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ｱﾒﾘｶ合衆国・
ネブラスカ大
学リンカーン

校 

    2017/1/19 

原子スケールのナノリボンを創る 
(Creating Atomic Scale Nanoribbons) 

・ ネブラスカ大学リンカーン校のベックマン高等科学技術研究所が、原子レベルに精密なグラフェン
ナノリボン(atomically precise graphene nanoribbons: APGNRs)をシリコン基板に統合する方法を初め
て実証。 
・ 同グラフェンナノリボンは僅か数ナノメートルサイズで、従来のチップ製造で使われるトップダウンの
パターニングによるサイズを超えるもの。様々なナノ製造技術で大きなグラフェン片から作るナノリボ
ンの均質性と狭小性では半導体特性の獲得に不十分。APGNRs で高度に均一な電気特性を得るに
は、微細な分子からのボトムアップでの作製が必要。 
・ ボトムアップのアプローチによるグラフェンナノリボン作製は 2010年に初めて実証され、2014年にネ
ブラスカ大学リンカーン校が溶液中で原子レベルで精密なグラフェンナノリボンの作製方法を開発して
いる。 
・ しかし、溶液による合成や表面成膜では、ナノリボンの転移プロセスで化学物質に曝され、グラフェ
ンナノリボンデバイスの性能に影響を及ぼすため、研究チームは超高真空環境下での乾式転移法を
用いてこの課題を克服。グラフェンナノリボンパウダーでコーティングしたガラス繊維アプリケーターを
加熱してコンタミや溶液残渣を取り除き、水素処理したシリコン表面に押し当てる。 
・ このナノリボンを超高真空走査型顕微鏡で調べた結果、原子レベルの画像に加え、電気特性の確
認と基板の影響の理解に必要なグラフェンナノリボンの電子測定も取得。また、密度汎関数理論
(DFT)コンピュータモデリングでグラフェンナノリボンとシリコン基板の統合システムの電気特性やそれ
らの相互作用を調査。その結果、実験と同様の結果が得られた。 

URL:  https://beckman.illinois.edu/news/2017/01/nanoribbons-radocea  

(関連情報）  

      

Nano Letters 掲載論文(アブストラクトのみ：全文は有料） 

Solution-Synthesized Chevron Graphene Nanoribbons Exfoliated onto H:Si(100) 

URL:  http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/acs.nanolett.6b03709  

  

 

《本誌の一層の充実のため、ご意見、ご要望など下記宛お寄せください。》 

E-mail：q-nkr@ml.nedo.go.jp 

NEDO は、国立研究開発法人 新エネルギー・産業技術総合開発機構の略称です。 
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ｱﾒﾘｶ合衆国・
ﾏｻﾁｭｰｾｯﾂ工
科大学(MIT) 

    2017/1/23 

タンパク質分子１個を検出できる新センサー 
(New sensors can detect single protein molecules) 

・ MITが、単数・複数の細胞から分泌されるタンパク質分子 1個を検出できるセンサーを新たに開発。 
・ 化学的に修飾したカーボンナノチューブ(CNT)から構成されるこのセンサーは、ウィルス感染の追
跡、有用なタンパク質を作る細胞のモニタリングや食品の汚染の発見等、極少量のタンパク質の検出
が必要なアプリケーションに役立つ。 
・ CNT のセンサー化には、CNT を特定のターゲットと結合できる DNA、タンパク質や他の分子でコー
ティングした。ターゲットが結合するとナノチューブの蛍光性が測定可能な変化を示す。今回はアプタ
マーと呼ばれる DNA鎖で CNTをコーティング。以前にアプタマーの使用を試みたが、CNTに付着させ
ながらターゲットに結合する構成を維持させることが困難であった。 
・ CNT に付着するアプタマーの分岐点とターゲットに結合する分岐点の間に「スペーサー」シークエン
スを追加し、両領域が各自の機能を発揮できるようにすることでこの課題を解決。同センサーでは、
RAP1 と呼ばれるタンパク質と HIV1 インテグラーゼと呼ばれるウィルスタンパク質の検出に成功。 
・ 単一細胞によるタンパク質生成のモニタリングには、顕微鏡スライド上にセンサーのアレーを設置。
アレー上に配置したバクテリア・ヒト・酵母の単一細胞がターゲットのタンパク質分子を分泌するとセン
サーが検出する。 
・ このようなナノセンサーアレーには検出の限界が無いが、分子数が少なくなると検出時間が増大す
る。 
・ このナノセンサーアレーは疾患の治療用に合成した細胞の試験等に利用する等、多様なアプリケ
ーションの可能性が考えられる。現在、医師が患者の細胞を採取し、治療用タンパク質を発現するよ
うにそれを改変して患者に戻す、というアプローチが研究されている。 

