｶ合衆国・
コーネル大学 

    2016/12/8 

ロボット内部から感覚を向上させる 
(Engineers get under robot's skin to heighten senses) 

・ コーネル大学の Organic Robotics Lab が、人間のように外部刺激を内部で感じるソフトロボットハン
ドシステムを開発。 
・ 伸縮性の光導波管が屈曲、伸長、力のセンサーとしてソフトロボットハンドで機能。多くのロボットと
は異なり、光導波管センサーはロボット内部に搭載され、外部から送られた力をロボットの厚みを通じ
て実際に検出する。 
・ 製造プロセスが複雑な光導波管は 1970年代初期から多様なセンサー機能に利用されており、過去
20 年間のソフトリソグラフィーと 3D プリンティングの進展により、製造が容易でソフトロボティクスに取
り入れることのできるエラストマ材料のセンサー開発が実現化。 
・ 同大学は、光を伝播するコアと、導波管の外面で LED やフォトダイオードを格納するクラッディング
の製造に 4 段階のソフトリソグラフィープロセスを採用。 
・ 同ソフトロボットハンドの変形の度合いが大きいほど、コアを通じた光の損失量が増える。このよう
な光の損失可変をフォトダイオードが検出することでロボットハンドが環境を「感知」する。 
・ 形状やテキスチャーの把握や精査をはじめとする様々なタスクにこの機能を利用。3 個のトマトを走
査し、それらの柔らかさで熟成度を判断することができた。 
・ 同技術はソフトロボットハンド以外に、宇宙探査用の生体模倣ロボティクスでの利用等多様な可能
性を提供する。 
・ 現時点では感覚が発生している場所を特定することが困難なため、今後はより複雑なセンサー形
状を 3D プリンティングで作製し、複数センサーからの信号のデカップリング方法として機械学習を取り
入れることでセンサー能力を向上する。 

URL:  
http://news.cornell.edu/stories/2016/12/engineers-get-under-robots-skin-heighten-sens
es  

(関連情報）  

      

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

Optoelectronically innervated soft prosthetic hand via stretchable optical waveguides 

URL:  http://robotics.sciencemag.org/content/1/1/eaai7529  

  

http://www.netl.doe.gov/newsroom/news-releases/news-details?id=0bcaff1d-6b2b-4677-be12-a1213b220489
http://www.netl.doe.gov/newsroom/news-releases/news-details?id=0bcaff1d-6b2b-4677-be12-a1213b220489
https://www.netl.doe.gov/File%20Library/Events/2016/crosscutting-ree/track-b-041916/Presentantion_20160419_1500B_FE0012299_UTC.pdf
https://www.netl.doe.gov/File%20Library/Events/2016/crosscutting-ree/track-b-041916/Presentantion_20160419_1500B_FE0012299_UTC.pdf
http://news.cornell.edu/stories/2016/12/engineers-get-under-robots-skin-heighten-senses
http://news.cornell.edu/stories/2016/12/engineers-get-under-robots-skin-heighten-senses
http://robotics.sciencemag.org/content/1/1/eaai7529
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ｱﾒﾘｶ合衆国・
ﾊｰﾊﾞｰﾄﾞ大学 

    2016/12/19 

ソフトロボットで生物的な動きを模倣 
(Mimicking biological movements with soft robots) 

・ ハーバード大学工学応用科学部とヴィース研究所が共同で、自由な動きができるソフトアクチュエ
ータの自動設計方法を開発。 
・ 指や膝の関節を曲げられるソフトロボットの設計は単純なように見えるが、動きは非常に複雑。複
雑な動きを可能にするには、それぞれが異なる動きをする連続したアクチュエータセグメントが必要。 
・ 新たに開発された設計方法では、流体型・繊維強化アクチュエータの数学的モデリングを活用し、
特定の動きに向けたアクチュエータ設計を最適化した。同モデルにより、単一の圧力源で人差し指の
ように曲がり、親指のようにねじることができるソフトロボットを設計。 
・ 同研究は複雑な動きができるソフトロボットの設計プロセスを合理化するもので、特定の軌道で動く
ロボットアームや四肢の動きをアシストするウェアラブルロボットの設計が可能となる。 
・ 同新手法には、研究者、教育者やイノベーターの卵によるソフトロボット設計等を支援するオンライ
ン・オープンソースの「ソフトロボティックツールキット(Soft Robotic Toolkit)」も含む。 

