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【ﾅﾉﾃｸﾉﾛｼﾞｰ・材料分野】  

29-1 

ｱﾒﾘｶ合衆国・
カリフォルニ
ア大学サンデ
ィエゴ校
(UCSD) 

    2016/11/2 

最短時間で自己修復するデバイスを印刷する磁気インクを開発 
(Engineers Develop New Magnetic Ink to Print Self-Healing Devices That Heal in Record Time) 

・ UCSD が自己修復型磁気インクを新たに開発。 
・ 同インクの主要成分は磁場により特定方向に配列したマイクロ粒子であるため、裂け目の両端の
粒子が磁気的に引き合うことで、同インクでプリントしたデバイスが自己修復する。自己修復システム
分野では最高記録の最大で幅 3mm の裂け目を修復。 
・ 既存の自己修復材料では修復プロセスを引き起こすための外部誘発を要し、修復には数分から数
日間かかる。 
・ 同インクによるシステムには外部誘発が不要で 50 ミリ秒(0.05 秒)で修復が完了。 
・ 同インクでプリンテッド蓄電池、電気化学センサーやウェアラブル電子回路等を作製し、デバイスの
同じ個所に切り込み 9 回、同じデバイスで異なる 4 カ所に損傷を与えたが、それらのデバイスは自己
修復し、導電性を最小限損失しただけで機能を回復できた。 
・ T シャツの袖に同インクで回路をプリントし、LED ライトとコイン型電池に接続したテストでは、プリン
トした回路と布地を切り込むと LED は消灯したが、回路が自己修復して再接続して導電性を回復し、
数秒後に点灯した。 
・ 同インクは、ネオジムから成る磁石の微粒子で構成。微粒子同士の引き合いが数 mm 幅の裂け目
を塞ぐことから、微粒子のサイズよりも大きな磁場が自己修復特性の鍵。微粒子は導電性を有し安価
であるが、電気化学的特性には優れないためセンサー等での利用が困難。これにはカーボンブラック
(炭素微粒子）を添加することで対処。 
・ 微粒子の磁場が相互にキャンセルしあうことで修復特性を失ってしまうため、外部磁場の存在下で
インクをプリントして、プリントしたデバイスの末端に 2 つの反対極を持たせて微粒子が永久磁石の挙
動をするよう自己配列させた。 
・ 多様なアプリケーションのために様々な成分でインクの製造を考える。また、研究室での実験前に、
多様な自己修復インクの配合をテストするコンピュータシミュレーションの開発も予定。 

URL:  
http://ucsdnews.ucsd.edu/pressrelease/engineers_develop_new_magnetic_ink_to_print_self_hea
ling_devices_that_heal  

(関連情報）  

      

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

All-printed magnetically self-healing electrochemical devices 

URL:  http://advances.sciencemag.org/content/2/11/e1601465  

  

 

《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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29-2 

欧州・グラフェ
ンフラッグシッ

プ 

    2016/11/7 

グラフェンバルーンが色彩を示す 
(Graphene balloons show their colors) 

・ Graphene Flagship の研究者らが、電子書籍ディスプレイやその他低電力スクリーンのカラー画素に
グラフェンを使用する方法を発見。 
・ シリコンを切り込んだ円形の刻み目の上端に原子 2 つ分の厚みのグラフェン二重層を配置したグラ
フェンバルーンデバイスを作製。このグラフェン膜はキャビティの内側に空気を含んでおり、内外の圧
力差を用いて膜の位置を移動可能。膜がシリコンに近づけば青色になり、離れれば赤色を示す。膜が
極度に変形すると、その色は不均質になり円環（ニュートンリング）が発現。 
・ この色変化は、キャビティ底部と上部の膜から反射された光波の間の干渉により生じるものであり、
この光の干渉現象を用いて色の制御が可能。 
・ 現在シリコン材料でできている干渉変調（IMOD）ディスプレイをグラフェンベースで作製できれば、デ
バイス性能（電力消費量・画素の反応時間・故障率等）を劇的に改良できる見込み。 
・ バルセロナで開催される Mobile World Congress 2017 にスクリーンのプロトタイプを出展予定。 

URL:  http://phys.org/news/2016-11-graphene-balloons.html  

(関連情報）  

      

Nano Letters 掲載論文(アブストラクトのみ：全文は有料） 

Colorimetry Technique for Scalable Characterization of Suspended Graphene 

URL:  http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/acs.nanolett.6b02416  

29-3 

英国・ケンブリ
ッジ大学 

    2016/11/25 

環境にやさしいグラフェン織物がウェアラブルエレクトロニクスを可能に 
(Environmentally-friendly graphene textiles could enable wearable electronics) 

・ ケンブリッジ大学等が、グラフェンからできたインクを綿繊維に注入して導電性の綿織物を製造する
低コストで持続可能かつ環境に優しい方法を開発。 
・ 綿繊維にしっかりくっつくようグラフェンフレークのインクを化学的に修飾し、綿を有色色素で染める
方法と同様のやり方で生地に付着。さらに熱処理を施すことにより、修飾グラフェンの導電性を向上。 
・ 浮遊状態の個々のグラフェンシートで形成されたこの薄くて均一な導電性ネットワークは、動きによ
り引き起こされる歪みを高感度で検出でき、ウェアラブルな歪みセンサーとして応用可能。通常の洗濯
機で 10 回以上洗っても最大 500 回の運動サイクルを検出できる耐水洗性も備える。 
・ 健康技術・高性能スポーツウェア・軍隊用衣類・ウェアラブルな技術／コンピューティング・ファッショ
ン等多岐にわたる分野での活用に期待。 

URL:  
https://www.cam.ac.uk/research/news/environmentally-friendly-graphene-textiles-could-en
able-wearable-electronics  

(関連情報）  

      

Carbon 掲載論文(アブストラクトのみ：全文は有料） 

Environmentally-friendly conductive cotton fabric as flexible strain sensor based on hot press reduced 
graphene oxide 