URL:  http://news.mit.edu/2017/new-sensors-detect-single-protein-molecules-0123  

(関連情報）  

      

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

Single-molecule detection of protein efflux from microorganisms using fluorescent single-walled 
carbon nanotube sensor arrays 

URL:  http://www.nature.com/nnano/journal/vaop/ncurrent/full/nnano.2016.284.html  
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ｱﾒﾘｶ合衆国・
カンザス州立

大学 

    2017/1/25 

爆発技術によるグラフェンの大量製造方法の特許を取得 
(Physicists patent detonation technique to mass-produce graphene) 

・ カンザス州立大学が、炭化水素ガス、酸素、スパークプラグのみの使用でグラフェンを簡便に大量
生産する方法を発見。 
・ アセチレン又はエチレンガスと酸素で満たしたチャンバー内で、車用のスパークプラグの点火による
爆発後に形成するグラフェンを収集する。 
・ 優れた経済性、大規模生産の可能性、化学薬品が不要等、多数の利点があるが、グラフェン 1g 生
成に必要なエネルギー使用量が他のプロセスに比して飛躍的に少ない点が特徴。 
・ 同大学は炭素すすのエアルゾルゲル生成方法の開発中に偶然にグラフェンが生成されたことを発
見した。 
・ グラフェン生成には、硫酸や硝酸ナトリウム等の化学物質を用いて特定の温度下で長時間生成さ
せる方法や、触媒下で炭化水素を 1,000℃で熱する方法等があるが、いずれもエネルギーを大量に使
用し、危険性もあり生成量も低い。 
・ グラフェン品質の向上と産業プロセスへのスケールアップを目指して研究を継続。グラフェン生成機
器のアップグレードにより爆発後数秒間でのグラフェン生成を試みる。同技術の特許は、技術移転活
動を管理する NPOの Kansas State University Research Foundation が取得済み。 

URL:  http://www.k-state.edu/media/newsreleases/2017-01/graphenepatent12517.html  

(関連情報）  

      

U.S. Patent Documents 

Process for high-yield production of graphene via detonation of carbon-containing material  

URL:  
http://patft.uspto.gov/netacgi/nph-Parser?Sect1=PTO1&Sect2=HITOFF&d=PALL&p=1&u=
%2Fnetahtml%2FPTO%2Fsrchnum.htm&r=1&f=G&l=50&s1=9440857.PN.&OS=PN/9440857&R
S=PN/9440857  

  

http://news.mit.edu/2017/new-sensors-detect-single-protein-molecules-0123
http://www.nature.com/nnano/journal/vaop/ncurrent/full/nnano.2016.284.html
http://www.k-state.edu/media/newsreleases/2017-01/graphenepatent12517.html
http://patft.uspto.gov/netacgi/nph-Parser?Sect1=PTO1&Sect2=HITOFF&d=PALL&p=1&u=%2Fnetahtml%2FPTO%2Fsrchnum.htm&r=1&f=G&l=50&s1=9440857.PN.&OS=PN/9440857&RS=PN/9440857
http://patft.uspto.gov/netacgi/nph-Parser?Sect1=PTO1&Sect2=HITOFF&d=PALL&p=1&u=%2Fnetahtml%2FPTO%2Fsrchnum.htm&r=1&f=G&l=50&s1=9440857.PN.&OS=PN/9440857&RS=PN/9440857
http://patft.uspto.gov/netacgi/nph-Parser?Sect1=PTO1&Sect2=HITOFF&d=PALL&p=1&u=%2Fnetahtml%2FPTO%2Fsrchnum.htm&r=1&f=G&l=50&s1=9440857.PN.&OS=PN/9440857&RS=PN/9440857
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英国・マンチェ
スター大学 

    2017/1/30 

プリンテッドエレクトロニクスで使える水性の生体適合性 2D インクを開発 
(Water-based and biocompatible 2D inks for printed electronics) 

