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ｱﾒﾘｶ合衆国・
HRL 研究所 

    2017/9/20 

冶金技術のブレイクスルー：HRL による 3D プリントした高強度アルミとナノ粒子を使って長年の溶接
技術課題を解決 
(Metallurgy Breakthrough: HRL Engineers 3D Print High-Strength Aluminum, Solve Ages-Old Welding 
Problem Using Nanoparticles) 

・ HRL は高強度アルミニウム合金（Al7075 並びに Al6061 型を含む）による、3D プリント積層造形を可
能にする技術を開発。同合金は航空や自動車部品での使用に望まれるが、3D プリントでは扱うことの
できない材料の一つ。また同技術は、高強度鋼やニッケル基超合金等にも応用できる。 
・ 通常、合金の積層造形は合金粉末を薄く積層させ、溶融・固化のためレーザーや他の直接熱源で
熱する。溶接不能な高強度アルミ合金では、激しい高温亀裂が生じ、金属部分が崩れやすいビスケッ
トのような状態となる。 
・ HRL の新たなナノ粒子機能化技術では、この問題を特別に選定したナノ粒子で高強度、溶接不能
の合金粉末をコーティングすることで解決。同粉末を 3D プリンタに投入し積み重ね、それぞれの層を
溶融して 3 次元物体を製造。溶融及び固化の際、ナノ粒子は核形成組織として合金の微細構造に作
用し、高温亀裂を回避し製造部品の合金強度を保つ。 
・ また積層造形の溶融・固化は溶接と類似しているため、同技術は溶接不能合金を溶接可能にし、
スケーラブルで低コスト材料が利用できる。 
・ HRL は、適切なナノ粒子の選択（今回はジリコ二ウムベース）に、Citrine Informatics を活用。過去
の治金では試行錯誤し実験を行ったが、今回は同社のソフト解析を利用し膨大な材料データから、的
確な特性を有する材料を選択する手法をとり、粒子を特定。 
・ 同新技術により、HRL は研究、産業及び防衛の分野で、金属積層造形の新たな扉を開く。 

URL:  http://www.hrl.com/news/2017/0920/  

（関連情報)  

      

Nature 掲載論文(アブストラクトのみ：全文は有料） 

3D printing of high-strength aluminium alloys 

URL:  https://www.nature.com/nature/journal/v549/n7672/full/nature23894.html  

  

 

《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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48-2 

ｱﾒﾘｶ合衆国・
ライス大学 

    2017/9/25 

水圧破砕水に最適なフィルター 
(Filter may be a match for fracking water) 

・ ライス大学は、シェールオイル及びガス井での水破砕で生成された汚染水から、90％以上の炭化
水素、細菌及び微粒子の除去が可能となる、フィルタ-を新たに開発。 
・ 微小孔を有するセラミック膜を超親水性フィルターに変え流体を浄化、再利用を可能にし、貯蔵や
輸送を要した汚染水の量が大幅に削減できる。水圧破砕井では平均 500 万ガロンの水を使用、地上
に戻った段階で 10～15%が回収されるのみで、再利用が課題であった。 
・ 同フィルターは、乳化した炭化水素がイオン荷電した細孔を通過するのを阻止。この細孔は約 1/5
ミクロンの幅で、他の汚染物質が通過できないほど小さい。この荷電により、フィルターの表面全体に
付着する薄層の水が引き付けられ、油小球やその他の炭化水素をはじき、フィルターが詰まらないよ
うにする。 
・ 本開発では、システイン酸を用いてアルミナ系セラミック膜の表面を改質し、超親水性にした。超親
水性の表面は 5 度の接触角である。 （0 度の接触角は水たまりになる。）酸は表面だけでなく孔の内
部も覆い、微粒子が付着してフィルターが汚染するのを防止。 
・ 同フィルターは汚染されず持続するので、運転圧力が低く電力消費が少ない小型ポンプで作動、環
境にも優しい。 

URL:  http://news.rice.edu/2017/09/25/filter-may-be-a-match-for-fracking-water/  

（関連情報)  

      

Scientific Reports 掲載論文(フルテキスト） 

Superhydrophilic Functionalization of Microfiltration Ceramic Membranes Enables Separation of 
Hydrocarbons from Frac and Produced Water 

URL:  https://www.nature.com/articles/s41598-017-12499-w  

48-3 

ｱﾒﾘｶ合衆国・
スタンフォード

大学 

    2017/10/2 

太陽電池と自動運転車を向上させる一石二鳥の新方法 
(A new way to improve solar cells can also benefit self-driving cars) 

・ スタンフォード大学が、高価なシリコンを薄層化して厚層のシリコンと同等の光子を捕獲可能にする
太陽電池開発のためのナノテクスチャー技術が、自動運転車の衝突回避システムである LIDAR に有
用なことを発見。 
・ レーザーパルスを照射し、光子の跳ね返りにかかる時間を測定して物体間の距離を検出する
LIDAR では、光子検出器に厚層のシリコンを使用。この代替として、太陽電池用にナノテクスチャー処
理した薄層のシリコンの有効性を確認。 
・ 同薄層シリコンは、既存の LIDAR レシーバーの 3～6 倍多く光子を捕獲。全方向に単一のレーザー
パルスを継続放射する高性能な次世代 LIDAR システムの開発が期待できる。ナノテクスチャー処理し
たシリコン検出器のアレーが、跳ね返ってくる光子を捕獲して、多数の歩行者が行きかう横断歩道の
経時変化マップを作成。 
・ 同ナノテクスチャー技術はまた、自動運転車に関わる LIDAR の課題2 件の解決を支援。LIDARのレ
ーザー機器は長時間の使用で加熱され、これが光子の波長を僅かに変化させる。特定の波長を吸収
する従来のシリコン光検出器ではこのような光子を弾くが、ナノテクスチャー技術により広範囲にわた
る波長の光子の吸収が可能に。 
・ また、ナノテクスチャー処理したフレキシブルなシリコンレセプターの湾曲が可能となり、光子捕獲性
能が向上した処理表面と併せて LIDAR システムでの光子の受容角度を拡大。障害物の完全把握が
可能に。 