URL:  http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0008622316309071  

29-4 

ｱﾒﾘｶ合衆国・
ﾛｰﾚﾝｽﾊﾞｰｸﾚ
ｰ国立研究所

(LBNL) 

    2016/11/29 

輝く結晶が汚染飲料水を検知して浄化 
(Glowing Crystals Can Detect, Cleanse Contaminated Drinking Water) 

・ ラトガース大学等の合同研究チームが、鉛や水銀等の重金属と結合する発光金属有機構造体
(luminescent metal-organic framework: LMOF)を開発し、その結晶構造を LBNLの放射光施設(ALS)
で確認。汚染水源を特定・浄化する新たなツールとなる可能性。 
・ 今回実験を行った LMOF のうちの一種は、重金属と軽金属の試験混合物に含まれる水銀の 99%超
を30分以内に選択的に除去。同チームによれば、同LMOFによる毒性重金属の検知・捕獲（すなわち
「吸着」）性能は、他の MOFを上回る。 
・ 同 LMOF は、炭素、水素、酸素、窒素、亜鉛を含む結晶構造に蛍光リガンドを組み込んだもの。蛍
光リガンドが重金属と結合すると、発光が停止。実験の結果、これらのLMOFは重金属と強く結合する
一方で、マグネシウムやカルシウム等の軽金属との結合は弱いため、選択的に機能することが判明。
再利用も可能で、3 サイクル使用後まで性能が低下しない。 
・ 今後はさらに低コストで耐久性の高い LMOFの探求と、ポリマーとの混合による水浄化フィルターの
開発に取り組む。また、実際の汚染水源での検証も実施したい考え。 

URL:  http://newscenter.lbl.gov/2016/11/29/glowing-crystals-cleanup-water/  

(関連情報）  

      

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

Highly Efficient Luminescent Metal–Organic Framework for the Simultaneous Detection and Removal 
of Heavy Metals from Water 

URL:  http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/acsami.6b10890?journalCode=aamick  

  

http://phys.org/news/2016-11-graphene-balloons.html
http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/acs.nanolett.6b02416
https://www.cam.ac.uk/research/news/environmentally-friendly-graphene-textiles-could-enable-wearable-electronics
https://www.cam.ac.uk/research/news/environmentally-friendly-graphene-textiles-could-enable-wearable-electronics
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0008622316309071
http://newscenter.lbl.gov/2016/11/29/glowing-crystals-cleanup-water/
http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/acsami.6b10890?journalCode=aamick
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【電子・情報通信分野】  

29-5 

オーストリア・
ウィーン工科
大学(TU 
WIEN) 

    2016/10/20 

量子のガス検出器 
(The quantum sniffer dog) 

・ TU WIEN が、単一コンポーネントにレーザーと検出器の両方を備えた微細な量子カスケードセンサ
ーを新たに開発。赤外線の照射と検出に同一微細構造が使用できる。 
・ 同センサーは異なる材料の高性能レイヤードシステムから構成。適正な材料とレイヤーの厚さを条
件に、印加によりあるレイヤーから次のレイヤーへと電子が移動する際に損失するエネルギーが光と
して放出されて赤外線ビームとなる。 
・ 0.5mm を下回る直径の円形の特性が特定の波長でのレーザー放出を確実にする。ガスは特定量
の赤外線のみを吸収するものが多いため、ガスの化学分析に最適。 
・ 2 つの円心環量子カスケードリングが(作動モードによって）微妙に異なる波長でも光を放出し検出
する。リングの 1 つから放出されたレーザー光がガスを通って鏡に反射し、もう一方のリングは反射し
た光を受けてその強度を測定。2 つのリングは即時に切り替わり、次の測定に備える。 
・ 同センサーの試験では、名称と共に化学組成も酷似するイソブテンとイソブタンガスを正確に特定
できた。 
・ レーザーと検出器を一つにまとめることで、極めてコンパクトなセンサーや、異なる波長で同時に作
動できる単一チップ上のマイクロセンサークラスター等、環境技術から医療分野までアプリケーション
の可能性が広がる。 

URL:  https://www.tuwien.ac.at/en/news/news_detail/article/124425/  

(関連情報）  

      

ACS Photonics 掲載論文(アブストラクトのみ：全文は有料） 

Remote Sensing with Commutable Monolithic Laser and Detector 

URL:  http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/acsphotonics.6b00603  

29-6 
 

ｱﾒﾘｶ合衆国・
ﾉｰｽｶﾛﾗｲﾅ州
立大学(NC 

State) 

    2016/11/1 

電気でコンクリート中の水を追跡して潜在的な問題を特定 
(New Tech Uses Electricity to Track Water, ID Potential Problems in Concrete) 

・ NC State が、コンクリートに含まれる水の動きを追跡する新技術を開発。潜在的な問題の事前の把
握に役立つ。 
・ コンクリート中の水分はそれ自体がコンクリートを劣化させる原因となり、また塩化ナトリウム等他の
化学物質を含有してコンクリートと下部鉄筋構造の腐食を促進させる。 
・ 微小な電流を使用する電気イメージング技法で、従来技術よりも迅速、安全、安価に水の動き、場
所、速さ、量や、き裂や損傷が水の動きに与える影響を特定し追跡。 
・ X 線や中性子照射といった従来技術では大型サンプルで利用できないことや、高いコスト、健康や
安全性へのリスク等の課題があった。 
・ 同電気イメージング技法では、対象となる構造体の周りに複数の電極を設置して、コンピュータプロ
グラムが一回につき 2 本の電極間に、多数の可能な電極組合せ間を循環して微小電流を通す。電極
間通電毎にコンピュータが構造体の全電極の電気ポテンシャルを観察して記録。その後独自のソフト
ウェアで導電性の変化を演算し、コンクリート中の水の 3D 画像を作製する。 
・ 同イメージングシステムのプロトタイプを研究室で試験し、X線や中性子照射では大きすぎて分析不
可能なコンクリートサンプルの水の動きの画像を正確に記録。また、従来方法では困難で時間がかか
っていたコンクリート中のき裂を通した水の動きも観察。 
・ 同イメージングシステムは、研究室用に販売可能。また、民間部門と協力してオンサイトツール用に
スケールアップしたいと考えている。 

URL:  
https://news.ncsu.edu/2016/11/new-tech-uses-electricity-to-track-water-id-potential-pro
blems-in-concrete/  

(関連情報）  

      

Cement and Concrete Research 掲載論文(アブストラクトのみ：全文は有料） 

Can Electrical Resistance Tomography be used for imaging unsaturated moisture flow in 
cement-based materials with discrete cracks? 