・ マンチェスター大学が、水性のインクジェット 2D 材料インクを製造する方法を開発。2D 結晶ヘテロ
構造を、効率的な光検出器やバイナリ形式にエンコードした情報の記憶デバイス等で実現する可能性
が期待。 
・ 同水性 2D 材料インクを用いてグラフェンや他の 2D 材料を精確な特定配列で「ヘテロ構造」に積層
し、目的に合わせたデバイスが製造できる。インクジェット印刷等のシンプルな技術によるデザインの
融通性を最大活用し、多様なヘテロ構造の作製に利用できる。 
・ 現在の簡便・低コストでヘテロ構造を作れるインクには有害な溶剤の含有や、プロセスに時間とコス
トがかかる等の課題あり。 
・ 同水性 2D インクは、スマートなパッケージングやロジック回路の他に、その生体適合性によりバイ
オ医療アプリケーションでの利用も期待できる。 

URL:  
http://www.manchester.ac.uk/discover/news/water-based-and-biocompatible-2d-inks-for
-printed-electronics/  

(関連情報）  

      

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

Water-based and biocompatible 2D crystal inks for all-inkjet-printed heterostructures 

URL:  http://www.nature.com/nnano/journal/vaop/ncurrent/full/nnano.2016.281.html  

【電子・情報通信分野】  
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ｱﾒﾘｶ合衆国・
ユタ大学 

    2017/1/25 

着用者の焦点を自動的に合わせる「スマートグラス」を開発 
(I can see clearly now 
U engineers develop "smart glasses" that automatically focuses on what wearer sees) 

・ ユタ大学が、遠近にかかわらず着用者が視る物体に合わせて自動的に焦点を調節する液体ベー
スレンズを使ったメガネ、「スマートグラス」を開発。 
・ 人間の水晶体は加齢に伴って焦点の調節機能が低下するため、読書用や遠近両用メガネ等が必
要になる。 
・ 同スマートグラスはフレキシブルなゴム状膜の表面と裏面にグリセリンが封入されたもので、両レン
ズの裏面がこの膜を透明ピストンのように前後に動かす 3 基の機械式アクチュエータに接続されてい
る。この動きにより液体レンズの曲率が変わり、レンズと眼の間の焦点距離を調節する。 
・ 同大学は、アクチュエータに電源を供給し、その動きを制御する電子部品と蓄電池を搭載したメガ
ネフレームも開発。メガネのブリッジ部はメガネから対象物体までの距離を赤外線パルスで測定する
距離計となっている。 
・ 着用者が物体を視ると、距離計が即座に距離を計測してアクチュエータにレンズの湾曲程度を知ら
せる。その後により近くの物体を視た場合でも同様に作動し、14 ミリ秒以内で焦点を変えられる。フレ
ームの蓄電池は一回の充電で 24 時間超継続運転する。 
・ 初回着用時、スマートフォンのアプリにメガネの処方箋をインプットすると、ブルートゥースを介して
自動でレンズを調節する。同スマートグラスは視力に合わせて常に調節するため、処方箋に変更がな
い限り着用者はメガネを買い換える必要がなくなる。 
・ 現在のかさばるプロトタイプを小型・軽量化し、早ければ3年以内にスタートアップ企業のSharpeyes 
LLC が商業化を予定。 

URL:  http://unews.utah.edu/i-can-see-clearly-now/  

(関連情報）  

      

Optics Express 掲載論文(アブストラクトのみ：全文は有料） 

Tunable-focus lens for adaptive eyeglasses  

URL:  https://www.osapublishing.org/oe/abstract.cfm?uri=oe-25-2-1221  

  

http://www.manchester.ac.uk/discover/news/water-based-and-biocompatible-2d-inks-for-printed-electronics/
http://www.manchester.ac.uk/discover/news/water-based-and-biocompatible-2d-inks-for-printed-electronics/
http://www.nature.com/nnano/journal/vaop/ncurrent/full/nnano.2016.281.html
http://unews.utah.edu/i-can-see-clearly-now/
https://www.osapublishing.org/oe/abstract.cfm?uri=oe-25-2-1221
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シンガポール
国立大学

(NUS) 

    2017/1/31 

NUSエンジニアらが高速で非侵襲的なスクリーニングのための低コストでフレキシブルなテラヘルツ
放射源を開発 
(NUS engineers develop low-cost, flexible terahertz radiation source for fast and non-invasive 
screening) 