URL:  
https://www.seas.harvard.edu/news/2016/12/mimicking-biological-movements-with-soft-
robots  

(関連情報）  

      

米国科学アカデミー紀要(PNAS)掲載論文(アブストラクトのみ：全文は有料） 

Automatic design of fiber-reinforced soft actuators for trajectory matching 

URL:  http://www.pnas.org/content/early/2016/12/13/1615140114  

【環境・省資源分野】  

32-10 

ｱﾒﾘｶ合衆国・
ペンシルベニ
ア大学 

    2016/12/12 

レアアースのリサイクル簡易化の研究を進展 
(Penn Researchers Expand Research on Simplifying Recycling of Rare-earth Metals) 

・ ペンシルベニア大学が、種類に拘らず希土類を効率的に分離抽出する技術を開発。 
・ 同大学が以前開発した技術はネオジムとジスプロシウムに限定されていたが、今回の技術では全
希土類が対象に。特に、電球型蛍光灯からリサイクルできるユーロピウムとイットリウムの組合せに着
目。 
・ 化学的フィルタリングにより希土類金属を分離抽出する現在の技術は、高コスト、エネルギー集約
的で長い時間と大量の酸性・有機溶媒を必要とし、大量の液体廃棄物を排出。また、高コストなことか
ら希土類の現在のリサイクル率は僅か約 1％。 
・ 同大学は、希土類混合液中でイオンを結合させるリガンドを開発。これにより廃棄物量に加えプロ
セスに必要なエネルギーと時間を最低限に抑えることに成功。 
・ 結合によってできた化学化合物はイオンの種類により微妙に異なり、有機溶媒に溶解する元素とそ
うでない元素の混合液をフィルタリングするだけで金属カチオンのものとそれ以外のものに分離する。 
・ 同分離技術は、(周期表）最初の希土類 6種類と後の 9種類との様々な組み合わせに対応。同技術
が適応不可能の場合もあるが、イットリウムとユーロピウムの組合せでの有効性を実証。 
・ 次の段階では同プロセスの解明を進め、実用化に向けて改善する。主要な課題としては同プロセス
を好気的な環境で可能にすること。また、環境により優しい溶剤についても研究を進める。 

URL:  
https://news.upenn.edu/news/penn-researchers-expand-research-simplifying-recycling-r
are-earth-metals  

(関連情報）  

      

米国科学アカデミー紀要(PNAS)掲載論文(アブストラクトのみ：全文は有料） 

Accomplishing simple, solubility-based separations of rare earth elements with complexes bearing 
size-sensitive molecular apertures  

URL:  http://www.pnas.org/content/early/2016/12/08/1612628113  

  

https://www.seas.harvard.edu/news/2016/12/mimicking-biological-movements-with-soft-robots
https://www.seas.harvard.edu/news/2016/12/mimicking-biological-movements-with-soft-robots
http://www.pnas.org/content/early/2016/12/13/1615140114
https://news.upenn.edu/news/penn-researchers-expand-research-simplifying-recycling-rare-earth-metals
https://news.upenn.edu/news/penn-researchers-expand-research-simplifying-recycling-rare-earth-metals
http://www.pnas.org/content/early/2016/12/08/1612628113
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32-11 

ｱﾒﾘｶ合衆国・
ライス大学 

    2016/12/16 

「グリーン」なリサイクルを担う炭素ドット 
(Carbon dots dash toward ‘green’ recycling role) 

・ ライス大学が率いる研究チームが、窒素ドープしたグラフェン量子ドット(nitrogen-doped graphene 
quantum dot: NGQDs)が効果的な電気触媒として銅製の触媒にほぼ匹敵する効率でより長時間触媒
活性を維持することを発見。 
・ 完全なメカニズムについては未解明だが、NGQDs で CO2 から少量のエチレンやエタノールへの変
換を実証。研究室での試験では CO2 を最高で 90%還元し、45%をエチレンやアルコールに転換した。 
・ グラフェン量子ドットは、薄さ 1nmで幅が数 nmの粒子に分割された炭素原子の原子薄シート。ドット
に窒素原子を加えて通電や CO2 等の供給原料の導入により様々な化学反応が可能となる。 
・ グラフェンの六角形格子中に注入された窒素原子の配置場所により触媒活性が異なるが、欠陥を
有する炭素のドーピングによる触媒作用に関する過去 5～10年間の様々な研究ではこの現象の理由
が解明されていない。 
・ 今回の発見は、グラフェン量子ドットの端部に配置されたピリジン窒素が CO2 から炭化水素への接
触転換を起こすことを示唆。今後は窒素濃度を増加して炭化水素の収率向上を目指す。 