URL:  http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0008884616304537  

(関連情報）  

      

International Journal of Heat and Mass Transfer 掲載論文(アブストラクトのみ：全文は有料） 

Quantitative electrical imaging of three-dimensional moisture flow in cement-based materials 

URL:  http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S001793101630847X  

(関連情報）  

      

Transport in Porous Media 掲載論文（アブストラクトのみ：全文は有料） 

Three-Dimensional Electrical Impedance Tomography to Monitor Unsaturated Moisture Ingress in 
Cement-Based Materials 

URL:  http://link.springer.com/article/10.1007/s11242-016-0756-1  

  

https://www.tuwien.ac.at/en/news/news_detail/article/124425/
http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/acsphotonics.6b00603
https://news.ncsu.edu/2016/11/new-tech-uses-electricity-to-track-water-id-potential-problems-in-concrete/
https://news.ncsu.edu/2016/11/new-tech-uses-electricity-to-track-water-id-potential-problems-in-concrete/
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0008884616304537
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S001793101630847X
http://link.springer.com/article/10.1007/s11242-016-0756-1
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【ロボット・AI技術分野】  

29-7 
 

英国・
Innovate UK 

    2016/10/13 

TSC（Transport Systems Catapult）が自動運転車の実証に成功 
(TSC Autonomous Vehicle demonstration a success) 

・ TSC が英国で初めて自動運転車の公道試験を実施。 
・ LUTZ Pathfinderプロジェクトの一環として、過去 18ヶ月にわたり、仮想マッピング・社会受容性の査
定・必要な安全対策の実施・規制環境の制定等の演習を行い実証に備えてきた。自律ソフトウェア
Seleniumは、オックスフォード大学の Oxford Robotics Instituteが開発しスピンアウト会社 Oxboticaが
電気自動車に搭載。同ソフトウェアは、カメラと LIDAR システムからのデータを用いて周囲を把握す
る。 
・ 今回の試験は、ミルトン・キーンズの駅およびオフィス街近辺で実施。今後さらに課題を研究し続
け、交通の自動化を目指す。 

URL:  
https://ts.catapult.org.uk/news-events-gallery/news/self-driving-vehicles-operating-public-
first-time/  

(関連情報）  

      

LUTZ Pathfinder Project の概要 

URL:  https://ts.catapult.org.uk/current-projects/self-driving-pods/  

(関連情報）  

      

Oxbotica・Selenium の関連ページ 

URL:  http://www.oxbotica.com/news-article/selenium/  

【環境・省資源分野】  

29-8 

ｱﾒﾘｶ合衆国・
ｵｰｸﾘｯｼﾞ国立
研究所
(ORNL) 

    2016/10/12 

ナノスパイク触媒が CO2 をエタノールに直接変換 
(Nano-spike catalysts convert carbon dioxidec directly into ethanol) 

・ ORNLが、微小な棘状の炭素と銅を用いて CO2 をエタノールに変換する電気化学プロセスを開発。
従来、単一触媒による CO2 からのエタノール生成は困難とされてきたが、炭素、銅、窒素を使用して
ナノテクノロジーで作製された同触媒は、水に溶かした CO2 を収率 63%でエタノールに変換。 
・ 同触媒は棘状の炭素（カーボンスパイク）に銅ナノ粒子を埋め込んだ構造で、高価な金属やレアメタ
ルは不要。長さ 50nmの多数の棘が、まるで避雷針のように電気化学的反応性をその先端に集め、反
応を促進するものと考えられる。 
・ 本プロセスは低コスト材料を使用し、常温・水中で機能するため、スケールアップによる産業利用が
期待。今後は生成率の向上と、同触媒の特性・挙動の研究を進める予定。 

URL:  https://www.ornl.gov/news/nano-spike-catalysts-convert-carbon-dioxide-directly-ethanol  

(関連情報）  

      

ChemistrySelect 掲載論文(フルテキスト） 

High-Selectivity Electrochemical Conversion of CO2 to Ethanol using a Copper 
Nanoparticle/N-Doped Graphene Electrode 

URL:  http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/slct.201601169/full  

29-9 
ｱﾒﾘｶ合衆国・
コロンビア大

学 

    2016/10/24 

CO2 を石にする 
(Turning CO2 to Stone) 

・ コロンビア大学のラモント＝ドハティ・アース天文台が、岩石と CO2 の反応を利用して発電所からの
CO2 排出を迅速かつ恒久的に貯蔵する方法を発見。 
・ 2012年にアイスランドのヘトリスヘイジ地熱発電所で開始されたCarbfixプロジェクトにおいて、発電
所から排出した CO2 が地下注入後に予測を上回る速さで白色の白亜質の物質に鉱化して永久的に
貯蔵されるという研究結果が今春発表されている。 
・ 同大学は、地球のマントルに豊富に賦存する玄武岩を利用して同様な効果を探求。アイスランドの
ヘトリスヘイジ地熱発電所から回収した CO2 を水と硫化水素と混合して炭酸化したものを地下 400～
800m にある多孔質の玄武岩に注入。溶岩が冷却して生成される玄武岩はカルシウム、鉄、マグネシ
ウムを含有し、CO2 と反応して固体の炭酸塩鉱物を形成する。注入した CO2 は 2 年以内にその 95%
が鉱化した。 
・ 同技術を採用したアイスランドのレイキャビク・エナジー(Reykjavik Energy)社は、年間 1 万トンの
CO2 の注入を本年開始し、注入量を増加する予定。注入プロセスの圧力でできる微小なき裂が、新た
に CO2 を注入して鉱化する領域を拡大し、孔のふさがりを最小限に抑えることも発見。 
・ 同大学は、米国エネルギー省(DOE)のプロジェクトにおいて、米国東海岸沖の玄武岩層等での CO2
の貯留可能量を地震波データを利用して調査中。太平洋岸北西部における CO2百万トンの玄武岩貯
留を最初の試験として提案。 
・ 玄武岩の他に、かんらん岩(ペリドタイト）での CO2 注入も研究中。大きなマントルのブロックがプレ
ートテクトニクスの力で押し上げられたオマーンにおいて、今冬国際的な掘削プロジェクトを予定。同
技術を迅速化することで、かんらん岩では 1立方 km当たり 10億トンの CO2貯留が可能と予測してい
る。 