・ NUSが高性能で低エネルギー消費のテラヘルツ(THz)エミッターを開発。 
・ 同エミッターは低コストでの量産が可能で、THz技術の産業利用の重要な課題に対処。 
・ 小型化した THz システムによる危険な化学物質等の検出や、手頃な価格で高性能な THz スクリー
ニングデバイスによる疾病診断、さらにフレキシブルな表面上に作製した THzデバイスはウェアラブル
デバイスに組み込んで様々に活用する可能性が期待できる。 
・ 電磁スペクトルのマイクロ波から赤外線波の領域を占め、数十ミクロンから数ミリメートルの波長を
もつ THz 波は非電離性・非破壊的で、衣類や紙等の非導電性材料を透過するため様々なアプリケー
ションで利用できる。しかし現在の THz 源は大型のマルチコンポーネントシステムで重量があり高価。
輸送、作動、維持も困難。 
・ 同エミッターは薄さが 12nm のヘテロ構造の金属薄膜から構成され、標準的な 500μm のエレクトロ
オプティカル結晶エミッターに比して高出力でブロードバンド THz波を放射する。さらに、低出力レーザ
ーで稼働するため、運転コストが大幅に低減。 
・ 同大学はまた、同小型 THzエミッターを低コストで大量に生産できる製造プロセスも開発。大型のウ
ェハーサイズのフィルムを積層し、すぐに使えるデバイスへと大量に切削する製造方法で商業的なス
ケーラビリティを提供。さらに、同エミッターは歪みの大きな表面上でも性能を損なわず作動することを
試験により発見。 
・ 今後は同 THz技術を用いた小型の分光法システム開発を目指す。また、THz関連の幅広い研究や
アプリケーションに有益となる、特定の波長での THz の放出についても研究を実施予定。同技術は特
許出願済みで、産業パートナーと共同で同技術のアプリケーション開発を希望している。 

URL:  https://news.nus.edu.sg/press-releases/11389-thz-emitters  

(関連情報）  

      

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

High-Performance THz Emitters Based on Ferromagnetic/Nonmagnetic Heterostructures 

URL:  http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/adma.201603031/abstract  

34-7 
ﾄﾞｲﾂ連邦共和
国・ﾌﾗｳﾝﾎｰﾌ
ｧｰ協会(FhG) 

    2017/2/1 

複雑な 3D データをあらゆるデバイスに 
(Complex 3D data on all devices) 

・ FhG が、あらゆるデバイスで 3D データをリアルタイムで可視化できるウェブベースのソフトウェアプ
ラットフォーム「instant3DHub」を開発。 
・ これまで処理すべきデータ量があまりに膨大なため、3D データの可視化作業は困難で時間もコスト
もかかっていた。今回開発されたソフトウェアは、合理的な可視性の計算を行い準備すべきデータを
自動的に選択して最小限の表示のみをユーザーのデバイスに伝送。全体的なデータがデバイスに読
み込まれる必要がなく使用状況に応じてウェブで配信されるため、非常に高速。また、データが永続
的に保存されるのでなく、アクセス毎に特定のアプリケーションに割り当てられるため、タブレットやス
マートフォン等のモバイル機器でも活用可能。 
・ 仮想現実（VR）や拡張現実（AR）の分野で特に有益で、例えば、技術者らが手元のデバイスで容易
に工場やデジタル建造物をリアルタイムで検査でき状況を把握できるようになる。 
・ 大手自動車メーカーの 1,000ヶ所以上のワークステーションにすでに導入済み。CeBIT（国際情報通
信技術見本市）では、車両整備の例を展示。 

URL:  
https://www.fraunhofer.de/en/press/research-news/2017/february/complex-3d-data-on-
all-devices.html  

  

https://news.nus.edu.sg/press-releases/11389-thz-emitters
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/adma.201603031/abstract
https://www.fraunhofer.de/en/press/research-news/2017/february/complex-3d-data-on-all-devices.html
https://www.fraunhofer.de/en/press/research-news/2017/february/complex-3d-data-on-all-devices.html
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英国・サセック
ス大学 

    2017/2/1 

大規模な量子コンピュータ構築の青写真を初めて公開 
(First ever blueprint unveiled to construct a large scale quantum computer) 

・ サセックス大学をはじめとする国際研究チームが、量子コンピュータ構築の実用的な青写真を初め
て設計。 
・ 研究チームは個々の量子コンピュータモジュール間で実際の量子ビットを移動させる方法を新たに
開発。ほぼ無制限の演算処理能力の達成が可能な完全モジュラー式の大規模マシーン構築を目指
す。 
・ 従来、個々のコンピュータモジュールの連結に光ファイバーが利用されていたが、今回、電場による
連結でモジュール間の荷電原子(イオン）を移動させる方法を開発。これにより個々の量子コンピュー
ティングモジュール間の接続が、現在最先端の光ファイバー接続に比して 10 万倍高速化した。 
・ 次の段階では、同設計に基づいた量子コンピュータのプロトタイプを開発予定。ただし、電場でイオ
ンを保持するシリコンマイクロチップを搭載した高度な真空装置から構成されるコンピュータのサイズ
は大型になる。 
・ 同量子コンピュータ設計は、全世界の科学者による共同開発の促進のために公開されている。 

