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ｱﾒﾘｶ合衆国・
ﾏｻﾁｭｰｾｯﾂ工
科大学(MIT) 

    2017/1/6 

最も強靭で軽量な材料の１つをデザイン 
(Researchers design one of the strongest, lightest materials known) 

・ MITが、2D 材料のグラフェン片を強靭で軽量な 3D 構造に変換する新設計方法を開発。 
・ 同大学はこのような重要な特性の出現が、材料自体でなく、新 3D 構造の独特な形状によることを
発見。様々な材料でこれと同様な構造を作ることで、強靭で軽量な材料設計の可能性が期待できる。 
・ このような軽量な構造の可能性について他の研究室で実験が行われてきたが、期待する結果は得
られていなかった。そのため同大学は 3D構造内の個々の原子レベルで材料の挙動を分析し、実験観
察に整合した数学的フレームワークを作製。 
・ 同大学はグラフェンの小片を熱と圧力により圧縮し、珪藻（またはジャイロイド）に類似した強靭で安
定した構造を設計。このような形状は大きな表面積により驚異的な強度を備える。引張り・圧縮試験を
模倣するコンピュータシミュレーションで様々な 3D構造モデルを試験した結果、サンプル中の 1モデル
では鋼鉄の 5%の密度とその 10倍の強度を確認。 
・ 縦横の長さで強度を持たない一枚の紙を丸めてチューブ状にすると、その長さに沿った強度が発生
し相当な重量を支えられるように、歪んだ曲面を持つ 3D構造化したグラフェン片は極めて強靭な形状
を作る。この新 3D 構造のモデルは研究室にて高解像度のマルチ材料 3D プリンターで作製。 
・ 同 3D構造が強靭さと軽量性の主要因であるため、ポリマーや金属等他の材料で同 3D構造を設計
することも可能と考える。 
・ 同 3D 構造をグラフェンで実際に合成する方法として、ポリマーや金属粒子をテンプレートとして熱・
圧縮処理の前にグラフェンをCVD法でそれらにコーティングし、その後ポリマーや金属相を化学的・物
理的に除去することによる作製が一つの可能性。 
・ また同 3D 構造は橋梁等のコンクリートの大規模な構造材料や、その微細な多孔質を活かした水質
・化学処理用フィルタリングシステムの開発等、アプリケーション範囲は広い。 

URL:  http://news.mit.edu/2017/3-d-graphene-strongest-lightest-materials-0106  

(関連情報）  

      

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

The mechanics and design of a lightweight three-dimensional graphene assembly 

URL:  http://advances.sciencemag.org/content/3/1/e1601536  

  

 

《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・
バッファロー

大学 

    2017/1/12 

製造技術の飛躍的進展を期待させる Vader Systems 
(Vader Systems may have created a quantum leap in manufacturing)  

・ START-UP NYプログラムにより、親子エンジニアリングチームが 3D液体金属プリンティングマシー
ン、「Vader System」を開発。 
・ 既存の金属プリンティングでは粉末金属をレーザー等で溶解して形成するが、溶解しない粒子が残
ると構造中に脆弱な部分を作ってしまう。 
・ 同 3Dプリンターに関心を寄せる製造業者が同機の購入を検討。価格はマルチノズル付プリンター1
機が百万ドル以上。 
・ 同 3D プリンターは、ドロップ・オン・デマンド(DOD)インクジェットプリンティングを模倣したもので、磁
場を使って導電性の流体を操作する磁気流体力学の原理をベースとする革新的な技術。病院内でカ
スタムメードのステント等の手術用デバイスを作製する等、アプリケーションの可能性は限りない。 
・ 同 3D プリンターを制御するオープンソースソフトウェアも併せて開発し、機能拡張も可能。 
・ 同 3D プリンターでは、アルミニウムのワイヤーを 750℃（1,382℉）で溶解し、mm 未満の噴射口を持
つセラミックチューブに液化した金属が注入される。チューブを囲む磁気コイルが短い電子パルスを受
けてチューブ内に圧力を生じさせ、噴射口から液体金属の小滴を射出。小滴は加熱されたプラットフォ
ーム上に落ちて積層・合着して 3D の固体に形成される。 
・ 今後は高速化を目指してノズルを追加し、最終的には 1,400℃(2,552℉)で鋼鉄を溶解して 3D プリン
ティングを可能にしたいと考える。 

URL:  http://www.buffalo.edu/news/releases/2017/01/020.html  

(関連情報）  

      