URL:  http://www.ldeo.columbia.edu/news-events/turning-co2-stone-0  

https://ts.catapult.org.uk/news-events-gallery/news/self-driving-vehicles-operating-public-first-time/
https://ts.catapult.org.uk/news-events-gallery/news/self-driving-vehicles-operating-public-first-time/
https://ts.catapult.org.uk/current-projects/self-driving-pods/
http://www.oxbotica.com/news-article/selenium/
https://www.ornl.gov/news/nano-spike-catalysts-convert-carbon-dioxide-directly-ethanol
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/slct.201601169/full
http://www.ldeo.columbia.edu/news-events/turning-co2-stone-0
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(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） 

In situ carbonation of peridotite for CO2 storage 

URL:  http://www.pnas.org/content/105/45/17295  

29-10 

ｱﾒﾘｶ合衆国・
ミネソタ大学 

    2016/10/26 

「完璧な」石けん分子を発明 
(Researchers invent ‘perfect’ soap molecule) 

・ ミネソタ大学が、大豆、ココナツとトウモロコシから新しい石けん分子を開発。洗浄製品での化学物
質利用と環境への影響を大幅に低減する可能性が期待。 
・ 化石燃料由来の従来の石けんや洗浄剤は、有害な化学物質を添加してシャンプーやハンドソープ
等に製品化される。 
・ 同再生可能石けん分子は、大豆やココナツ由来の脂肪酸とトウモロコシの糖由来の連鎖から構成
される、オレオ-フラン-界面活性剤(OFS: Oleo-Furan-Surfanctant)。 
・ OFSは、従来の石けんでは不透明化やねばりにより使用に適さなくなる冷水で利用できる。また、ク
リーニングアプリケーションに必要な石けん粒子(ミセル）を低濃度で形成するため、河川等への環境
負荷を大幅に低減する。 
・ さらに、従来石けんではミネラル分が石けんと結合して糊状になる極度の硬水でも使用できるよう
に処理が可能。 
・ 従来石けんでは、ミネラルを取り込むキレート剤を添加して石けん分子との干渉を回避するが、こ
のような化学物質は環境にとって有害。OFS ではミネラル分と強く結合しない自然由来の成分を使用
し、通常の 100 倍の硬度の硬水でもミセルを形成。洗浄製品の含有物質が大幅に簡素化される可能
性が期待できる。 
・ さらに、起泡力と洗浄力を向上するため石けん構造をナノ粒子触媒で最適化。生分解性と優れた洗
浄能力に加え、皿洗い用洗剤等と同様な粘度で起泡する。 
・ 同技術は特許取得済みでスタートアップ企業の Sironix Renewablesにライセンス供与。 

URL:  
http://twin-cities.umn.edu/news-events/researchers-invent-%E2%80%98perfect%E2%80%99-s
oap-molecule  

(関連情報）  

      

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

Tunable Oleo-Furan Surfactants by Acylation of Renewable Furans 

URL:  http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/acscentsci.6b00208  

29-11 

ｱﾒﾘｶ合衆国・
ｵｰｸﾘｯｼﾞ国立
研究所
(ORNL) 

    2016/11/1 

3D 印刷で作製した永久磁石は従来型より高性能で希少材料も節約 
(3D-printed permanent magnets outperform conventional versions, conserve rare materials) 

・ ORNL が、付加製造で作製した永久磁石について、従来の製法によるボンド磁石よりも優れた性能
を有する上、重要材料の節約に貢献することを実証。ORNLの大型3Dプリンタ(BAAM)を用いてニアネ
ットシェイプ製造した等方性ネオジム・鉄・ボロン(NdFeB)ボンド磁石は、同組成の射出成形磁石に比し
て同等以上の磁気特性・機械的特性および微細構造特性を示した。 
・ 同磁石の製造には、体積百分率で 65%の等方性 NdFeB 粉末と 35%のポリアミド（ナイロン 12）から
成る複合ペレットを使用。従来製法ではその 30～50%が廃棄材料となるところ、付加製造法では廃棄
物が出ないため、希土類元素の使用量が低減。 
・ さらに同プロセスには、複雑な形状を容易に作製できること、機械設備が不要であること、射出製法
よりも速いこと等の利点があり、従来の製法よりもはるかに経済的。 
・ 今後はより強力な異方性ボンド磁石の 3D 印刷製造を目指すとともに、バインダーの種類、投入す
る磁石粉の比率や加工温度が磁石の磁気特性・機械的特性に与える影響を研究。 

URL:  
https://www.ornl.gov/news/3d-printed-permanent-magnets-outperform-conventional-versio
ns-conserve-rare-materials  

(関連情報）  

      

Scientific Reports 掲載論文(フルテキスト） 

Big Area Additive Manufacturing of High Performance Bonded NdFeB Magnets 

URL:  http://www.nature.com/articles/srep36212  

  

http://www.pnas.org/content/105/45/17295
http://twin-cities.umn.edu/news-events/researchers-invent-%E2%80%98perfect%E2%80%99-soap-molecule
http://twin-cities.umn.edu/news-events/researchers-invent-%E2%80%98perfect%E2%80%99-soap-molecule
http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/acscentsci.6b00208
https://www.ornl.gov/news/3d-printed-permanent-magnets-outperform-conventional-versions-conserve-rare-materials
https://www.ornl.gov/news/3d-printed-permanent-magnets-outperform-conventional-versions-conserve-rare-materials
http://www.nature.com/articles/srep36212