URL:  http://www.sussex.ac.uk/newsandevents/?id=38900  

(関連情報）  

      

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

Blueprint for a microwave trapped ion quantum computer 

URL:  http://advances.sciencemag.org/content/3/2/e1601540  

【ロボット・AI技術分野】  
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ｱﾒﾘｶ合衆国・
ﾏｻﾁｭｰｾｯﾂ工
科大学(MIT) 

    2017/2/1 

透明なゲルベースのロボットが活きた魚をキャッチアンドリリース 
(Transparent, gel-based robots can catch and release live fish)                     

・ MIT が、吸水と排水で可動するハイドロゲルベースの透明なロボットを開発。精密に設計された中
空のハイドロゲル構造がゴムチューブに接続されたロボットで、水の注入による急速な膨張で丸まる・
広がる動きを作る。 
・ 前後に動く魚のひれのような構造と、握る・開く手を模倣した柔軟なロボット等を作製。これらのロボ
ットは構成や駆動力が水であるため視覚・音響特性も水に近く、水中での利用では不可視となること
を予想。 
・ 同ロボットは柔軟で生体適合性のため、外科手術で臓器等を丁寧に扱うことのできるハイドロゲル
ハンド等による医療分野での活用を目指して医療グループと協力している。 
・ 過去 5 年間に、ポリマー溶液と水の混合により強靭かつ高度に伸縮自在なハイドロゲルの作製方
法に加え、ピーリングに抵抗する極めて強力な結合力でハイドロゲルをガラスや金属等様々な表面に
貼り付ける方法を開発した。 
・ ソフトロボティクスでのハイドロゲル利用では、長期間をかけて海中から河川までの長距離を保護
無しで移動する、ハイドロゲル様の外観のレプトケファルス（シラスウナギ）の透明性や強靭性に着
目。 
・ 3D プリンティングとレーザー加工技術を用いてロボット構造や外部ポンプに繋がるゴムチューブに
結合する中空のユニットをハイドロゲルでプリント。シリンジポンプによる水の注入により、1 秒間に数
ニュートン(N)の力が発生。浸透膜で駆動させた同様なハイドロゲルロボットでは数分から数時間の緩
慢なプロセスで、発生する力はミリＮ程度。 
・ ハイドロゲルロボット構造の実験では、1,000 サイクルまでの繰り返し作動を破裂等無く耐久。また、
水中で色付の背景に配置されるとほぼ見えなくなった。また、ソフトロボティクスに使用されるゴム等の
他の材料と異なり、水とほぼ同等の音響・視覚特性を測定した。手の形をしたロボットグリッパーでは
水槽の泳ぐ金魚を掴んで放す動きを実証。 
・ 次にはハイドロゲルロボットのアプリケーションを特定するとともに、医療アプリケーションでのロボッ
トの透明性の有無や部分的な強度の調整等、使用目的に応じたロボット製造を目指す。 

URL:  http://news.mit.edu/2017/transparent-gel-robots-catch-release-fish-0201  

(関連情報）  

      

Nature Communications 掲載論文(フルテキスト） 

Hydraulic hydrogel actuators and robots optically and sonically camouflaged in water 

URL:  http://www.nature.com/articles/ncomms14230  

  

http://www.sussex.ac.uk/newsandevents/?id=38900
http://advances.sciencemag.org/content/3/2/e1601540
http://news.mit.edu/2017/transparent-gel-robots-catch-release-fish-0201
http://www.nature.com/articles/ncomms14230
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ｱﾒﾘｶ合衆国・
ﾏｻﾁｭｰｾｯﾂ工
科大学(MIT) 

    2017/1/23 

フッ素含有基を添加して新しい化合物を作る触媒 
(Catalyst adds fluorine-containing groups to make new compounds) 