START-UP NY プログラム ウェブサイト 

URL:  https://startup.ny.gov/  

33-3 

ｱﾒﾘｶ合衆国・
ﾏｻﾁｭｰｾｯﾂ工
科大学(MIT) 

    2017/1/13 

アダプタブルな 3D プリンティングを可能にする技術を開発 
(Technique enables adaptable 3-D printing) 

・ MIT が、3D プリンテッドオブジェクトに、元の材料の化学組成と機械的特性を変換させるポリマーを
新たに追加する技術を開発。3D プリンティングで作製できるオブジェクトの複合性の飛躍的な向上が
期待。 
・ 積層造形としても知られる 3D プリンティングの一般的な技法は、プラスチック等の構成ブロックであ
るモノマーの液体に光を照射して作製するステレオリソグラフィー。 
・ 同大学は過去に「リビング重合」技術を活用して特性が調整できる 3D プリンテッド構造を開発。
2013年には紫外線(UV)光のオン・オフで 3Dプリンテッド材料に新たな特性を与える重合方法を実証し
たが、この手法は材料を損傷する上、高反応性のフリーラジカルの制御が困難であった。 
・ 今回、TTCs(トリチオカーボネート）基を含む新しいポリマーを作製。畳込まれたアコーディオンのよ
うな挙動をする TTCs は LED のブルーライトへの反応で有機触媒により活性化し、モノマーが TTCs
に追加され、引き延ばされる。これらのモノマーは構造中に均一に取り込まれ、元の材料に新しい特
性を供与する。 
・ 同大学は、硬度等の機械的特性や疎水性等の化学的な特性を変えるモノマーの実証に加え、特定
種のモノマーの添加により温度反応で膨張・収縮する材料を作製。さらに同技術を用いて 2 つのオブ
ジェクトの接触領域に光を照射してそれらの融合も実証。 
・ 有機触媒には無酸素環境を要するため、現在酸素の存在下で使用できる触媒を開発している。 

URL:  http://news.mit.edu/2017/technique-enables-adaptable-3-d-printing-0113  

(関連情報）  

      

ACS Central Science 掲載論文(フルテキスト） 

Living Additive Manufacturing: Transformation of Parent Gels into Diversely Functionalized Daughter 
Gels Made Possible by Visible Light Photoredox Catalysis 

URL:  http://pubs.acs.org/doi/full/10.1021/acscentsci.6b00335  

  

http://www.buffalo.edu/news/releases/2017/01/020.html
https://startup.ny.gov/
http://news.mit.edu/2017/technique-enables-adaptable-3-d-printing-0113
http://pubs.acs.org/doi/full/10.1021/acscentsci.6b00335


3 

 

33-4 

ｱﾒﾘｶ合衆国・
ジョージア工
科大学 

    2017/1/19 

低コストの新技術でバルク合金を酸化物ナノワイヤに変換 
(New Low-Cost Technique Converts Bulk Alloys to Oxide Nanowires)  

・ ジョージア工科大学が、バルク粉末材料から 1D ナノ構造の酸化物ナノワイヤを直接製造する方法
を開発。 
・ バイメタリック合金の溶液反応を利用する方法で、室温・周囲圧力下で触媒や有毒な化学物質、高
コストなCVD法等を使用せずに製造する。同ナノワイヤは機能性材料や複合材の電気・熱・機械特性
を向上させる。 
・ ナノワイヤ構造の寸法は溶液の種類とプロセス条件を変えることで調節でき、数十ナノメートルから
ミクロンサイズまでが可能。 
・ リチウムイオン蓄電池の分離膜が同ナノワイヤの利用法の一つ。従来のポリマー製分離膜では特
定の故障時の耐熱性に欠け、設計の不備により火災等を引き起こす可能性がある。一方、低コストの
セラミックナノワイヤ製の分離膜は強靭で耐熱性があり、フレキシブル。さらにその極性により多種類
の電解質溶液を使うことができる。 
・ セラミックナノワイヤは高コストのため実用に検討されることがなかったが、将来的には機械特性の
向上と合成のスケールアップで低コストのセラミック分離膜技術が可能と考える。 
・ ナノワイヤの製造は、リチウムとアルミニウム等、反応性と非反応性の金属から成る合金の形成か
ら始め、その後アルコール等の適切な溶液に合金を浸すことで反応性金属(リチウム）が溶解してアル
ミニウムから成る核(ナノ粒子）を作製。 
・ 保護層の形成によりバルクのアルミニウムはアルコールと反応しないが、リチウムの継続的な溶解
が保護層形成を妨げ、ナノ粒子の表面から垂直に成長してアルミニウムアルコキシドナノワイヤを徐
々に形成。このナノワイヤを空気中で加熱して酸化アルミニウムナノワイヤが完成する。またシート状
にも形成が可能。 
・ 溶解したリチウムは回収して再利用でき、溶解プロセスで生成される水素は回収して加熱に利用で
きる。 
・ 今後の研究では同プロセスによる新材料の合成とそのアプリケーションを調査し、同プロセスの根
本的な理解と実験作業を合理化する予測モデルの開発を目指す。同プロセスを産業用にスケールア
ップも可能と考え、既存技術の製造コストを数桁下回ることを期待。 