6 

 

29-12 

ﾄﾞｲﾂ連邦共和
国・カールス
ルーエ工科大
学(KIT) 

    2016/11/3 

微生物が排ガスと電気から有機プラスチックを生成 
(Microbes Produce Organic Plastics from Flue Gas and Electricity) 

・ KIT が、ドイツ教育研究省（BMBF）が資金提供する“BioElectroPlast”プロジェクトのもと、微生物電
気合成と呼ばれる技法を用いて最小限の資源で有機プラスチックを製造する低コストな方法を研究。 
・ 従来の化学工程には、高圧高温（すなわち高いエネルギー投入）と高価な触媒が必要であり、微生
物電気合成は主に酢酸塩の生成に用いられてきた。 
・ 今回 KIT は、微生物がポリマーのようなより複雑な分子を生成するためにより多くのエネルギーを
得られるよう工程を最適化。生体触媒として、ポリヒドロキシ酪酸を生成する自己再生型の微生物を
採用。排ガスに含まれる CO2 を空気と混合すると、微生物が電子受容体として酸素を使用してエネル
ギーを産出する。工程に必要な電力には、再生可能電力を適用。 
・ 産業パートナーである大手電力会社 EnBW AG の石炭火力発電所にて、石炭燃焼による排気 CO2
を用いて直接この反応器を試験する予定。また、本プロジェクトと並行して二酸化炭素を価値のある
合成物に変換する研究も続行。 

URL:  http://www.kit.edu/kit/english/pi_2016_152_microbes-produce-organic-plastics-from-flue-ga
s-and-electricity.php  

【バイオテクノロジー分野】  

29-13 

ｱﾒﾘｶ合衆国・
ﾊｰﾊﾞｰﾄﾞ大学
ヴィース研究

所 

    2016/10/24 

史上初の 3D プリントで製造したセンサー付生体機能チップ 
(First entirely 3D-printed organ-on-a-chip with integrated sensors)                  

・ ハーバード大学ヴィース研究所が、3D プリントによりセンサー付生体機能チップ(organ-on-a-chip)
を初めて作製。 
・ 完全に自動化されたデジタル製造方法により、任意のサイズ、形状、物理特性にチップ上の心臓
(heart-on-a-chip)が迅速に製造できて、信頼できるデータの長期間にわたるインビトロ収集が容易に
なる。 
・ 天然の生体組織の構造と機能を模倣する生体機能チップは、従来の動物による試験の代替として
期待されている。同研究所では、心臓、筋肉、舌、肺、腸、腎臓、骨髄の微小構造と機能を模倣する生
体機能チップを開発。 
・ 現在、生体機能チップはクリーンルームで複雑かつ多段階のリソグラフィープロセスで製造されてお
り、データの収集には顕微鏡や高速カメラが必要。高価で労力を要する。 
・ 同研究所はデジタル製造によりそのような課題に対処。生体組織の微小構造内にフレキシブルセ
ンサーを組込むことのできる 6 種類のインクを開発し、単一の連続的方法でセンサーが組込まれたチ
ップ上の心臓デバイスを 3D プリント。製造プロセスの自動化とデバイス構造の複雑化に成功した。 
・ チップの多数のくぼみには、個別の細胞とセンサーが含まれ、一度に多数の人工心組織を調査で
きる。薬物試験と人工心組織の収縮のストレスにおける段階的変化の長期研究を実施することでデ
バイスの効果を実証した。 
・ これまで、生体組織の機能的性能を測定する容易で非侵襲的な方法がなかったため、心組織の成
長と成熟過程で起こる段階的変化の解明は困難であったが、センサー搭載のチップにより継続的な
データ収集や、毒素への慢性的な暴露での段階的効果の研究が可能となる。 

URL:  
https://wyss.harvard.edu/first-entirely-3d-printed-organ-on-a-chip-with-integrated-sensor
s/  

(関連情報）  

      

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

Instrumented cardiac microphysiological devices via multimaterial three-dimensional printing 

URL:  http://www.nature.com/nmat/journal/vaop/ncurrent/full/nmat4782.html  

【蓄電池・ｴﾈﾙｷﾞｰｼｽﾃﾑ分野】  

29-14 
ｱﾒﾘｶ合衆国・
コロンビア大

学 

    2016/10/24 

リチウムイオン蓄電池のエネルギー密度を向上させる新技術 
(New Method Increases Energy Density in Lithium Batteries)  

・ コロンビア大学が、エネルギー密度を 10～30%向上させて電池の長寿命化と安価な製造コストが見
込めるリチウムイオン蓄電池の新設計を開発。 
・ 蓄電池は製造後の初回充電時(通常工場出荷後）、液体電解質が一部固体化して電池の負極に固
着する。この不可逆的なプロセスによりエネルギー損失は現在最高水準の負極の場合約 10%、体積
膨張と表面積の大きなシリコン等の高容量次世代負極の場合では 20～30%にも及ぶ。このような初期
エネルギー損失がエネルギー密度やナノ構造電極のサイクル寿命を低減させる。 
・ 従来はリチウムリッチな材料を電極に含むことでこの損失を補足していたが、このような材料は室
温化で安定せず、高コストな乾燥空気下での製造プロセスが必要。 
・ 同大学は、室温下でリチウム化した負極を製造する三層の電極構造を開発。空気や湿気との反応
を防ぐため、リチウムをポリメチルメタクリレート(PMMA)の層で保護し、それを人工のグラファイトやシ
リコンナノ粒子のような活物質層でさらにコーティング。電解質中で PMMA 層が溶解してリチウムが電
極材料に接触する。これにより、不安定なリチウムとリチウム化した電極間の空気との接触を回避。 
・ この結果、損失容量がグラファイト電極では 8～0.3%、シリコン電極では 13～-15%低減。-15%は必要
以上に残存した「余剰」なリチウムによりサイクル寿命が向上したことを示す。 
・ ポリマーコーティングをより薄くして蓄電池中の占有容積を低減することと、同技術のスケールアッ
プが今後の課題。 