・ MIT が、トリフルオロメチル基を様々な有機分子に取り入れる、モリブデンを含んだ新しい種類の触
媒を開発・実証。 
・ 1～2 個のフッ素原子を含有する薬品は安定性、効力、身体への吸収し易さにおいて優れるため、
薬物開発において実験薬にフッ素やトリフルオロメチル基の付加が望まれるが実現化が困難であっ
た。同触媒が使用するフッ素原子は無毒性の発泡剤由来のもの。 
・ 同触媒の実験では、炭素 1個がトリフルオロメチル基に結合した(１個の炭素が 3個のフッ素原子に
結合した）炭素 2 重結合に関与する特定の反応が起こったことを発見。同触媒をこのような化学構造
を含む化合物に加えると、2 重結合とトリフルオロメチル基を別の有機分子に変換した。 
・ さらに、以前開発した触媒に比して同触媒がより効率的に、特殊な構造でハロゲン原子 1 個をもつ
アルケン(炭素 2 重結合をもつ分子）を生成する反応を促進することも発見。 
・ 同触媒を使用し、2～12 時間の反応時間でトリフルオロメチル基を様々な有機分子に統合できた。
モリブデンが塩素原子に結合した(塩化モリブデン）触媒で特に効果があった。 
・ 本研究論文の上席著者の一人は、2005 年にオルフィンメタセシス(メタセシス反応）を発現する初め
ての触媒開発でノーベル化学賞を受賞した Richard Schrock 氏。同触媒は炭素 2 重結合に多様な化
学基を付加することを可能にし、薬品や燃料等の化学物質製造進展の重要な一歩となった。 
・ 新触媒によるアプローチの有効性を示すため、抗生物質、抗マラリヤ薬、糖尿病薬、鎮痛剤等の薬
品にトリフルオロメチル基が付加できることを実証。 
・ 今後は低濃度でも作用する、より安定した触媒開発を目指す。Schrock 氏は研究チームの一人と
2010年に XiMo社を立ち上げ、メタセシス反応でプラスチックや薬品等の化合物を生成するモリブデン
とタングステン触媒の開発を実施している。 

URL:  
http://news.mit.edu/2017/catalyst-adds-fluorine-containing-groups-make-new-compound
s-0123  

(関連情報）  

      

Nature 掲載論文(アブストラクトのみ：全文は有料） 

Molybdenum chloride catalysts for Z-selective olefin metathesis reactions 

URL:  http://www.nature.com/nature/journal/vaop/ncurrent/full/nature21043.html  

【バイオテクノロジー分野】  
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ｱﾒﾘｶ合衆国・
ﾏｻﾁｭｰｾｯﾂ工
科大学(MIT) 

    2017/1/16 

再生可能ディーゼル燃料実現に一歩前進 
(A step toward renewable diesel) 

・ MIT が、脂質を大量に生成する酵母のヤロウィア・リポリティカ(Yarrowia lipolytica)の代謝経路を改
変し、脂質の収率を 30%向上させることに成功。 
・高エネルギー密度のディーゼル燃料は航空機やトラック等の大型車輌での利用に適しているが、現
在は化石燃料由来となっている。食用油からのバイオディーゼル燃料で作動するエンジンも開発され
ているが、燃料供給量が不十分で高価。 
・ さとうきびやトウモロコシ等のスターチはより安価で豊富にあるが、高エネルギー密度の燃料生成
にはそのような炭水化物をまず脂質に変換する必要がある。 
・ 同大学はグルコースの分解で発生する電子の完全活用に着目し、グルコースの分解でできた余剰
な NADHを、脂質を合成する NADPHに転換する合成経路をもたせたヤロウィア・リポリティカ 12株以
上を作製。実際のメカニズムは不明だが、試験ではこれらの合成経路の組合せが最も優れた結果を
示した。 
・ このような経路の使用により、同量の脂質生成に必要なグルコース量が改変前の経路から 2/3 に
減少。 
・ このグルコースから脂質への転換プロセスには、コーンスターチの現行の価格で採算性はあるが、
さらなる効率化を目指す。また、セルロースからグルコースへの転換が必要となる、雑草や農業廃棄
物等のより安価な植物の利用の可能性を探る。 

URL:  http://news.mit.edu/2017/yeast-convert-plant-sugars-oils-renewable-diesel-0116  

(関連情報）  

      

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

Lipid production in Yarrowia lipolytica is maximized by engineering cytosolic redox metabolism 

URL:  http://www.nature.com/nbt/journal/vaop/ncurrent/full/nbt.3763.html  

  

http://news.mit.edu/2017/catalyst-adds-fluorine-containing-groups-make-new-compounds-0123
http://news.mit.edu/2017/catalyst-adds-fluorine-containing-groups-make-new-compounds-0123
http://www.nature.com/nature/journal/vaop/ncurrent/full/nature21043.html
http://news.mit.edu/2017/yeast-convert-plant-sugars-oils-renewable-diesel-0116
http://www.nature.com/nbt/journal/vaop/ncurrent/full/nbt.3763.html
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スペイン王国
・マドリード・カ
ルロス 3 世大
学（UC3M) 