URL:  
https://engineering.stanford.edu/magazine/article/technique-improve-solar-cells-can-also
-benefit-self-driving-cars  

（関連情報)  

      

Nature Communications 掲載論文(フルテキスト） 

Silicon single-photon avalanche diodes with nano-structured light trapping 

URL:  https://www.nature.com/articles/s41467-017-00733-y  

  

http://news.rice.edu/2017/09/25/filter-may-be-a-match-for-fracking-water/
https://www.nature.com/articles/s41598-017-12499-w
https://engineering.stanford.edu/magazine/article/technique-improve-solar-cells-can-also-benefit-self-driving-cars
https://engineering.stanford.edu/magazine/article/technique-improve-solar-cells-can-also-benefit-self-driving-cars
https://www.nature.com/articles/s41467-017-00733-y


3 

 

48-4 

ｱﾒﾘｶ合衆国・
ジョージア工

科大学 

    2017/10/9 

ウェアラブル熱電発電装置を向上させる新しい回路設計 
(Novel Circuit Design Boosts Wearable Thermoelectric Generators） 

・ ジョージア工科大学が、フレキシブルな導電性ポリマーと、紙に印刷した新しい回路パターンを利用
したウェアラブルな熱電発電デバイスを概念実証。 
・ 同デバイスは、左右対称的でフラクタルな新しい配線パターンにより、用途に応じたエネルギーを供
給するサイズに切り取りが可能。布等のフレキシブルな基板へのインクジェット印刷や安価なロール・
ツー・ロール技術で製造できる。 
・ 標準的な発電装置はフレキシブル性に欠ける無機材料を使用し、そのウェアラブルデバイスでの利
用には有毒性が問題に。また、発電出力が発電素子の 2 側面間の温度差で決まるため、皮膚上の小
さな接触面から十分な熱エネルギーを得ることが難しく、デバイスの内部抵抗が最終的に出力を制
限。 
・ このような課題を解決するため、p 型と n 型のポリマー製のドット数千個が交互に充填されたデバイ
スを設計。インクジェットプリンターによる高い充填密度により、ドットで作るヒルベルト曲線のような配
線パターンが単位面積あたりの熱変換量を増大。ドットの近接配置がインターコネクトの距離を減少さ
せるため、全体の抵抗が低下してデバイスの高い発電出力を達成。 
・ また、同回路設計のフラクタル性と左右対称性により、対称部分の境界で切り取ることで特定のア
プリケーションに必要な量の電力が供給できるため、システムを複雑化してエネルギーを消費する変
換装置が不要になる。 
・ 同デバイスを商用テキスタイルに導入することで、心拍数等を測定する単純なバイオセンサー等の
マイクロ～ミリワット程度の小型センサーに電力を供給できる。 
・ 今後の課題は、湿気からの発電装置の保護と、デバイス着用者の快適性を維持した熱エネルギー
の変換に必要な皮膚への近接程度の特定。 
・ また、今回使用した p 型材料は市販品だが、室温下で少量の温度差で作動する次世代デバイス開
発のためにより優れた n 型ポリマーを開発中。熱電プロセスを逆行させて、電力によりデバイス中で熱
エネルギーを移動させて局所的に冷却するクーリングデバイスも検討中。 

URL:  
http://www.rh.gatech.edu/news/597089/novel-circuit-design-boosts-wearable-thermoelec
tric-generators  

（関連情報)  

      

Journal of Applied Physics 掲載論文(フルテキスト） 

Interconnect patterns for printed organic thermoelectric devices with large fill factors  

URL:  http://aip.scitation.org/doi/10.1063/1.4989589  

48-5 
 

ｱﾒﾘｶ合衆国・
ﾛｰﾚﾝｽﾊﾞｰｸﾚ
ｰ国立研究所

(LBNL) 

    2017/10/18 

1 滴の血液で病気や毒素をスクリーニング                                                                                                                                                             
(Screening for Disease or Toxins in a Drop of Blood) 