URL:  http://engineering.columbia.edu/news/increase-energy-density-lithium-batteries  

http://www.kit.edu/kit/english/pi_2016_152_microbes-produce-organic-plastics-from-flue-gas-and-electricity.php
http://www.kit.edu/kit/english/pi_2016_152_microbes-produce-organic-plastics-from-flue-gas-and-electricity.php
https://wyss.harvard.edu/first-entirely-3d-printed-organ-on-a-chip-with-integrated-sensors/
https://wyss.harvard.edu/first-entirely-3d-printed-organ-on-a-chip-with-integrated-sensors/
http://www.nature.com/nmat/journal/vaop/ncurrent/full/nmat4782.html
http://engineering.columbia.edu/news/increase-energy-density-lithium-batteries
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(関連情報）  

      

Nano Letters 掲載論文(アブストラクトのみ：全文は有料） 

Ambient-Air Stable Lithiated Anode for Rechargeable Li-Ion Batteries with High Energy Density 

URL:  http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/acs.nanolett.6b03655  

29-15 

英国・ケンブリ
ッジ大学 

    2016/10/26 

腸組織に着想を得た次世代スマートフォンの蓄電池 
(Next-generation smartphone battery inspired by the gut) 

・ ケンブリッジ大学が北京理工大学と共同で、人間の腸絨毛を模倣した軽量なナノ構造材料を開発。
次世代リチウム硫黄蓄電池の商業化を阻む課題を解決して、現行のリチウムイオン蓄電池に比して 5
倍のエネルギー密度が可能になる。 
・ 腸絨毛は人間の身体で消化物を吸収し、そのプロセスが起こる表面積を拡大する。微細な酸化亜
鉛ワイヤから構成されるこのナノ構造は正極上に配置され、分離した活物質を捕獲し再利用する。 
・ 硫黄原子では理論容量がより高く、リチウム硫黄蓄電池では高いエネルギー密度が期待できるが、
放電時にリチウムと硫黄の反応でできる多硫化物の片が充放電サイクルを繰り返す中で電解質に入
り込み、徐々に活物質を損失させる。 
・ ニッケル発泡体を担体として同コンセプトを試験し成功の後、発泡体を軽量のカーボンファイバーマ
ットに置き換えて蓄電池を軽量化。これにより、腸絨毛構造の機能がさらに向上。同構造は多硫化物
との化学結合が強力なため、活物質をより長もちさせて蓄電池寿命が大幅に増加。 
・ 同デバイスは概念実証であり、充放電サイクル回数の向上等の課題も残ることから商業化はまだ
数年先となる。 

URL:  
http://www.cam.ac.uk/research/news/next-generation-smartphone-battery-inspired-by-the
-gut  

(関連情報）  

      

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

Advanced Lithium–Sulfur Batteries Enabled by a Bio-Inspired Polysulfide Adsorptive Brush 

URL:  http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/adfm.201604069/full  

29-16 

ｱﾒﾘｶ合衆国・
ヴァンダービ
ルト大学 

    2016/11/2 

廃品置場のくず鉄から高性能蓄電池を作る 
(Making high-performance batteries from junkyard scraps) 

・ ヴァンダービルト大学が、廃棄された鉄鋼や真鍮くずから、超高速スーパーキャパシタの充放電速
度と鉛蓄電池のエネルギー容量に匹敵する性能の蓄電池を初めて開発。 
・ 鉄鋼と真鍮に家庭用化学薬品・電流を用いてアルマイト加工処理(anodization: 陽極酸化)した。こ
れはアルミニウムに耐久性と装飾性を与えるための処理。 
・ この処理により、水ベースの液体電解質との反応でエネルギーを貯蔵・放出するナノサイズの金属
酸化物ネットワークに金属表面が再構築されたことを発見。 
・ このナノサイズ領域が蓄電池の高速充電と優れた安定性を提供。5,000 回の連続充放電サイクル
（13 年間毎日の充放電に相当）後、エネルギー容量 90%超を保持した。 
・ 電解質には水酸化カリウムを含んだ不可燃性の水系電解質を使用するため、リチウムイオン蓄電
池で起こるような事故の心配がない。 
・ 開発者らはこのブレイクスルーが将来の蓄電池開発に与える影響について期待する。大規模商品
開発・製造が分散化され、個人やコミュニティレベルにスケールダウンされる「メイカーカルチャー（メイ
カームーブメント）」の流れにおいて、将来的に電力系統から離れて独自の蓄電池を生産するようにな
ると考える。 
・ 次の段階では、エネルギー効率に優れたスマートホームに適したフルスケールのプロトタイプ蓄電
池を開発する。 

URL:  
https://news.vanderbilt.edu/2016/11/02/making-high-performance-batteries-from-junkyard
-scraps/  

(関連情報）  

      

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

From the Junkyard to the Power Grid: Ambient Processing of Scrap Metals into Nanostructured 
Electrodes for Ultrafast Rechargeable Batteries 

URL:  http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/acsenergylett.6b00295  

  

http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/acs.nanolett.6b03655
http://www.cam.ac.uk/research/news/next-generation-smartphone-battery-inspired-by-the-gut
http://www.cam.ac.uk/research/news/next-generation-smartphone-battery-inspired-by-the-gut
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/adfm.201604069/full
https://news.vanderbilt.edu/2016/11/02/making-high-performance-batteries-from-junkyard-scraps/
https://news.vanderbilt.edu/2016/11/02/making-high-performance-batteries-from-junkyard-scraps/
http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/acsenergylett.6b00295
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【新エネルギー分野(太陽光発電)】  