URL:  
http://www.news.gatech.edu/2017/01/19/new-low-cost-technique-converts-bulk-alloys-
oxide-nanowires  

(関連情報）  

      

Science 掲載論文(アブストラクトのみ：全文は有料） 

Transformation of bulk alloys to oxide nanowires 

URL:  http://science.sciencemag.org/content/355/6322/267  

33-5 

ﾄﾞｲﾂ連邦共和
国・キール大

学 

    2017/1/24 

キール大学が接着材料を光で遠隔制御 
(Researchers in Kiel can control adhesive material remotely with light) 

・ キール大学が、紫外線を用いて遠隔制御できるバイオに着想を得た接着材料の開発に成功。 
・ まず、紫外線を照射すると曲がる特別な分子構造をもつ弾性多孔質材料（液晶エラストマー；LCE）
を開発。材料に孔が多ければ多いほどたくさん曲がる性質で、他の材料への組み込みが容易。光に
敏感なこの弾性材料を、カブトムシ等の足に見られるキノコ型の接着性微細構造からなる表面を備え
る接着性材料と組み合わせた。 
・ この複合材料を用いて、顕微鏡スライドやガラス球といった平面または三次元の小さな要素を付着
して持ち上げ、運び、紫外線を照射すると材料が湾曲して離れることを実証。 
・ 光をリモコンのように用いて微細なレベルで極めて正確に制御でき、物体に残渣を残さないため、ロ
ボティクス・産業・医療技術の分野における用途（特に、高感度センサーやマイクロコンピュータチップ
の構築）に有望。 

URL:  http://www.uni-kiel.de/pressemeldungen/index.php?pmid=2017-016-uv-material&lang=en  

(関連情報）  

      

Science Robotics 掲載論文(フルテキスト） 

Bioinspired photocontrollable microstructured transport device 

URL:  http://robotics.sciencemag.org/content/2/2/eaak9454.full  

  

http://www.news.gatech.edu/2017/01/19/new-low-cost-technique-converts-bulk-alloys-oxide-nanowires
http://www.news.gatech.edu/2017/01/19/new-low-cost-technique-converts-bulk-alloys-oxide-nanowires
http://science.sciencemag.org/content/355/6322/267
http://www.uni-kiel.de/pressemeldungen/index.php?pmid=2017-016-uv-material&lang=en
http://robotics.sciencemag.org/content/2/2/eaak9454.full
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ｱﾒﾘｶ合衆国・
ﾛｰﾚﾝｽﾊﾞｰｸﾚ
ｰ国立研究所

(LBNL) 

    2017/1/26 

電気は通すが熱は通さない金属 
(For This Metal, Electricity Flows, But Not the Heat) 

・ LBNL と UC バークレー校等の共同研究チームが、二酸化バナジウム(VO2)が熱を伝えることなく電
気を通すことを発見。VO2は 67℃に達すると絶縁体から金属に相転移する特異な性質を有することで
知られるが、今回の新発見は従来と異なるタイプの導体における基本的な電子挙動を理解する上で
重要。 
・ 同チームはシミュレーションとX線散乱実験を行い、VO2の熱伝導のうち格子振動（フォノン）に起因
するものと電子の移動に起因するものの比率を調べた。その結果、後者の熱伝導がヴィーデマン・フ
ランツの法則に基づく予想の 1/10 であることが判明。通常の金属では電子が個別の粒子として運動
するが、VO2 の電子の動きは流体のように揃っているため、ランダム運動である熱の伝達が妨げられ
る。 
・ さらに、VO2 にタングステン等の他材料をドープすると相転移温度が変化。これを利用して同材料
の放熱量を調整できることから、エンジンの熱放散や窓のコーティング等、幅広い応用が可能。VO2
は約 30℃未満で透明になり、60℃超では赤外光を吸収するという有利な特性も備える。 
・ VO2の商用化に向けて解明すべき点は残るものの、本研究により同材料の利用可能性が明確化。
なお、熱よりも電気をよく通す材料は他に数種あるが、いずれも零下数百度で同現象が発生するため
実用化は困難。 