    2017/1/23 

スペインの科学者らが 3D バイオプリンターで人間の皮膚を作製 
(Spanish scientists create a 3D bioprinter to print human skin)  

・ UC3M やスペイン・エネルギー・環境・科学技術研究センター(CIEMAT)等が共同で、人間の皮膚(バ
イオスキン）を作製する 3D バイオプリンターのプロトタイプを開発。 
・ 同 3D プリンターで作製したバイオスキンは、患者への移植や化学薬品等の試験において、それら
のアプリケーションに適した量、時間、価格での利用が可能。 
・ この新しいバイオスキンは、3Dバイオプリンターで作る生きた臓器の中でも初めて上市されるもの。
外部環境から皮膚を保護する角質層の表皮から、皮膚に弾性と機械的な強度を与えるタンパク質の
コラーゲンを生成する線維芽細胞真皮まで、皮膚の実際の構造を再現する。 
・ プリンティングには CIEMAT が特許を取得した、生体成分を含んだバイオインクを使用し、バイオイ
ンクの積層はコンピュータで制御する。 
・ 同種異系バイオスキンは産業プロセス用に細胞のストックから大規模に作製し、患者独自の細胞を
使う自己由来バイオスキンは重度の火傷等の治療用にカスタム作製する、という 2 種のバイオスキン
製造方法がある。他の手法で見られるような動物のコラーゲンでなく人間の細胞のみを利用して、生
物活性を有してコラーゲンを生成するバイオスキンを製造。人間の他の細胞をプリント作製する方法
も研究中。 
・ 同パイオプリンティング技術は、標準化・自動化された方法でバイオスキンを製造し、マニュアル製
造よりも安価。現在、前述の用途に向けて欧州の規制機関による認証を取得している。 

URL:  
http://www.uc3m.es/ss/Satellite/UC3MInstitucional/en/Detalle/Comunicacion_C/1371227
676752/1371215537949/Spanish_scientists_create_a_3D_bioprinter_to_print_human_skin  

(関連情報）  

      

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

3D bioprinting of functional human skin: production and in vivo analysis 

URL:  http://iopscience.iop.org/article/10.1088/1758-5090/9/1/015006/pdf  
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ｱﾒﾘｶ合衆国・
ﾏｻﾁｭｰｾｯﾂ工
科大学(MIT) 

    2017/2/6 

胃酸を利用して微細センサーに電力を供給 
(Engineers harness stomach acid to power tiny sensors) 

・ MIT とブリガムアンドウィメンズ病院の共同研究チームが、胃酸により作動する小型のボルタ電池を
設計・実証。同電池は、消化管内部の小型センサーや薬物送達デバイスに対し十分な電力を長時間
供給。 
・ 過去に同チームは、体温や心拍数等の生理状態のセンシングや、マラリア等の疾病に対する治療
薬投与に利用できる摂取可能デバイス(ingestible device)を開発。しかし、その電源となる従来型電池
は時間の経過とともに自己放電するため、安全面でリスクがあった。 
・ 今回、ごく単純な構造のレモン電池から発想を得て、摂取可能センサーの表面に亜鉛と銅の電極を
取り付けたところ、胃酸により作動して商用温度センサーと 900MHｚ送信機に電力を供給。 
・ 豚を用いた実験では、同デバイスは平均 6 日間で消化管を通過。胃の中にある間、温度センサー
が取得したデータを 2m離れた基地局へ 12 秒毎に無線送信した。酸性度が低い小腸内では、胃の内
部にある時に比して約 1/100 の電力を発生。 
・ 現在のプロトタイプは長さ 40mm、直径 12mm の円筒形。環境発電デバイスと送信機および小型マ
イクロプロセッサを備えたカスタマイズ IC を開発できれば、約 1/3 のサイズに小型化が可能と予測。
将来的には様々なセンサーを追加して、バイタルサインの長期モニタリング用デバイスを開発したい
考え。 
・ 本研究では同電池の電力を、金膜によりカプセル化された薬剤の放出に利用できることを実証。 

URL:  http://news.mit.edu/2017/engineers-harness-stomach-acid-power-tiny-sensors-0206  

(関連情報）  

      