URL:  http://news.rice.edu/2016/12/16/carbon-dots-dash-toward-green-recycling-role-2/  

(関連情報）  

      

Nature Communications 掲載論文(フルテキスト） 

A metal-free electrocatalyst for carbon dioxide reduction to multi-carbon hydrocarbons and 
oxygenates 

URL:  http://www.nature.com/articles/ncomms13869  

32-12 

ｱﾒﾘｶ合衆国
(DOE)・ｴｲﾑｽﾞ
国立研究所 

    2016/12/20 

エイムズ研究所が溶剤や触媒を使わないアルカリ金属水素化物生成方法を開発 
(Ames Laboratory develops solvent-, catalyst-free way to produce alkali metal hydrides) 

・ エイムズ研究所が室温下でボールミルを使ってアルカリ金属水素化物を生成する方法を新たに開
発。溶剤や触媒が不要なためコストを低減できる。 
・ アルカリ金属は、還元・乾燥剤やメタルハイドライド合成の前駆体や水素貯蔵物質等、産業プロセ
スで幅広く利用されている。 
・ アルカリ金属の溶解には、例えばリチウムでは 700℃の高温を要するが、その場合でもクラストが
形成されて水素化物分子の形成を阻害するため、触媒の利用が必要となる。 
・ 同研究所が開発したプロセスでは、室温下・水素ガス雰囲気下においてボールミルで継続的にアル
カリ金属粒子を粉砕し、「クリーン」な表面を水素に曝す。これにより固体-ガス反応が促進され、触媒
を使わずにメタルハイドライドを容易に形成する。 
・ リチウム等の延性を有する物質をボールミルでプロセスした場合に起こる塊の形成や粘着化の問
題を、少量の水素化リチウム(LiH)又は類似したアルカリ金属のモノハイドライドをプロセス初期に添加
することで冷間圧接を回避。 
・ 加熱や触媒のコストを削減する他に、同方法では不純物の無い最終生成物を作ることができる。 
・ 水素ガス圧力を上げることで水素化プロセスが促進されることに加え、最小限の改良で大容量の産
業用ミルでも利用できる。 

URL:  
https://www.ameslab.gov/news/news-releases/ames-laboratory-develops-solvent-catalys
t-free-way-produce-alkali-metal-hydrides  

(関連情報）  

      

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

Solvent- and catalyst-free mechanochemical synthesis of alkali metal monohydrides  

URL:  http://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2016/ta/c6ta04391g#!divAbstract  

  

http://news.rice.edu/2016/12/16/carbon-dots-dash-toward-green-recycling-role-2/
http://www.nature.com/articles/ncomms13869
https://www.ameslab.gov/news/news-releases/ames-laboratory-develops-solvent-catalyst-free-way-produce-alkali-metal-hydrides
https://www.ameslab.gov/news/news-releases/ames-laboratory-develops-solvent-catalyst-free-way-produce-alkali-metal-hydrides
http://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2016/ta/c6ta04391g#!divAbstract


7 

 

32-13 

ｱﾒﾘｶ合衆国・
サザンメソジ
スト大学 

    2017/1/4 

グリーンケミストリー: 頑丈な C-H 結合を断つ自然の力を自然の触媒で模倣 
(Green chemistry: Au naturel catalyst mimics nature to break tenacious carbon-hydrogen bond) 

・ サザンメソジスト大学が、強力な炭素-水素(C-H)結合を切断する新しい触媒システムを開発。石油
由来の製品をよりクリーン、簡便、安価に製造する方法の実現が期待。 
・ プラスチックや薬品等の複雑な化学製品の出発原料として利用できるメタンのような C-H 結合から
成る炭化水素では、結合力が高いほどメタノールやフェノールのような酸化物の合成が困難。 
・ 従来の化学的合成方法による C-H 結合の切断には高価で非効率な酸化剤が必要で、煩雑なプロ
セスで費用がかかり、廃棄物を排出。 
・ 同大学は、銅触媒と過酸化水素(酸素源）と組み合わせることでC-H結合をC-O結合に変換。同方
法は比較的安価な銅と、入手が簡単な安価でクリーンな過酸化水素を用いて研究室で簡便に実施で
き、副生成物は水のみ。 
・ さらに、完璧に近い効率性で酸化プロセスを促進する、銅と結合する窒素ベースの材料である適切
なリガンドを発見。強力な C-H 結合の酸化にはリガンド、過酸化水素の量、使用する金属が重要。同
大学は今回、これらの適切な組み合わせを特定した。 
・ 同触媒システムを他の基質で試した結果、選択性に課題があることがわかったため、今後はこの解
決に取り組む。 