URL:  http://newscenter.lbl.gov/2017/01/26/electricity-not-heat-flows-in-vanadium-dioxide/  

(関連情報  

      

Science 掲載論文(アブストラクトのみ：全文は有料） 

Anomalously low electronic thermal conductivity in metallic vanadium dioxide 

URL:  http://science.sciencemag.org/content/355/6323/371  

【電子・情報通信分野】  

33-7 

シンガポール
・南洋（ナンヤ
ン）理工大学

(NTU) 

    2017/1/3 

NTU とドイツの研究者らがメモリーチップをプロセッサに転換してコンピューティングタスクを高速化 
(NTU and German scientists turn memory chips into processors to speed up computing tasks) 

・ NTU と独・アーヘン工科大学及びユーリヒ総合研究機構から成る国際研究チームが、従来の Intel
や Qualcomm といったコンピュータプロセッサの代わりに、メモリーチップにコンピューティングタスクを
実施させるコンピュータ回路を開発。 
・ 同コンピュータ回路は、SanDisk や Panasonic 等のグローバルチップメーカーが開発する抵抗変化
型メモリ(ReRAM)を利用するもの。ReRAM は間もなく商業化される高速メモリーモジュールの一つ。 
・ 現在のコンピュータではメモリーストレージからプロセッサユニットにデータを転送して処理するが、
新しいコンピュータ回路ではこのようなデータ転送が不要となるため時間とエネルギーを節約。また、
現行のラップトップ等のプロセッサ速度も 2 倍超に向上。 
・ また、プロセッサのスペースも不要となるため、より薄型、小型で軽量なエレクトロニクスや家電やウ
ェアラブルの新設計につながる可能性あり。 
・ 現在市場にあるコンピュータプロセッサは 0 と 1 のバイナリシステムを利用しているが、同 ReRAM
回路のプロトタイプは 0、1、2 のターナリシステムを利用してデータを記憶・処理。ReRAM は多様な電
気抵抗値を使ってデータを記憶するため、より多くの状態でデータを記憶でき、これにより現在の制限
を超えたコンピューティングタスクの高速化が可能に。 
・ 現在、研究チームは産業パートナーを探しており、今後は現在の 4状態を超える高速処理が可能な
ReRAM の開発と、実際のコンピューティングシナリオでの性能試験実施を目指す。 

URL:  
http://media.ntu.edu.sg/NewsReleases/Pages/newsdetail.aspx?news=1fcb4383-4482-4be9
-8298-27b5ae88b572  

(関連情報）  

      

Nature Communications 掲載論文(フルテキスト） 

Multistate Memristive Tantalum Oxide Devices for Ternary Arithmetic 

URL:  http://www.nature.com/articles/srep36652  

  

http://newscenter.lbl.gov/2017/01/26/electricity-not-heat-flows-in-vanadium-dioxide/
http://science.sciencemag.org/content/355/6323/371
http://media.ntu.edu.sg/NewsReleases/Pages/newsdetail.aspx?news=1fcb4383-4482-4be9-8298-27b5ae88b572
http://media.ntu.edu.sg/NewsReleases/Pages/newsdetail.aspx?news=1fcb4383-4482-4be9-8298-27b5ae88b572
http://www.nature.com/articles/srep36652
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ｱﾒﾘｶ合衆国・
プリンストン大

学 

    2017/1/19 

自己組成する粒子が LED 照明の未来を明るく照らす 
(Self-assembling particles brighten future of LED lighting) 

・ プリンストン大学が、ペロブスカイトを使用した LED を新たに開発。 
・ 同大学は LEDの原料である窒化ガリウム(GaN)等の材料の低コストな代替としてペロブスカイトを研
究。LED 照明の低コスト化によりその普及が促進され、省エネや環境負荷低減が期待できる。 
・ ペロブスカイトは構造によって超電導や半導体になる等の有用な特性を多く有するため、電子デバ
イスでの利用に期待される材料。近年では太陽電池のシリコンの代替の可能性が研究されている。 
・ 従来のペロブスカイト半導体膜の作製法では、膜の分子構造を形成する結晶のサイズが大きすぎ
るため効率性と安定性に優れなかったが、同大学は膜の結晶形成プロセスに長鎖の有機ハロゲン化
アンモニウムを加えることで、約 5～10nm のより小さな結晶子を有する、さらに薄く滑らかなハロゲン
化ペロブスカイト膜を作製。 
・ ナノスケールのペロブスカイト粒子が自己組成して形成した超微粒子膜が、LED のメカニズムに重
要な電流の作用を厳密に制御する。 
・ この結果、デバイスに入る電子毎により多くの光子を放出する優れた外部量子効率を達成。また他
の作製方法による膜に比してより安定した。 
・ 同大学は同技術について、ペロブスカイトベースの LED の商業化を一歩前進させる研究結果と考
える。 