・ LBNL の研究者が創業した Newomics Inc.が、１滴の血液から病気や PFCs（パーフルオロ化合物）
などの環境汚染化学物質を迅速かつ正確にスクリーニングするエミッターを製品化。 
・ LBNL が少量の生体サンプル内に存在するタンパク質、ペプチド、その他の分子成分の同定に要す
る時間を大幅に短縮するシリコンチップ「マルチノズル・エミッター・アレイ（MEA：multinozzle emitter 
array）」を開発。MEA は、精密医療で血液や他の生体液中のバイオマーカーを検出するための質量
分析法の感度とスループットを改善するもの。 
・ Newomics Inc.が最初に製品化した M3 エミッターは、従来型エミッターと比較すると感度は 10 倍、
一部の分析物に対しては100倍に。従来、複雑な混合物中のペプチドやタンパク質などの生物学的分
子を分析するための方法として主流だったエレクトロスプレーイオン化質量分析法（ESI-MS）では、分
子試料をイオン化、ミスト状にして、電流によって機械に送り出す際に、エミッターの先端部分がボトル
ネックとなり、低速だった。また、各サンプルを毎回装填し、整列させ、スプレーする必要があり、検査
は高コストに。 
・ これに対して M3 エミッターは、単一のキャピラリーの代わりに、一緒に動作する 8 個以上のノズルを
有する。MEA では、最大 96 個の M3 エミッターが 1 つのチップ上にパッケージングされており、チップ
を通じて溶液を流すと、溶液は液滴状となって噴霧され、液滴中の分子が質量分析計によって検出さ
れ る 。 こ れ に よ り 、 イ オ ン 化 効 率 と 質 量 分 析 の 感 度 は 向 上 。                                                                                                      
・ 糖尿病モニタリングの従来のグルコースや HbA1c に加えて、糖化アルブミンやアポリポタンパク質
などの多くの異なる修飾型のタンパク質の分析が可能に。また、ボトルネックが解消され、スループッ
トが向上したことにより、各サンプルの検査コストは大幅に低減。 
 

URL:  http://newscenter.lbl.gov/2017/10/18/screening-disease-toxins-drop-blood/  

（関連情報)  

      

See how our product works 

Newomics Inc.のホームページ 

URL:  https://www.newomics.com/  

  

http://www.rh.gatech.edu/news/597089/novel-circuit-design-boosts-wearable-thermoelectric-generators
http://www.rh.gatech.edu/news/597089/novel-circuit-design-boosts-wearable-thermoelectric-generators
http://aip.scitation.org/doi/10.1063/1.4989589
http://newscenter.lbl.gov/2017/10/18/screening-disease-toxins-drop-blood/
https://www.newomics.com/
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48-6 

ｱﾒﾘｶ合衆国・
ネブラスカ大
学リンカーン

校 

    2017/10/20 

新しいグラフェンナノリボンがセンサーに前例のない高感度を提供 
(New graphene nano-ribbons lend sensors unprecedented sensitivity) 

・ ネブラスカ大学リンカーン校が、新形態のグラフェンナノリボンを開発。ガスセンサー回路に取り入
れると、高性能の炭素ベース材料の 100 倍の感度で反応。 
・ ガス分子がナノリボン膜の電気抵抗を大幅に変化させることでガスの種類を判別。オンチップのマ
ルチプルセンサーでは、メタノールとエタノール等の化学的にほぼ同質の分子を区別し、高感度と高
選択性を確認。 
・ このような性能の原因が、センサー表面に直立して並ぶナノリボン列の間隔をガス分子が押し広
げ、そこに電子が飛び込んで通電することにあると推測。 
・ バンドギャップを持たないグラフェンは、エレクトロニクスでの利用に導電性の制御が必要。コンピュ
ータ・シミュレーションではグラフェンシートをナノサイズのリボンにトリミングすることでバンドギャップ
ができると予測するが、グラフェンの優れた特性の維持に必要な原子レベルの精密さでの処理が困
難。 
・ そのため、特定の種類の固体表面上で分子を噛み合わせるボトムアップの手法でリボンを作製。こ
れにより、バンドギャップを持つリボンが完成したが、一回に作製できる量が制限される。 
・ 2014 年に同大学が開発した、ナノリボンを溶液中で大量に作製する技術(ただしこれらのナノリボン
は導電性に優れず）を活用し、今回、ナノリボンの両端にベンゼン環を添加してリボンを拡張し、バンド
ギャップを狭めて導電性を向上。 
・ 多様な特性を持たせた多種のグラフェンナノリボン設計が可能であるが、これまで実験的に実証さ
れているのは数種のみ。しかし、合成可能なリボンの理論予測は多くあり、より優れたセンサー特性
等を備えたナノリボンが近い将来に開発可能と考える。 

URL:  
http://news.unl.edu/newsrooms/today/article/new-graphene-nano-ribbons-lend-sensors-
unprecedented-sensitivity/  

（関連情報)  

      

Nature Communications 掲載論文(フルテキスト） 

Laterally extended atomically precise graphene nanoribbons with improved electrical conductivity for 
efficient gas sensing 

URL:  https://www.nature.com/articles/s41467-017-00692-4  

48-7 
ﾄﾞｲﾂ連邦共和
国・ﾌﾗｳﾝﾎｰﾌ
ｧｰ協会(FhG) 

    2017/10/26 

インクジェットプリンターを用いて蛍光チップを作製 
(Making fluorescent chips using an inkjet printer) 