URL:  
https://blog.smu.edu/research/2017/01/04/green-chemistry-au-naturel-catalyst-mimics-
nature-to-break-tenacious-carbon-hydrogen-bond/  

(関連情報）  

      

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

Copper-Catalyzed Oxidation of Alkanes with H2O2 under a Fenton-like Regime 

URL:  http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/anie.201607216/abstract  

32-14 

ｱﾒﾘｶ合衆国・
ｵｰｸﾘｯｼﾞ国立
研究所
(ORNL) 

    2017/1/9 

晶析法が大気から CO2 を捕捉する新たな選択肢を提供 
(Crystallization method offers new option for carbon capture from ambient air) 

・ ORNLが、大気中のCO2を直接捕捉するシンプルで信頼性の高いプロセスを発見。炭素捕捉・貯留
の新たな選択肢となる可能性。 
・ 同研究チームは、水中の硫酸塩やクロム酸塩等の環境汚染物質を除去するため、単純化合物で
あるグアニジンを合成。その水溶液を空気に触れる状態にしておいたところ、空気中の CO2 と水が反
応して形成される炭酸塩を含む結晶が生じた。この偶然の発見から、同チームは最小限のエネルギ
ー投入量および化学薬品使用量で CO2 を捕捉・放出する方法を発案。 
・ 従来の直接大気捕捉(direct air capture)材料は、捕捉したCO2を放出させる際に最高 900℃まで加
熱する必要があり、CO2 排出量が初期除去量を超える場合がある。これに対し、本研究のグアニジン
材料は 80～120℃に加熱するとCO2を放出し、元の状態を回復。その後も連続する 3回の捕捉・放出
サイクルで再利用が可能。 
・ 地球温暖化に対抗するためには、本プロセスをさらに進展させた上で積極的に実装する必要があ
る。同チームは現在、同材料の結晶構造と特性の研究を進めており、CO2 放出時の熱源として太陽
エネルギーの利用も計画中。 

URL:  
https://www.ornl.gov/news/crystallization-method-offers-new-option-carbon-capture-am
bient-air  

(関連情報）  

      

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

CO2 Capture from Ambient Air by Crystallization with a Guanidine Sorbent 

URL:  http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/anie.201610916/abstract  

  

https://blog.smu.edu/research/2017/01/04/green-chemistry-au-naturel-catalyst-mimics-nature-to-break-tenacious-carbon-hydrogen-bond/
https://blog.smu.edu/research/2017/01/04/green-chemistry-au-naturel-catalyst-mimics-nature-to-break-tenacious-carbon-hydrogen-bond/
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/anie.201607216/abstract
https://www.ornl.gov/news/crystallization-method-offers-new-option-carbon-capture-ambient-air
https://www.ornl.gov/news/crystallization-method-offers-new-option-carbon-capture-ambient-air
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/anie.201610916/abstract
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【バイオテクノロジー分野】  

32-15 

アメリカ合衆
国・米国血液
学会 (ASH) 

    2016/12/3 

水を加えるだけ：人工赤血球がポータブルで便利な輸血代替方法を提供 
(Just-Add-Water: Artificial Blood Cells Could Offer Convenient, Portable Alternative to Blood 
Transfusion)  