URL:  http://www.princeton.edu/main/news/archive/S48/46/70I84/index.xml  

(関連情報）  

      

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

Efficient perovskite light-emitting diodes featuring nanometre-sized crystallites 

URL:  http://www.nature.com/nphoton/journal/vaop/ncurrent/full/nphoton.2016.269.html  

【ロボット・AI技術分野】 

33-9 

ｱﾒﾘｶ合衆国・
カリフォルニ
ア大学リバー
サイド校
(UCR) 

    2017/1/10 

プラグインハイブリッド車の燃料消費量を 1/3 削減する新技術 
(New Technology Will Cut Plug-in Hybrid Fuel Consumption by One Third) 

・ UCR がプラグインハイブリッド電気自動車(PHEVs)の燃料利用を 30%超削減させる、コネクテッドビ
ークル技術と進化論のアルゴリズムを組み合わせたエネルギーマネジメントシステム（EMS)を開発。 
・ 電力利用モードからハイブリッドモードへの切り替え時にエンジンと蓄電池間でのエネルギーの分
割を制御する現行のEMSは、それらのエネルギー源の両立において効率性に優れず、これがPHEVs
の効率向上を制限している。 
・ 研究室のテスト結果では、全走行に蓄電池からのエネルギーのみを利用する方法が燃料消費量と
排ガスの最小限化により効率的であることを確認しているが、その方法の開発には、ドライバーによる
走行経路の変更や道路状況の変化、予測不可能な交通状態等、多量の情報をリアルタイムで EMS
が事前獲得する必要あり。 
・ 同大学が開発しシミュレートした高効率 EMS は、セルラーネットワークやクラウドソーシングプラット
フォーム等の車輌のコネクティビティ情報と、生物の進化や群を成す鳥等の自然現象を数学的手法に
落とし込んだ進化論的アルゴリズムを組み合わせたもの。自然界で起こるエネルギー節減のプロセス
を数学的にモデリングして、エンジニアリングにおける最適化の問題を解決できるアルゴリズムを設
計。 
・ このアルゴリズムでは、既存の EMS では不可能であった走行中の充電の機会を考慮に入れること
で 30%を超える省エネルギーを達成。車輌自身がエネルギー効率の最適化を学習するだけでなく、コ
ネクテッドビークル技術によりその知識を同じ交通ネットワーク上の他の車輌と共有する。 
・ PHEVsの EMSは、能動的に進化して全ライフサイクルを通して向上するダイナミックなデバイスとな
る。最終的な目標は、PHEVs の EMS に変革をもたらし、より優れた燃料使用量削減と排ガス削減を
達成すること。 

URL:  https://ucrtoday.ucr.edu/43422  

(関連情報）  

      

IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems 掲載論文(アブストラクトのみ：全文は有料） 

Development and Evaluation of an Evolutionary Algorithm-Based Online Energy Management System 
for Plug-In Hybrid Electric Vehicles 

URL:  http://ieeexplore.ieee.org/document/7790870/  

  

http://www.princeton.edu/main/news/archive/S48/46/70I84/index.xml
http://www.nature.com/nphoton/journal/vaop/ncurrent/full/nphoton.2016.269.html
https://ucrtoday.ucr.edu/43422
http://ieeexplore.ieee.org/document/7790870/
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33-10 

ｱﾒﾘｶ合衆国・
ﾊｰﾊﾞｰﾄﾞ大学 

    2017/1/18 

ソフトロボットが心臓の鼓動を助ける 
(Soft robot helps the heart beat) 