・ フラウンホーファー応用光学・精密機械工学研究所は、産業パートナーと共同で、血液を 1 滴落とす
と数分間でスマートフォンアプリにて疾病の有無を判別できる使い捨て小型チップを開発。疾病の発
見だけでなく、毒素の検出など食物の安全に係る使用にも期待。本チップは、11 月に開催の
Compamed 2017(国際医療機器技術・部品展)にて展示。 
・ 極小チャネルを備えたチップに、従来のインクジェットプリンターを少し修正したものを用いてランプ
と光センサーを刷り込み、本チップを作製。蛍光性のポリマーやナノ粒子を含んだ特別なインクを使用
している点が鍵。 
・ 血液 1 滴をチップに付けると、血液はチップ表面の極小チャネルに導かれて、特殊なアンカー分子
および蛍光染料と混ざり合う。その際、アンカー分子は対象疾患の疾病マーカーのみと結合。蛍光染
料はアンカー分子と疾病マーカーが積み重なった山の上に付着し、ランプにより蛍光染料が発光。光
センサーがこの蛍光に反応する場合、疾病マーカーが存在することになり、対象疾患に罹患している
ことが判明。 
・ 異なる 4 種の特別なインクでランプと光センサーをチップに刷り込むので、同ランプおよび光センサ
ーは、底部から電極、活性ポリマー層、別の電極、フィルター層と、基本的に 4 層となる。ランプの電極
が電流に曝されるとポリマー層が光るが、光センサーはこの光がランプと蛍光染料のどちらからのも
のかについては判別不能。しかし、ランプ最上層のフィルターが青い光だけを通す一方で、蛍光染料
は黄色く光り、光センサーのフィルターは黄色い光だけを通すので、光センサーはランプを刺激する青
い光には左右されないという仕組み。 
・ この類の蛍光検査は大がかりで高価な装置を必要としてきたが、インクジェットプリンターでプリント
を行うことで、蛍光センサー製造のコスト効率を早期に効果的に推進。チップだけの製造なので、ロー
ル・ツー・ロール技術による大量生産も可能。 

URL:  
https://www.fraunhofer.de/en/press/research-news/2017/October/making-fluorescent-c
hips-using-an-inkjet-printer.html  

  

http://news.unl.edu/newsrooms/today/article/new-graphene-nano-ribbons-lend-sensors-unprecedented-sensitivity/
http://news.unl.edu/newsrooms/today/article/new-graphene-nano-ribbons-lend-sensors-unprecedented-sensitivity/
https://www.nature.com/articles/s41467-017-00692-4
https://www.fraunhofer.de/en/press/research-news/2017/October/making-fluorescent-chips-using-an-inkjet-printer.html
https://www.fraunhofer.de/en/press/research-news/2017/October/making-fluorescent-chips-using-an-inkjet-printer.html
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【電子・情報通信分野】  

48-8 

ｱﾒﾘｶ合衆国・
ﾏｻﾁｭｰｾｯﾂ工
科大学(MIT) 

    2017/10/10 

胃腸管の動きを検知するフレキシブルセンサー 
(Flexible sensors can detect movement in GI tract) 

・ MIT とブリガム&ウィーメンズ病院が共同で、丸めて飲み込むと胃壁や腸内層に張り付いて消化管
の律動収縮を測定するフレキシブルセンサーを開発。胃腸障害の診断や肥満症治療における食品摂
取量のモニタリングの一助となる。 
・ 同センサーは機械的な歪みが加わると電流と電圧を発生する圧電材料をベースにしたもので、人
間の皮膚に類似した弾性のポリマーを使用。 
・ シリコンウェハー上に、圧電材料である PZT(圧電セラミクス）表面に金電極、その裏面にプラチナ電
極を配置した電子回路を作製。その後ウェハーから電子回路を取り外し、フレキシブルなポリマーの
ポリイミドにプリント。サイズは 2X2.5cm で、飲み込んだ後に溶解するカプセルに丸めて格納できる。 
・ 豚による実証実験にて、同センサーは内視鏡による輸送後胃壁に張り付き、外部ケーブルを通じて
圧電材料が発生する電圧量を送信。この情報から胃壁の収縮度合いの計算や固形・液体食品摂取
を判別。電気的・機械的劣化無く最高で 2 日間胃の中で維持できることを初めて実証。 
・ このタイプのセンサーは、嚥下困難やむかつき等の原因となる、消化管の運動性を損なう消化器疾
患の診断を容易にする。 
・ 今後は、圧電材料の発電エネルギーを部分的に捕獲して他のセンサーやワイヤレス・トランスミッタ
ーに電源を供給(電池不要のため安全性が向上）するデバイスを視野に開発を継続。 

URL:  http://news.mit.edu/2017/flexible-sensors-can-detect-movement-gi-tract-1010  

（関連情報)  

      

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

Flexible piezoelectric devices for gastrointestinal motility sensing 

URL:  https://www.nature.com/articles/s41551-017-0140-7  

48-9 

 

ｱﾒﾘｶ合衆国・
ブラウン大学 

    2017/10/19 

テラヘルツ分光がナノスケールに 
(Terahertz spectroscopy goes nano) 

・ ブラウン大学が、レーザーテラヘルツ顕微鏡(laser terahertz emission microscopy: LTEM)の分解能
を 1,000 倍向上。 従来の LTEM の分解能、数十μが、新技術により 20nm に。 
・ これには、赤外線顕微鏡の分解能向上の技術を応用。僅か数十 nm の先端の金属探針が画像化
対象の試料表面を走査する同技術では、試料が照射されると微量の光が探針先端の下に直接捕獲
され、探針先端サイズとほぼ同等の分解能で画像化。先端を動かして試料全体の超高分解能画像の
撮像もできる。 
・ テラヘルツ照射により 20nm の分解能で金ナノロッド 1 個の画像化に成功。前例のない精細さで、物
質の電気特性の特定が可能になると考える。 
・ テラヘルツ照射は、半導体、超伝導体、ワイドバンドギャップ絶縁体や集積回路等の研究に使用さ
れており、このような個別のナノ構造レベルの実現は極めて重要。 
・ 幅広い利用法が考えられるが、例として、ペロブスカイト太陽電池の研究では新技術の分解能によ
り電池内の電荷の移動を制限している各結晶粒界を調べて電池の最適化を図ることが可能に。 