29-17 

ｱﾒﾘｶ合衆国・
バージニア工
科大学 

    2016/10/28 

バージニア工科大学がフレキシブルソーラーパネルでシリコンを超える性能を達成 
(Virginia Tech flexible solar panel goes where silicon can't) 

・ バージニア工科大学が、窓の日よけや壁紙として太陽光や屋内から光を吸収して発電するフレキ
シブルソーラーパネルを開発。 
・ 0.5mmを下回る薄さの5層構造で、その一部に低温度の酸化チタンペーストを使用してシルクスクリ
ーンで印刷。手のひらサイズのパネルでは約 75mW を発電。大面積フレキシブルパネルに合わせるこ
とができ、標準的な紙サイズではスマートフォンを容易に充電できる。 
・ 太陽光のみを吸収するシリコンベースパネルと異なり、同フレキシブルパネルは屋内の LEDや白熱
・蛍光灯からの散乱光も吸収できる。 
・ 同技術の利点は、安価な設備、低温度での簡便なプロセスで容易な製造、シートロールで製造でき
るスケーラビリティーやデザインの柔軟性。 
・ エネルギー変換効率はパネルサイズで約 10％。より小さな手頃なサイズでは効率は向上する。 
・ パーソナル充電ステーションとして軍服やリュックサックに取り入れてロジスティクスを支援すること
も可能。衣類、スマートビルディングやドローン等、市場での幅広い活用が期待。 

URL:  http://vtnews.vt.edu/articles/2016/10/me-flexiblesolarpanel.html  

(関連情報）  

      

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

The Controlling Mechanism for Potential Loss in CH3NH3PbBr3 Hybrid Solar Cells 

URL:  http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/acsenergylett.6b00215  

(関連情報）  

      

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

Scaling of the flexible dye sensitized solar cell module 

URL:  http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S092702481630246X  

(関連情報）  

      

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

Improved Phase Stability of Formamidinium Lead Triiodide Perovskite by Strain Relaxation 

URL:  http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/acsenergylett.6b00457  

29-18 

ｱﾒﾘｶ合衆国・
カリフォルニ
ア大学バーク
レー校(UCB) 

    2016/11/7 

安価で利用が容易なぺロブスカイト製太陽電池に大きな進展 
(Major advance in solar cells made from cheap, easy-to-use perovskite) 

・ UC バークレー等がぺロブスカイト太陽電池の新設計を発表。新型セルは定常状態での平均変換
効率 18.4%、同状態で最高 21.7%、最大変換効率 26%を達成。最適化の初期段階にあるものの、この変
換効率はこれまでのぺロブスカイト太陽電池の中で最高。 
・ この成果は、それぞれ太陽光の異なる波長または色を吸収するよう調整された 2種類のぺロブスカ
イト材料を組み合わせて可視光スペクトルほぼ全域を吸収する「傾斜バンドギャップ」太陽電池を実現
する新手法の賜物。同様の試みは、材料同士が互いの電気的性能を低下させるため、これまで不成
功。 
・ 一つのタンデム太陽電池が 2 種類のぺロブスカイト材料を包含するための鍵となるのは、2 層を隔
てる単原子厚の六方晶窒化ホウ素層。これにより 1～2eV のエネルギーを持つ波長域の光(赤外線～
橙色)から発電が可能に。ぺロブスカイト‐窒化ホウ素のサンドイッチは軽量のグラフェンエアロゲル
(GA)の上に配置。GA は良質なぺロブスカイト結晶粒の成長を促し、ぺロブスカイトを劣化させる湿気
に対しバリアとして作用。さらにセル内の電荷輸送の安定性が向上。 
・ これらの下部には金電極、上部には窒化ガリウム層が備えられており、活性層は厚さ約 400nm。同
電池は既に広域スペクトルから高い効率を得ているため不要ではあるが、六方晶窒化ホウ素で隔て
ることでさらに多くのぺロブスカイト層を加えることも可能。 

URL:  
http://news.berkeley.edu/2016/11/07/major-advance-in-solar-cells-made-of-cheap-easy-t
o-use-perovskite/  

(関連情報）  

      

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

Graded bandgap perovskite solar cells 

URL:  http://www.nature.com/nmat/journal/vaop/ncurrent/pdf/nmat4795.pdf  

(関連情報）  

      

ｱﾒﾘｶ合衆国・ﾛｰﾚﾝｽﾘﾊﾞﾓｱ研究所(LLNL)のプレスリリース 

Mineral increases solar cell efficiency 

URL:  https://www.llnl.gov/news/mineral-increases-solar-cell-efficiency  

  

http://vtnews.vt.edu/articles/2016/10/me-flexiblesolarpanel.html
http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/acsenergylett.6b00215
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S092702481630246X
http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/acsenergylett.6b00457
http://news.berkeley.edu/2016/11/07/major-advance-in-solar-cells-made-of-cheap-easy-to-use-perovskite/
http://news.berkeley.edu/2016/11/07/major-advance-in-solar-cells-made-of-cheap-easy-to-use-perovskite/
http://www.nature.com/nmat/journal/vaop/ncurrent/pdf/nmat4795.pdf
https://www.llnl.gov/news/mineral-increases-solar-cell-efficiency
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29-19 

ｱﾒﾘｶ合衆国・
国立再生可
能ｴﾈﾙｷﾞｰ研
究所(NREL) 

    2016/11/28 

NRELがソーラーアレイ屋外試験場を新設し消費者へ情報提供 
(NREL Adds Solar Array Field to Help Inform Consumers) 