・ ハーバード大学がボストン・チルドレンズ・ホスピタルと共同で、心臓に取り付けて拍動を補助する
オーダーメイド可能なソフトロボットを開発。心不全の治療法の新たな選択肢が広がる可能性が期
待。 
・ 同ソフトロボットは、心臓の鼓動に合わせて捻じれ、収縮し、心不全により弱った心血管機能を増補
する。現行の心機能補助デバイスとは異なり血液に直接的に接触しないため、患者の血液凝固のリ
スクを低減し、危険性が懸念される血液希釈剤の使用が不要に。 
・ 世界で 41 百万人が患う心不全の治療法は、心室から動脈に血液を送り出す補助人工心臓
(ventricular assist devices: VADs)と呼ばれるポンプや心臓移植だが、VADs 技術は常に改善されてい
るものの、血液凝固や発作の危険性が高い。 
・ 血液との接触回避に心臓そのものから着想を得た同デバイスでは、薄いシリコンスリーブが心臓周
囲に配置された柔軟な空気圧式アクチュエータを使って哺乳類の心臓の外部筋肉層を模倣。アクチュ
エータが心臓の鼓動のようにスリーブを捻り、収縮する。同デバイスは外部のポンプに接続され、空気
を使ってソフトアクチュエータを稼働させる。 
・ スリーブは患者に合わせてカスタマイズ可能。例えば心臓の左室が弱い場合には、それに合わせ
てアクチュエータを調節してアシストを強化する。アクチュエータの圧力は患者の状態の変化に合わせ
て増減できる。スリーブは心臓との摩擦を緩和する吸引デバイスやゲルインターフェースを使って心臓
に取り付ける。 
・ 実際の使用にはさらに研究が必要だが、臓器機能を増強する埋め込み可能なソフトロボットの実現
への重要な最初の一歩と考える。 

URL:  http://www.seas.harvard.edu/news/2017/01/soft-robot-helps-heart-beat  

(関連情報）  

      

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

Soft robotic sleeve supports heart function 

URL:  http://stm.sciencemag.org/content/9/373/eaaf3925  

【バイオテクノロジー分野】  

33-11 

【バイオテクノ
ロジー分野】  

    2017/1/7 

偶然の出会いが抗生作用を持つスパイダーシルク開発を可能に 
('We could make that!' — chance meeting leads to creation of antibiotic spider silk)   

・ ノッティンガム大学の異分野研究チームが抗生作用を備えたスパイダーシルクの合成に成功。化学
的な機能性を持たせてドラッグデリバリーや再生医療等のアプリケーションでの可能性が期待できる。 
・ 研究チームは、大腸菌で合成したスパイダーシルクに抗生物質や蛍光色素等の分子を付着させる
ために初めて「クリックケミストリー」を利用。シルクの作製前や後に、可溶性のシルクプロテインに選
択した分子を「かち合わせて」配置する。同プロセスは容易に制御可能で、複数の分子で個々のシル
クに機能を持たせることができる。 
・ 抗生物質のレボフロキサシンを付着させたシルクファイバーでは、シルクから同抗生物質を緩やか
に放出し、抗菌活性を最低でも 5 日間維持した。 
・ 強靭で生体適合性かつ生分解性のスパイダーシルクは、強い免疫、アレルギー、炎症反応を起こさ
ないタンパク質ベースの材料。昨今の遺伝子組換えスパイダーシルクの開発では、その驚くべき特性
の利用法の発見が競われている。 
・ 研究チームは同技術を使って、身体の細胞が作る細胞外基質を代替して新しい細胞の成長を加速
させ、さらに抗生物質を緩やかに放出するという 2通りの機能を持つ生分解性メッシュを実証。抗生物
質の放出を制御して一定期間感染を抑制すると同時に、シルクファイバーが一時的な足場として組織
の再生を加速する。 
・ スパイダーシルクに多様な機能を持たせるアイデアは、5 年前の異分野ミーティングで生まれたも
の。 

URL:  
http://live-uon.cloud.contensis.com/news/pressreleases/2017/january/chance-meeting-le
ads-to-creation-of-antibiotic-spider-silk.aspx  

(関連情報  

      

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

Antibiotic Spider Silk: Site-Specific Functionalization of Recombinant Spider Silk Using “Click” 
Chemistry 

URL:  http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/adma.201604245/abstract  

  

http://www.seas.harvard.edu/news/2017/01/soft-robot-helps-heart-beat
http://stm.sciencemag.org/content/9/373/eaaf3925
http://live-uon.cloud.contensis.com/news/pressreleases/2017/january/chance-meeting-leads-to-creation-of-antibiotic-spider-silk.aspx
http://live-uon.cloud.contensis.com/news/pressreleases/2017/january/chance-meeting-leads-to-creation-of-antibiotic-spider-silk.aspx
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/adma.201604245/abstract
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【蓄電池・ｴﾈﾙｷﾞｰｼｽﾃﾑ分野】  