URL:  https://news.brown.edu/articles/2017/10/teranano  

（関連情報)  

      

ACS Photonics 掲載論文(アブストラクトのみ：全文は有料） 

Nanoscale Laser Terahertz Emission Microscopy 

URL:  http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/acsphotonics.7b00870  

  

http://news.mit.edu/2017/flexible-sensors-can-detect-movement-gi-tract-1010
https://www.nature.com/articles/s41551-017-0140-7
https://news.brown.edu/articles/2017/10/teranano
http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/acsphotonics.7b00870
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48-10 

シンガポール
国立大学

(NUS) 

    2017/10/20 

NUS 開発の新「コンバーター」がナノスケールでの超高速データ処理におけるブレイクスルーを予告 
(Novel “converter” invented by NUS scientists heralds breakthrough in ultra-fast data processing at 
nanoscale) 

・ NUS が、ナノエレクトロニクスでの高周波データ処理と送信で高速・微小サイズのプラズモンの利用
を可能にする「コンバーター」を開発。 
・ 高度な電子デバイスでは光子を利用して情報送信を行うが、光子はサイズが大きく、高度なナノエ
レクトロニクスシステムの多くで利用が制限される。 
・ 光子が照射された金属表面上で振動する電子の波であるプラズモンは、ナノエレクトロニクスでの
破壊的技術として期待されている。光子と同等の速度(光の速度でも移動）を有し、サイズが極めて小
さいため、ナノエレクトロニクスへの統合に理想的とされるが、これまでに成功例はなかった。 
・ 今回開発したトランスデューサーは、電子が電極間を移動するトンネリングによりプラズモンを励起
し、ワンステップで電気信号を直接プラズモニック信号に変換(その逆も同様）。これにより、チップ稼働
速度向上とエネルギー損失低減が図れる。 
・ 同トランスデューサーは、サイズが光学素子の 1/10000 で、既存の技術に直ちに導入でき、将来的
に多様なアプリケーションでの利用が見込める。 
・ 電子で光を発生させてプラズモンを励起する 2 段階のプロセスに比してワンステップで信号変換で
きる同技術では、マルチステップや大型の光学素子の必要性からナノエレクトロニクスとの統合を複
雑化する光源が不要。 
・ 研究室での実験では、10%超の電子-プラズモン変換効率を確認。これは過去の報告例の 1,000 倍
超。 

URL:  http://news.nus.edu.sg/press-releases/converter-ultra-fast-processing-nanoscale  

（関連情報)  

      

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

Highly efficient on-chip direct electronic–plasmonic transducers 

URL:  https://www.nature.com/articles/s41566-017-0003-5  

48-11 
 

ﾄﾞｲﾂ連邦共和
国・ﾌﾗｳﾝﾎｰﾌ
ｧｰ協会(FhG) 

    2017/10/26 

フラウンホーファー生物医学技術研究所等は未成年被害者を特定できるスマートフォン・コンパチブ
ルな携帯超音波スキャナーを開発 
(Fraunhofer IBMT and partners have developed a portable, smartphone-compatible ultrasound scanner 
that can identify underage victims) 

・ フラウンホーファー生物医学技術研究所は、携帯用の非侵襲性超音波スキャン装置を開発。この
装置を含むシステムは、不法に国境を越えようとする未成年被害者を識別し、人身売買を発見、阻止
するために設計されたもの。PRIMSA プロジェクトによる本システムは、MEDICA 2017 国際医療機器展
で発表された。 
・ 若い移民の年齢を見極めることは非常に難しく、現時点で唯一合法で適用可能な方法は、イオン化
した X 線による対象者の骨構造分析だが、これは侵襲的方法とみなされ、裁判所命令なしには実施
不可。 
・ 本システムは、超音波測定にて法廷年齢に達したかどうかを決定するので、非侵襲的であり、裁判
所命令は不要。同システムでは、手首と成長板の骨化した箇所を超音波が通過する際の音速を測
定、分析。成人期の判定に最も関連性がある骨格特徴は、尺骨ととう骨の下端にあり、通常、女性で
は尺骨は 14～17 才、とう骨は 16～18 才で完全に発達。男性では 16、17～20 才で成長完了。特に若
い女性は、成長板の骨化の程度が骨格の成熟度を示す。 
・ 本装置は、安価な単一チャネルの超音波装置であり、手首に巻きつけてテストするもの。ワイヤレ
スインターフェイスにて、スマートフォン等のモバイル機器に測定データを直接送信し、分析。使用者
のモバイル機器に画像で結果が示され、犯罪疑惑の程度は信号機の色で表示される。装置の操作と
測定結果の判定に訓練は不要。 
・ 従来の超音波計測システムは、超音波周波数が高すぎて上記の用途には不向きなので、本スキャ
ナー用に、低周波の超音波を使って伝送・反射測定を実現させる電子技術を展開。データ転送先の
端末装置は家電デバイスなので、高価な特製電子技術は不要であり、開発費を抑え購入価格を下げ
ることが可能に。 
・ 本システムの設計と使用については、社会的・心理学的見地からも協力団体の査定を受けており、
技術面については、CEMEC – Intelligente Mechanik GmbH と共同で開発。政府機関の協力により、
現場のニーズも考慮。 