・ NREL は最新の太陽電池の経時的な変換効率の変化（劣化率）を計測し、当該電池のメーカー名を
併記の上同研究所のウェブサイトでの掲載を行う予定。2017 年には 3 社による各 50 台のモジュール
が導入され、続く 2年間、1年毎に異なるメーカー製のモジュール各 50台を追加。対象となるのは、米
国でその年に設置された中で最も代表的なモジュール。 
・ 構内の既存の屋外曝露試験施設（OTF）は敷地上の制約から1システムにつき8～10モジュールの
みの設置であったが、ソーラーアレイ用地の新設により複数の大型システムの併設、比較が可能に。
NRELで計測する対象モジュールの性能は、シンガポールと中国における同一の条件下での性能と照
合。なお、既に開始している提携企業からの委託による試験は非公開。新設地での試験は平均 3 年
を予定。 
・ NRELはOTFにてこれまで数十年に亘りモジュールの耐用年数に関わる実験を実施。200件近い研
究の結果を精査した結果、劣化率は使用される技術により年間 0.5～1%と判明。高い劣化率は PV シ
ステムの製品寿命を通じた発電電力量の低下と、それによる kWh あたりの発電コストの上昇を意味。
PV モジュールの性能の大半は工場での一度きりの計測で、劣化率はモジュールの定格容量に対す
る測定時(実環境にて数年経過)の性能から算出されることが多い。しかし、劣化率は非線形性を示す
ことがあり、定期的な測定がより正確な情報を提供すると期待。 
・ 現在行われている新モジュールの測定はサンディア国立研究所(SNL)主導の新事業、PV Lifetime
プロジェクトの一環。今後類似のアレイが SNL 構内とフロリダ州の地域試験センターに導入され、ここ
で収集されたデータは NRELのウェブサイト上で公開。 

URL:  http://www.nrel.gov/news/features/2016/40764  

(関連情報）  

      

PV Performance Modeling Collaborative (PVPMC)・PV Lifetime Project の詳細 

URL:  https://pvpmc.sandia.gov/pv-research/pv-lifetime-project/  

【新エネルギー分野(バイオマス)】  

29-20 

ｱﾒﾘｶ合衆国・
パシフィック・
ノースウェスト
国立研究所

(PNNL) 

    2016/11/2 

下水からの未来の燃料生産実現化はすぐそこに 
(Fuel from sewage is the future – and it's closer than you think) 

・ PNNLが、水熱液化(hydrothermal liquefaction: HTL)技術で下水汚泥をバイオ原油に変換する研究
結果を発表。バイオ原油は従来の石油精製プロセスで精製できる。 
・ 米国で一日当たりに処理する下水量の 340 億ガロンは、年間最高約 3 千万バレルのオイルに相当
する。PNNLは、一人当たりの年間バイオ原油生成量は 2～3 ガロンと試算。 
・ 下水汚泥は水分を多く含有し、これまでバイオ燃料生産には適さないと考えられていたが、PNNL
は、エネルギーを大量消費して高コストな従来の熱技術で必要な乾燥プロセスを排除した。HTL 技術
はまた、農業廃棄物等の有機原料から燃料を生成できる。 
・ HTL では、原料を 3,000 ポンド/1 平方インチに圧縮し、約 660℉で作動するリアクターシステムに投
入。熱と圧力が原料をバイオ原油と水性液相に分解する。 
・ 一般的な下水汚泥は大量の炭素に加え、脂質も含有。この脂質がトイレットペーパー等の下水中
の物質の変換を促進。また、リアクター中のスラッジの流動を維持し、ガソリン、ディーゼルやジェット
燃料等に精製できる高品質のバイオ原油を生成する。 
・ 有用な燃料の生産に加え、HTL 技術により下水残渣処理、運搬、廃棄が不要になることで地方自
治体にとって大幅なコストの節約が可能となる。 
・ 同プロセスの特徴は簡素であること。過去 6年間で連続的でスケーラブルなプロセスの水熱変換技
術開発を加速させた。 
・ PNNLは同 HTL技術をユタ州ベース企業のGenifuel Corporationにライセンシング。同社はカナダ、
ブリティッシュコロンビア州の 23の自治体パートナーシップである Metro Vancouver と協働。北米で最
初の HTL 技術による下水処理施設としてパイロットプロジェクトを実施する予定。資金準備が整えば
2017 年の設計と機器製造後、2018 年に稼働。 
・ バイオ原油の他に、液相を触媒処理して他種の燃料、化学物質や、重要な栄養分を含有する少量
の固体物質の生成も可能(例: 肥料に使用するリン鉱石の代替となるリンを回収）。 

URL:  http://www.pnnl.gov/news/release.aspx?id=4317  

  

http://www.nrel.gov/news/features/2016/40764
https://pvpmc.sandia.gov/pv-research/pv-lifetime-project/
http://www.pnnl.gov/news/release.aspx?id=4317
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【政策】  

29-21 

ｱﾒﾘｶ合衆国・
DOE・ｴﾈﾙｷﾞｰ
効率･再生可
能ｴﾈﾙｷﾞｰ局

(EERE) 

    2016/11/28 

製造業で使用される電動機の革新に DOEが約 2,500 万ドルの資金提供を発表 
(Energy Department Announces Nearly $25 Million to Enable Innovative Electrical Motors Used in 
Manufacturing) 

・ DOE が、エネルギー効率の良い電動機の開発を可能にする諸技術の進展を目指す 13 件のプロジ
ェクトに対し、約 2,500 万ドルを資金提供することを発表。 
・ これらの EERE「Next Generation Electric Machines」プロジェクトは、電動機構成部品の効率・性能
の向上と軽量化を費用効率良く実現することで、従来の材料や設計の限界を打破しようとする試み。
なお、産業用電動機の消費電力は、米国製造業による消費電力の約 70%、同国内消費電力の約 1/4
を占める。 
・ 採択プロジェクトは、高性能熱導体・導電体の製造、低損失ケイ素鋼の製造、高温超電導線の製
造、および電動機の性能向上に資するその他技術の 4分野に分類。各プロジェクトの概要は、関連資
料を参照のこと。  

URL:  
http://energy.gov/eere/articles/energy-department-announces-nearly-25-million-enable-in
novative-electrical-motors-used  

(関連情報）  

      

採択プロジェクトの概要 

NEXT GENERATION ELECTRIC MACHINES – Project Descriptions 

URL:  http://energy.gov/eere/amo/next-generation-electric-machines-project-descriptions  

 

 

 

 

 

おことわり 
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