・ ワシントン大学セントルイス校が率いる研究チームが、赤血球の生理機能を模倣する人工赤血球
を開発。2016 年 12 月 3 日～6日にサンディエゴで開催された第 58 回米国血液学会(ASH 2016)年次
総会において発表。 
・ この人工赤血球は ErythroMer（エリスロマー)と呼ばれ、フリーズドライした粉末状で周囲温度で保
存可能。水を加えるだけで使用できる。 
・ ラットによる概念実証研究では、同人工赤血球が肺で酸素を捕獲し、細胞に供給する赤血球の主
要な機能を実証。血液量の 40%の急性失血によりショック状態にあるラットを効果的に蘇生した。 
・ エリスロマーは、ナノテクを利用して形成したドーナツ状の人工血球で、人間の赤血球の約 1/50 の
サイズ。特殊なライニングにエンコードした制御システムがエリスロマーの酸素結合と血液の pH 変化
をリンクさせ、肺からの酸素の取込みを強化して細胞に酸素を供給。 
・ 試験では、エリスロマーはこのような人間の赤血球の酸素結合機能に 10%以内で合致。これは輸血
前の失血の安定化に充分な水準。 
・ 各試験結果は、エリスロマーが以前からの血液代替物質開発を阻んでいた有効性や血管狭窄等
の主要な障壁を克服したことを示唆。次の段階では大型動物での試験、安全性評価、薬物動態の最
適化を目指し、最終的に人間による臨床試験を実施する。 
・ また、製造方法のスケールアップ方法についても研究を進め、今後の試験結果が良好であれば現
場での医療活動や応急隊利用に 10～12 年以内の実用化が可能と考える。 

URL:  http://www.hematology.org/Newsroom/Press-Releases/2016/6945.aspx  

(関連情報）  

      

ASH 58th Annual Meeting & Exposition（2016年 12 月 3 日～6日於:サンディエゴ）発表資料 

Erythromer (EM), a Nanoscale Bio-Synthetic Artificial Red Cell: Proof of Concept and In Vivo Efficacy 
Results 

URL:  https://ash.confex.com/ash/2016/webprogram/Paper89042.html  

(関連情報）  

      

ワシントン大学セントルイス校 Office of Technology Management (OTM)掲載資料 

ErythroMer Blood Substitute 

URL:  https://otm.wustl.edu/technologies/erythromer-blood-substitute/  

【蓄電池・ｴﾈﾙｷﾞｰｼｽﾃﾑ分野】  

32-16 

ｱﾒﾘｶ合衆国・
スタンフォード

大学 

    2016/12/15 

AI を活用してより安全なリチウムイオン蓄電池を作る 
(No more burning batteries? Stanford scientists turn to AI to create safer lithium-ion batteries) 

・ スタンフォード大学が、AI と機械学習技術を活用してリチウムイオン蓄電池の液体電解質の代替と
なり得る固体電解質を特定。 
・ リチウムイオン蓄電池の正・負電極間でリチウムイオンを往来させる液体電解質は、安価でイオン
導電に優れる一方で、過熱やパンクによる短絡での発火が危惧される。 
・ 固体電解質は安定性に優れ、蒸発等の心配が無く、堅牢で蓄電池構造を強化。研究室での長期間
の試行錯誤にもかかわらず、安価かつ常温で液体電解質並みの性能を提供する固体材料は未発
見。 
・ 同大学は、個々の化合物をランダムにテストする代わりにAIと機械学習で実験データから予測モデ
ルを構築。既存のデータに基づいた化合物の優劣の特定を学習するようコンピュータアルゴリズムを
訓練した(顔認識アルゴリズムと同様な働き）。 
・ 同大学はリチウムを含む固体化合物に関する科学データを 2年超をかけて収集。候補となるあらゆ
る種類の材料をスクリーニングし、今後の研究のための最適な材料の特定が可能に。 
・ 最適材料スクリーニングの規準は、安定性、コスト、賦存量、及び蓄電池回路でのリチウムイオン伝
導と電子経路変更能力。12,000 種類超のリチウム含有化合物をスクリーンし、21 種類の有望な固体
電解質を特定。最終的にこれらの材料を研究室で試験し、実用条件に最適な材料を決める。 

URL:  
http://news.stanford.edu/2016/12/15/no-burning-batteries-stanford-scientists-turn-ai-cr
eate-safer-lithium-ion-batteries/  

(関連情報）  

      

Energy & Environmental Science 掲載論文(アブストラクトのみ；全文は有料） 

Holistic computational structure screening of more than 12 000 candidates for solid lithium-ion 
conductor materials  

URL:  http://pubs.rsc.org/en/Content/ArticleLanding/2017/EE/C6EE02697D#!divAbstract  