Nature Biomedical Engineering掲載論文(フルテキスト） 

Prolonged energy harvesting for ingestible devices 

URL:  http://www.nature.com/articles/s41551-016-0022  

  

http://www.uc3m.es/ss/Satellite/UC3MInstitucional/en/Detalle/Comunicacion_C/1371227676752/1371215537949/Spanish_scientists_create_a_3D_bioprinter_to_print_human_skin
http://www.uc3m.es/ss/Satellite/UC3MInstitucional/en/Detalle/Comunicacion_C/1371227676752/1371215537949/Spanish_scientists_create_a_3D_bioprinter_to_print_human_skin
http://iopscience.iop.org/article/10.1088/1758-5090/9/1/015006/pdf
http://news.mit.edu/2017/engineers-harness-stomach-acid-power-tiny-sensors-0206
http://www.nature.com/articles/s41551-016-0022
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【新エネルギー分野(太陽光発電)】  
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ｱﾒﾘｶ合衆国・
国立再生可
能ｴﾈﾙｷﾞｰ研
究所(NREL) 

    2017/2/14 

ぺロブスカイト太陽電池の吸収体作製に理想的な条件を測定 
(Determine Ideal Conditions for Making Perovskite Photovoltaic Absorbers) 

・ NREL、SLAC 等が共同で、ぺロブスカイト太陽電池の光吸収体作製プロセス中の相空間分布を可
視化。理想的な条件が明らかに。 
・ 研究チームは透明基板をホルムアミジニウムヨウ化鉛(FAPbI3)前駆体で被覆の後、加熱の制御が
可能なハロゲンランプ(フィルタなし)を使用し、アニール処理。高速 X 線回析法を用いたアニーリング
中の X 線回析パターンの観測により、ぺロブスカイトの形成からヨウ化鉛(PbI2)への劣化までの相転
移を経時的に捕捉。 
・ これにより高品質なぺロブスカイトの製膜に適用可能な時間及び温度の範囲が判明。150～230℃
で任意の温度を設定でき、アニーリング時間は 40秒以下も可能。また今回、プロセスの完了までの時
間を FAPbI3の標準的なアニーリング時間である 10分(温度:170℃(338℉))よりも 93%短縮することに成
功。 
・ 本研究は、ぺロブスカイトが一度形成されると同電池の変換効率が決定される、という仮説を立
証。換言すれば、材料をより長時間加熱しても、元の変換効率を向上させるような光吸収体にはなら
ないということ。 
・ 同製法による FAPbI3 セルの変換効率は、現在研究環境で最も一般的に使用されているホットプレ
ートによるものとほぼ同一。この発見は同太陽電池の大規模ロール・ツー・ロール製造に向けたよりコ
スト効果的な手法への道を拓くもの。 

URL:  
https://www.nrel.gov/news/program/2017/nrel-slac-determine-ideal-conditions-making-p
erovskite-pv-absorbers.html  

(関連情報）  

      

Nature Communications 掲載論文(フルテキスト） 

Thermal engineering of FAPbI3 perovskite material via radiative thermal annealing and in situ XRD 

URL:  http://www.nature.com/articles/ncomms14075  

【政策等】  

34-15 
 

国際復興開
発銀行
（IBRD） 

    2017/2/15 

世界銀行が 111 ヵ国の持続可能なエネルギー政策を採点 
(World Bank Scores Sustainable Energy Policies in 111 Countries) 

・ 世界銀行が、エネルギーアクセス・エネルギー効率・再生可能エネルギーの 3 分野に関し 111 ヵ国
を採点したレポート RISE（Regulatory Indicators for Sustainable Energy；持続可能エネルギーの規制
指標）を発表。本レポートは、27の指標と 80の下位指標を含み、3,000以上の法律・規則・政策文書を
分析したもの。 
・ 本レポートは、極めて詳細な国レベルの洞察を提供しており、政策決定者らが他国と比較して自国
の実績を確認し、持続可能エネルギーへの移行を促進するスマートな対策立案を行う際に有益。 
・ また、特に発展途上国において、政策決定者らのエネルギー効率に対する関心が再生可能エネル
ギーへの関心に比して薄いことを警鐘。 
・ 今後の課題は、それぞれの国の電力部門と政策枠組みで必要とする情報をカスタマイズできるよう
な無料のオンラインプラットフォームの整備。 

URL:  
http://www.worldbank.org/en/news/press-release/2017/02/15/world-bank-scores-sustai
nable-energy-policies-in-111-countries  

(関連情報）  

      

RISE（Regulatory Indicators for Sustainable Energy) ウェブサイト 

URL:  http://rise.worldbank.org/  
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