URL:  
https://www.fraunhofer.de/en/press/research-news/2017/October/medica-2017-fraunho
fer-presents-portable-ultrasound-scanner.html  

（関連情報)  

      

PRIMSA 研究プロジェクト HP (トップページのみ英語) 

PRIMSA:  Prävention und Intervention bei Menschenhandel zum Zweck sexueller Ausbeutung 

URL:  https://primsa.eu/home-en/  

  

http://news.nus.edu.sg/press-releases/converter-ultra-fast-processing-nanoscale
https://www.nature.com/articles/s41566-017-0003-5
https://www.fraunhofer.de/en/press/research-news/2017/October/medica-2017-fraunhofer-presents-portable-ultrasound-scanner.html
https://www.fraunhofer.de/en/press/research-news/2017/October/medica-2017-fraunhofer-presents-portable-ultrasound-scanner.html
https://primsa.eu/home-en/
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【ロボット・AI 技術分野】  

48-12 

ｱﾒﾘｶ合衆国・
ワシントン大

学(UW) 

    2017/10/18 

フレキシブルな「皮膚」がせん断応力の感知でロボットや人工義肢の日常活動を支援 
(Flexible ‘skin’ can help robots, prosthetics perform everyday tasks by sensing shear force)  

・ UW とカリフォルニア大学ロサンゼルス校(UCLA)が共同で、生体に着想を得たフレキシブルなセン
サースキンを開発。 
・ ロボットのボディや人工義肢のあらゆる箇所で引き伸ばせ、物体の把持と操作に重要なせん断応
力と振動の情報を正確に伝達できる。 
・ 物体表面を滑らせたり、様々な手触りを区別する際に引張力と圧縮力を感知する人間の指の働き
を模倣した同ロボットセンサースキンは、人間の皮膚と同等の精度と感度で触感情報を測定。外科手
術、工場での作業から台所掃除まで、ロボットの性能を大幅に向上させる可能性が期待。 
・ 現在、ロボットハンドや人工義肢は、不完全な情報である視角的刺激(ビジュアルキュー）に基づい
て作動するが、物体の精巧な操作にはせん断応力の感知能力が必要。 
・ 従来の触覚センサー設計では、垂直抗力、せん断応力、振動のいずれかに着目するが、精巧な操
作は複合的なアプローチを要する動的なプロセス。同センサースキンでは、それらの要素を全て取り
入れ、ロボット性能を向上させる機械学習に基づく手法の新たな可能性を多大に創出。 
・ ストレッチャブルな同スキンセンサーは、水泳用ゴーグルで使用されるシリコンゴム製。このシリコン
に埋め込まれた微細な蛇行チャネル(人間の毛髪の半分ほどのサイズ）には導電性液体金属が流
れ、同センサーを引き伸ばしても固体ワイヤの様に折れたり劣化したりしない。 
・ ロボットの指やエンドエフェクタに装着された同センサーでは、人間の指が物体の表面をなぞると爪
床の片側が隆起し、もう一方の側は張力を受けて張り詰める仕組みをマイクロ流体チャネルにより模
倣。チャネル形状の変化により、そこを流れる電気量も変化するため、この電気抵抗の差を計測して
ロボットの指が感知するせん断応力と振動に相関させる。 
・ 物体との接触の可能性が高い指の部分から離れた場所に同センサーを配置することで、通常の押
す力とせん断応力の区別を容易化。これは他のスキンセンサーでは困難だった。 
・ 同センサーでは、ドアの開放や握手等の軽度接触のアプリケーションで高レベルの精度と感度を実
証。直近の実験では人間の指の性能を超える 1 秒毎に 800 回の振動数を検出できた。 

URL:  
http://www.washington.edu/news/2017/10/17/flexible-skin-can-help-robots-prosthetics-
perform-everyday-tasks-by-sensing-shear-force/  

（関連情報)  

      

Sensors and Actuators A: Physical 掲載論文(アブストラクトのみ：全文は有料） 

Bioinspired flexible microfluidic shear force sensor skin 

URL:  http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0924424717304673?via%3Dihub  

【環境・省資源分野】  

48-13 

英国・リバプ
ール大学 

    2017/10/6 

CO2 とメタンから液体燃料と化学物質への直接転換のブレイクスルーを達成   
(Breakthrough in direct activation of CO2 and CH4 into liquid fuels and chemicals) 

・ リバプール大学が、二酸化炭素(CO2)とメタン(CH4)を高付加価値の液体燃料や酢酸やメタノール
等の化学物質に室温・常圧下でワンステップで直接転換する、プラズマ合成プロセスを開発。 
・ CO2 や CH4 のような安定した不活性分子の液体燃料等への直接転換には、従来、エネルギー集
約的な高温合成ガス生成プロセスや、化学合成のための高圧合成ガスプロセスが必要。 
・ 新しいワンステッププロセスでは、大気圧ノンサーマル・プラズマ・リアクターと水電極を使用。ノンサ
ーマル・プラズマが熱力学的な障壁を取り除き、低エネルギーで CO2 と CH4 を直接改質。プラズマ化
学プロセスに触媒(plasma-catalysis)を導入することで、目的とする化学物質の選択性を調整できる。 
・ 物質の第４の状態であるプラズマは帯電したガス混合体で、熱力学的に不利な反応を周囲条件下
で発生させるユニークな方法を提供。燃料や化学物質の合成方法の代替として期待されている。 
・ ノンサーマル・プラズマでは、低いガス温度(最低で室温）を維持しながら、電子が通常の電子温度
の 1～10eV で高度に活発化。これは CO2 や CH4 の不活性分子の活性化とラジカルや励起原子等の
様々な化学的反応種の生成に充分な温度で、これらの反応種が多様な反応を起こす。 
・ 同プラズマシステムはスケールアップ・ダウン共に可能で、プラズマプロセスでの高反応速度と迅速
な状態安定化により、他の熱的プロセスに比して急速作動・停止が可能。これにより、全体的なエネル
ギーコストを低減するだけでなく、風力や太陽光等の再生可能エネルギー電源を利用した効果的な独
立・分散型化学的エネルギー貯蔵システムとしてのプラズマプロセスの可能性をも提供。 
・ また、現在燃焼処理しているメタンを貯蔵や輸送が容易な液体燃料等に転換することで、油田やガ
ス田からのガスフレアの問題解決が期待できる。 