  

http://www.hematology.org/Newsroom/Press-Releases/2016/6945.aspx
https://ash.confex.com/ash/2016/webprogram/Paper89042.html
https://otm.wustl.edu/technologies/erythromer-blood-substitute/
http://news.stanford.edu/2016/12/15/no-burning-batteries-stanford-scientists-turn-ai-create-safer-lithium-ion-batteries/
http://news.stanford.edu/2016/12/15/no-burning-batteries-stanford-scientists-turn-ai-create-safer-lithium-ion-batteries/
http://pubs.rsc.org/en/Content/ArticleLanding/2017/EE/C6EE02697D#!divAbstract
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【新エネルギー分野】  

32-17 

ｱﾒﾘｶ合衆国・
ミシガン州立

大学 

    2016/12/6 

人間の挙動からエネルギーを捕獲するフレキシブルデバイス 
(Flexible device captures energy from human motion) 

・ ミシガン州立大学が、人間の動きによるエネルギーを捕獲するフィルム状デバイスとして生体適合
性の強誘電エレクトレットナノジェネレータ(FENG: ferroelectret nanogenerator)を開発。触れる、押す、
の単純な動きで LCD タッチスクリーンや LED ライト等を作動できる。 
・ 同デバイスは、シリコンウェハーと環境に優しい物質の銀、ポリアミドとポリプロピレン強誘電エレク
トレットの薄いシートの数層から構成。デバイス各層が荷電粒子を含有するようイオンを添加。人間の
動きや機械的エネルギーによる圧力で発電する。 
・同デバイスは紙のように薄く、多様なアプリケーションやサイズに適応。例えば LED ライトを点灯する
ためのデバイスは手のひらサイズで、タッチスクリーンは指ほどのサイズ。 
・ FENG は軽量、フレキシブル、生体適合性、スケーラブル、低コスト、堅牢性という利点から、機械エ
ネルギーハーベスティングの分野においてワイヤレスヘッドセットや携帯電話等の自律発電型エレクト
ロニクスでの利用が期待できる。 
・ さらに、同デバイスは畳み込むことで電圧量が増加。小型化するほどより多くエネルギーを得られ
る。歩行により発電する靴の踵に格納する小型デバイスを作製した。 
・ 同大学は現在、この靴の踵のデバイスからワイヤレスヘッドセット等にエネルギーを送電する技術
を開発中。 

URL:  
http://msutoday.msu.edu/news/2016/flexible-device-captures-energy-from-human-motio
n/?utm_campaign=media-pitch&utm_medium=email  

(関連情報）  

      

Nano Energy 掲載論文(アブストラクトのみ：全文は有料） 

Flexible and biocompatible polypropylene ferroelectret nanogenerator (FENG): On the path toward 
wearable devices powered by human motion 

URL:  http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2211285516304244  

32-18 

ｱﾒﾘｶ合衆国･
ペンシルベニ
ア州立大学 

    2016/12/20 

スローな動きのエネルギーを捕える 
(Capturing the energy of slow motion) 

・ ペンシルベニア州立大学が、人間の挙動や波力等の環境中で未利用の低周波機械エネルギーを
電気に変換するフレキシブルな有機イオニックダイオードベースの機械的エネルギー変換器を開発。 
・ ウェアラブル、バイオ医療デバイスや IoTで幅広く利用される圧電効果によるデバイスは、10Hzを超
える高周波数で最も効率的に作動し、低周波数では性能が大幅に低下する。 
・ イオニック・ダイオードと呼ばれる新開発の有機ポリマーp-n 接合デバイスは、正・負に電荷した可
動イオンを有する 2 本のナノコンポジット電極をポリカーボネート膜で隔てた構造。カーボンナノチュー
ブで充填され、イオン液体に浸された高分子マトリクスの電極では、ナノチューブがその導電性と機械
的強度を向上。機械的な力が加わるとイオンが膜を通じて拡散し、継続して直流発電。同時に、平衡
状態に達するまでイオン拡散を阻む内蔵電位(ビルトインポテンシャル）を発生。全サイクルを 1/10Hz
で作動する。 
・ スマートフォンでの同デバイス利用では、スクリーンに触れることで発生する機械的エネルギーを電
気に変換して蓄電。その他の人間の挙動ではタブレットやウェアラブルデバイスにエネルギー供給が
可能。次世代スマートフォンでは蓄電池の 40%のエネルギー供給実現が期待。 
・ 同デバイスは、最も効率的な周波数で作動する圧電発電に比してピークパワー密度が同等以上。
次には更なる最適化とスマートフォンやタブレットに導入予定。 