33-12 

ｱﾒﾘｶ合衆国・
国立再生可
能ｴﾈﾙｷﾞｰ研
究所(NREL) 

    2017/1/27 

INTEGRATE プロジェクトが電力系統の新たな制御方法を示す 
(INTEGRATE Project Points to New Methods of Electric Grid Control) 

・  NREL と提携の大学・企業が、 Integrated Network Testbed for Energy Grid Research and 
Technology Experimentation (電力系統研究および技術実験のための統合型ネットワークテストベッド: 
INTEGRATE)プロジェクトの下、5 件の技術実証を成功裡に終了。これらは米国が電力系統の再生可
能エネルギー導入量の増加を実現する上での課題に新たな解決策をもたらすもの。各研究チームは
NRELのエネルギーシステム統合施設(ESIF)にて試験を実施。 
・ DOEは系統最新化イニシアティブより計 650万ドルの資金を提供。同プロジェクトは、再生可能エネ
ルギーシステムやその他のクリーンエネルギー技術をスマートグリッドに「プラグアンドプレイ」で接続
させる方法の探求を目的とし、DOE と企業パートナー間の費用分担による。 
・ 参加プロジェクトと主導機関は以下の通り。Vehicle-to-Grid (V2G)統合 (デラウェア大学); スマート
・コネクテッド消費者向けデバイス(米国電力研究所: EPRI); 通信・制御システム (EPRI、シュナイダー
エレクトリック); マイクログリッド通信およびグリッドエッジ・エネルギーマネジメント (OMNETRIC グル
ープ); アクティブネットワーク管理(ANM)システムの統合 (Smarter Grid Solutions)。 
・ 各プロジェクトの詳細は本文と文末のリンク先ページを参照のこと。 

URL:  https://www.nrel.gov/esif/partnerships-integrate.html  

【省エネルギー分野(超電導）】  

33-13 

ｱﾒﾘｶ合衆国・
ﾊｰﾊﾞｰﾄﾞ大学 

    2017/1/26 

高圧物理学における進展 
(Advance in high-pressure physics)  

・ ハーバード大学が、金属水素と呼ばれる地球上で最も希少な材料の開発に初めて成功。金属水素
は自然界の物質の根本にかかわる疑問の解明に加え、常温での超電導体としてのアプリケーション
が理論上可能とされている。 
・ また、理論的に準安定性なため圧力が無い場合でも金属水素の状態を維持できるとされ、従来の
輸送システムや電子デバイスに大変革をもたらす常温超電導体の他、エネルギー生産と貯蔵におい
ても飛躍的な向上の可能性がある。 
・ さらに、金属水素生成時に必要な膨大なエネルギーは分子水素への変換時に全て放出されるた
め、最も強力なロケット推進力(現在最高の比推力が 450秒のところ、金属水素では 1,700秒が想定さ
れる)としてロケット工学に革新をもたらす可能性もある。 
・ 超高圧の実験では、研磨した合成ダイヤモンドの小片 2個をさらに強靭化処理し、超高圧印加装置
であるダイヤモンドアンビルセル(DAC)に互いに対向させて配置。ダイヤモンドはダイヤモンドパウダ
ーで研磨しているため、その表面から炭素が削り取られ、構造を弱めて破壊する欠陥ができてしまう。 
・ その解決策として、反応性イオンエッチング(RIE)プロセスを利用してダイヤモンドの表面を 5μm の
薄さで削り取ってからアルミニウムの薄膜保護層を作り、結晶構造への水素の入り込みと脆化を回避
した。 
・ その結果、地球の中心の圧力を超える 495Gpa (7170万 PSI)にて微細な水素サンプルを抽出。この
ような圧力下では水素の固体分子が分解し、金属である原子状水素に転換される。 

URL:  
http://news.harvard.edu/gazette/story/2017/01/a-breakthrough-in-high-pressure-physic
s/  

(関連情報）  

      

Science 掲載論文(アブストラクトのみ：全文は有料） 

Observation of the Wigner-Huntington transition to metallic hydrogen 

URL:  http://science.sciencemag.org/content/early/2017/01/25/science.aal1579  

【政策等】  

33-14 
ｱﾒﾘｶ合衆国・
ｴﾈﾙｷﾞｰ省

(DOE) 