URL:  
https://news.liverpool.ac.uk/2017/10/06/breakthrough-in-direct-activation-of-co2-and-c
h4-into-liquid-fuels-and-chemicals-2/  

（関連情報)  

      

Angwandte Chemie 掲載論文(フルテキスト） 

One-Step Reforming of CO2 and CH4 into High-Value Liquid Chemicals and Fuels at Room 
Temperature by Plasma-Driven Catalysis 

URL:  http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/anie.201707131/full  

  

http://www.washington.edu/news/2017/10/17/flexible-skin-can-help-robots-prosthetics-perform-everyday-tasks-by-sensing-shear-force/
http://www.washington.edu/news/2017/10/17/flexible-skin-can-help-robots-prosthetics-perform-everyday-tasks-by-sensing-shear-force/
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0924424717304673?via%3Dihub
https://news.liverpool.ac.uk/2017/10/06/breakthrough-in-direct-activation-of-co2-and-ch4-into-liquid-fuels-and-chemicals-2/
https://news.liverpool.ac.uk/2017/10/06/breakthrough-in-direct-activation-of-co2-and-ch4-into-liquid-fuels-and-chemicals-2/
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/anie.201707131/full
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48-14 
欧州連合

（EU） 
CORDIS 

    2017/10/19 

マメ科植物が植木鉢に生まれ変わる                                                                                                                                                                               
(Legumes see new life in flowerpots) 

・ ヨーロッパの食品産業は、毎年数百万トンの野菜の残滓やエンドウ豆、ソラ豆、レンズ豆のようなマ
メ科植物を廃棄処分に。イタリアで、これらを革新的でエコフレンドリーな材料であるバイオプラスチッ
クに変換する方法を開発。 
・ 本研究では、タンパク質や繊維が豊富に含まれている野菜の残滓を洗浄した後、粉砕し、特殊な溶
液と混合。タンパク質は緩衝液に溶け、液体部分と固体の繊維質部分とに分離。繊維質部は複合材
料として、タンパク質はバイオプラスチックの基礎成分として、それぞれ使用が可能。タンパク質抽出
液には残留塩が含まれる可能性はあるが、タンパク質成分の割合は約 80％と非常に高く、このことは
最終材料であるバイオプラスチックの性能と特性の改善のためには重要。 
・ ポリマーの一種、タンパク質、繊維を混合し、加熱プロセスを経て、顆粒状に。顆粒を溶解し、植木
鉢の型に投入。植木鉢は完全に生分解性で、土に埋めると、3〜4 ヶ月で分解される。また、堆肥とし
て一般家庭での使用（ホームコンポスト）が可能。 
・ 本プロジェクトでは、手始めに植木鉢のサンプル 1,000 個を作製。生産に問題がないことが確認され
たため、今後はエコ農家や一般需要家のニーズを探る方針。将来的に、バイオプラスチックの用途
は、農業や食品包装まで多方面に及ぶと期待。 

URL:  http://ec.europa.eu/research/infocentre/article_en.cfm?artid=46137  

48-15 

中華人民共
和国・中国科
学院(CAS) 

    2017/10/20 

研究者は効率的なニトロ基還元のために貴金属フリーの触媒を開発                                                                                                                       
(Researchers Develop Noble Metal Free Catalyst for Efficient Nitro Reduction) 

・ 触媒を使用して行うニトロ基還元はほとんどの場合、貴金属触媒に依拠しているが、貴金属の希少
性、コストの高さ、耐久性の低さが、触媒としての用途への大きな障害に。 
・ 中国科学院の福建省物質構造研究院（FJIRSM）は、ニトロ化合物の選択的還元のために、地球上
に豊富に賦存し、不活性である TiO2（二酸化チタン）と炭素をベースにした高効率、高安定、費用対効
果の高い触媒を開発。                                                                                                                                                     
・ 同触媒の合成にあたり、C3N4（カーボンナイトライド）を多官能性構造指向剤として使用。C3N4 は、
TiO2 の形状、大きさ、結晶相を制御する機能のほか、TiO2 とカーボンナノシートへのドーピングのた
めの窒素源としても機能。酸素空孔がニトロ基の吸着と活性化を促進し、窒素ドーパントがニトロ基の
水素化を促進。 
・ 窒素がドーピングされた TiO2@カーボンナノシートは、N-TiO2@C 触媒として、選択的ニトロ基還元
において、Au（金）ベースの触媒に匹敵する非常に効率的な触媒性能と、触媒反応での長期間の耐
久性を示した。 