URL:  https://www.mri.psu.edu/mri/news/capturing-energy-slow-motion  

(関連情報）  

      

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

Flexible Ionic Diodes for Low-Frequency Mechanical Energy Harvesting 

URL:  http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/aenm.201601983/abstract  

  

http://msutoday.msu.edu/news/2016/flexible-device-captures-energy-from-human-motion/?utm_campaign=media-pitch&utm_medium=email
http://msutoday.msu.edu/news/2016/flexible-device-captures-energy-from-human-motion/?utm_campaign=media-pitch&utm_medium=email
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2211285516304244
https://www.mri.psu.edu/mri/news/capturing-energy-slow-motion
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/aenm.201601983/abstract
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【新エネルギー分野(太陽光発電)】  

32-19 

国際復興開
発銀行
（IBRD） 

    2017/1/17 

世界銀行の新ツールが太陽光発電ポテンシャルのマッピングに有益 
(New World Bank Tool Helps Map Solar Potential) 

・ 世界銀行が国際太陽光連盟(ISA)と共同で、世界中の太陽光発電の候補地を識別できる無料のウ
ェブツール「Global Solar Atlas」を立ち上げ。 
・ このツールは、1㎞（0.6マイル）の空間分解能で極めて詳細にその場所の太陽光発電ポテンシャル
の年間平均を表示。政府や投資家が資源ポテンシャルの比較を独自に調査・分析する際に役立つ。
国際再生可能エネルギー機関(IRENA)の Global Atlas for Renewable Energy を経由してアクセスすれ
ば、送電線や保護地域といった付加的なデータを重ね合わせて表示可能。 
・ 本データベースは、過去 22年分の衛星データに基づいて高品質な地上測定データを活用し有効化
したもので最新かつ精密であるが、多くの発展途上国では高精度太陽放射センサーからの地上測定
データが不足しているため十分な有効化に至らない点が課題。エネルギーセクター管理支援プログラ
ム(ESMAP)からの資金提供を受けて、今後 4 年間で少なくとも 20 の発展途上国に太陽光測定ステー
ションを導入予定。 

URL:  
http://www.worldbank.org/en/news/press-release/2017/01/17/new-world-bank-tool-help
s-map-solar-potential  

(関連情報）  

      

Global Solar Atlas ウェブサイト 

URL:  http://globalsolaratlas.info/  

【政策】  

32-20 
ｱﾒﾘｶ合衆国・
ｴﾈﾙｷﾞｰ省

(DOE) 

    2017/1/4 

DOEが「Manufacturing USA」イニシアティブで材料のリサイクルとリユースを主眼とする新機関を立ち
上げ 
(Energy Department Launches New Manufacturing USA Institute Focused on Recycling and Reusing 
Materials) 

・ DOEが「Manufacturing USA」イニシアティブにおける新たな機関として、Reducing Embodied-energy 
and Decreasing Emissions (REMADE) Institute をニューヨーク州ロチェスターに設立。連邦政府から最
大 7 千万ドル、民間から同額の資金が提供される予定。 
・ この新機関が注力するのは、金属、ファイバー、ポリマー、電気電子機器廃棄物(E-waste)等、各種
材料のリユース、リサイクル、リマニュファクチャリングに必要な技術コストの低減。2027 年までに総合
エネルギー効率の 50%向上を目指す。 
・ 米国では、国内エネルギー総使用量の約 25%が製造業によるもの。材料生産に伴うエネルギー使
用量の削減に資する費用効率的な技術の研究・普及によって、最大で年間 1,600 兆 BTU のエネルギ
ーを節約できる可能性。 
・ 同機関は、製品のライフサイクルにわたるエネルギー消費量の削減と製造業全体の効率向上を図
るとともに、情報収集や使用済み廃棄材料の収集・特定・分類、混合材料の分離、微量汚染物質の除
去、安定性とコスト効率に優れる再処理・廃棄に係る新たな方法の開発にも取り組む。 
・ 本イニシアティブは 4年前に発足。現在は 13の機関から成り、企業、大学、非営利組織等、1,300を
超える会員を有する。 

URL:  
https://www.energy.gov/articles/energy-department-launches-new-manufacturing-usa-in
stitute-focused-recycling-and-reusing  
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