URL:  http://english.cas.cn/newsroom/research_news/201710/t20171020_184381.shtml  

（関連情報)  

      

ACS Catalysis(アブストラクトのみ：全文は有料） 

Design Synthesis of Nitrogen-Doped TiO2@Carbon Nanosheets toward Selective Nitroaromatics 
Reduction under Mild Conditions 

URL:  http://pubs.acs.org/doi/10.1021/acscatal.7b02322  

  

http://ec.europa.eu/research/infocentre/article_en.cfm?artid=46137
http://english.cas.cn/newsroom/research_news/201710/t20171020_184381.shtml
http://pubs.acs.org/doi/10.1021/acscatal.7b02322
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【バイオテクノロジー分野】  

48-16 

ｱﾒﾘｶ合衆国・
ｱﾙｺﾞﾝﾇ国立
研究所(ANL) 

    2017/10/2 

紫色のパワー：合成「紫膜」が太陽光を水素燃料に変換                                                                                                                                           
(Purple power: Synthetic ‘purple membranes’ transform sunlight to hydrogen fuel) 

・ ANL は、太陽光を水素に転換することが可能な、合成バイオナノ材料である「合成紫膜」を開発。合
成紫膜には、脂質、人工タンパク質、半導体ナノ粒子といった微小有機化合物であるナノディスクが含
まれ、環境に優しく、カドミウムを含まない。 
・ 同研究所は同膜の作製にあたり、合成して生成されたバクテリオロドプシンというタンパク質を主成
分とする人工テンプレートを使用。同タンパク質は、ユタ州の Great Salt Lake や Yellowstone 国立公園
で紫色の水柱として湧き出す熱水泉のような極度に高塩濃度の環境に住む、古代の単細胞生物。通
常はハロバクテリウムサリナルムの薄膜に生息。バクテリオロドプシンはバクテリア内で、可視光から
のエネルギーを使用して細胞膜全体にプロトンを励起し、生物が化学エネルギーを生成し、蓄積する
ために用いる電気勾配を作り出す。天然の紫膜は、同タンパク質を使用して光からエネルギーを捕
集。 
・ 合成紫膜の作製にあたり、薄膜タンパク質の合成に最低限必要な重要細胞要素であるナノディス
ク、タンパク質をエンコードする合成 DNA、アミノ酸を含むタンパク質製造に必要な他の生物学的成
分、分離されたリボソームタンパク質製造機器を使用。ナノディスクは、バクテリオロドプシンをサポー
トして機能させるための生体膜を模倣したものを使用。 
・ 合成紫膜を作製した後、そこに二酸化チタンのナノ粒子を組み込むと、天然の紫膜と同様、または
それを上回る効率で、光からのエネルギーを使用して水素の生成に成功。これは、人工タンパク質修
飾された二酸化チタンが可視光を吸収し、光のエネルギーを使用して電子を生成し、助触媒の表面上
のプロトンと相互作用したことによるもの。 
・ 本研究は、太陽光のうちの僅か約 4％を占めるに過ぎず、環境にとって有害な紫外線ではなく、半
導体を使用して可視光からエネルギーを生成することに着目したもの。 

URL:  
http://www.anl.gov/articles/purple-power-synthetic-purple-membranes-transform-sunligh
t-hydrogen-fuel  

（関連情報)  

      

ACS NANO 掲載論文(アブストラクトのみ：全文は有料） 

Cell-Free Synthetic Biology Chassis for Nanocatalytic Photon-to-Hydrogen Conversion 

URL:  http://pubs.acs.org/doi/full/10.1021/acsnano.7b01142  

【蓄電池・ｴﾈﾙｷﾞｰｼｽﾃﾑ分野】  

48-17 
 

ｱﾒﾘｶ合衆国・
ライス大学 

    2017/10/2 

アスファルトがリチウムイオン蓄電池の高速充電を可能に 
(Asphalt helps lithium batteries charge faster) 

・ ライス大学が、アスファルトを使用した多孔性の炭素から構成するアノード(負極)を開発。 
・ 500 回の充放電サイクル後も高安定性と 20mA/㎠の高電流密度を示し、5 分でフル充電可能(従来
は 2 時間）。高電力密度を必要とする高速充放電デバイスの実現が期待。 
・ 同大学の過去の研究(天然ガスからの CO2 を捕獲）において使用した未処理ギルソナイトを導電性
のグラフェンナノリボンと混ぜ合わせ、電気化学析出によりリチウム金属でコーティングして負極を作
製。 
・ この負極に硫化炭素正極を組合せた蓄電池で試験を実施した結果、1,322W/kg の高電力密度と
943Wh/kg の高エネルギー密度を確認。また、短絡や発火の原因となるデンドライトの形成をアスファ
ルト由来の炭素が回避することを確認。 
・ アスファルト由来の炭素は、単位面積あたりのリチウム金属吸収量が多く、CVD 法やグラフェンから
のナノチューブ成長等の複雑なプロセスは不要で、製造が極めて容易で安価。 

URL:  http://news.rice.edu/2017/10/02/asphalt-helps-lithium-batteries-charge-faster-2/  

（関連情報)  

      

ACS NANO 掲載論文(アブストラクトのみ：全文は有料） 

Ultrafast Charging High Capacity Asphalt–Lithium Metal Batteries 

URL:  http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/acsnano.7b05874  
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