    2016/12/9 

「Manufacturing USA」イニシアティブの新機関を米国化学工学会が主導すると DOEが発表 
(Energy Department Announces American Institute of Chemical Engineers to Lead New Manufacturing 
USA Institute) 

・ DOE・EERE が、「Manufacturing USA」イニシアティブの新機関「Rapid Advancement in Process 
Intensification Deployment (RAPID)」を米国化学工学会(American Institute of Chemical Engineers)主
導で設立することを発表。連邦政府から最大 7 千万ドル、さらに民間から同額の資金が提供される予
定。 
・ RAPIDは、石油・ガス産業、紙・パルプ産業を始めとする様々な米国化学メーカーにおける製造プロ
セス改善を通じて、国内エネルギーの生産性と効率を 5 年間で 20%向上させるべく、画期的な技術の
開発に注力。 
・ 従来の大規模でエネルギー集約的なプロセスにモジュール型の化学プロセス強化策を導入するこ
とで、エネルギー生産性・効率向上だけでなく、操業費の低減や廃棄物の削減も目指す。このような新
技術が実現すれば、化学産業のみで年間 90 億ドル超のコストを削減できる可能性。 
・ 同イニシアティブにおいて、RAPID は 10 番目（DOE主導としては 4 番目）となる機関。 

URL:  
https://energy.gov/articles/energy-department-announces-american-institute-chemical-e
ngineers-lead-new-manufacturing  

https://www.nrel.gov/esif/partnerships-integrate.html
http://news.harvard.edu/gazette/story/2017/01/a-breakthrough-in-high-pressure-physics/
http://news.harvard.edu/gazette/story/2017/01/a-breakthrough-in-high-pressure-physics/
http://science.sciencemag.org/content/early/2017/01/25/science.aal1579
https://energy.gov/articles/energy-department-announces-american-institute-chemical-engineers-lead-new-manufacturing
https://energy.gov/articles/energy-department-announces-american-institute-chemical-engineers-lead-new-manufacturing


8 

 

33-15 

英国・
Innovate UK 

    2017/1/24 

最も低コストで大規模なクリーンエネルギー源へ順風満帆な洋上風力発電 
(Offshore wind on target to become lowest-cost, large scale clean energy source) 

・ 英国の洋上風力発電のコスト削減目標が 4 年前倒しで達成。Offshore Renewable Energy (ORE) 
Catapultが先日発表した洋上風力プログラム委員会(OWPB)へのコスト削減モニタリングフレームワー
ク (CRMF)年次報告書によると、発電コストは目標値が設定された 2012 年より 32%減少し、産官共同
の 2020 年までの目標である£100/MWh を下回った。 
・ 洋上風力のコストは大型風車の採用、競争の激化、資本コストの低下により急激に低減。2015/16
年に最終投資決定が下されたプロジェクトの均等化発電原価(LCOE)の平均が£97/MWh であるのに
対し、2010/11 年の LCOEは£142/MWh。 
・ 同国の洋上風力業界にとって国産化率と雇用が大きな焦点。差額決済契約(CfD)制度の下で要求
されるサプライチェーンプランは既に同国の製造業に著しい成長をもたらしつつあるが、同レポート
は、(政府の)産業戦略へのより協調的なアプローチを通じた国産化率向上と雇用拡大のさらなる可能
性を提示。 

URL:  
https://ore.catapult.org.uk/press-release/offshore-wind-target-become-lowest-cost-large
-scale-clean-energy-source/  

(関連情報）  

      

Cost Reduction Monitoring Framework 2016  

URL:  http://crmfreport.com/wp-content/uploads/2017/01/crmf-report-2016.pdf 

33-16 

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) 

    2017/1/31 

太陽エネルギー発電を米国電力グリッドに統合するプロジェクトに対し DOEが最大 3千万ドルの資金
提供を発表 
(Energy Department Announces up to $30 Million for Projects to Integrate Solar into the Nation’s 
Electric Grid) 

・ DOE が SunShot イニシアティブの「ENERGISE」プログラムにおいて、新規プロジェクト 13 件に対し
最大 3 千万ドルを資金提供することを発表。太陽エネルギー発電の電力グリッド統合化に資する次世
代のグリッド計画・運用ツールの開発を支援。 
・ 採択プロジェクトが目指すのは、グリッド運用者が分散型電源に関する最新の計測・予測データを
入手し、センサー、通信、データ分析技術を用いてシステム性能を最適化できるようにすること。 
・ 太陽エネルギー以外の分散型エネルギー源についても動的かつ自動化されたコスト効率の高い管
理を可能にすることで、米国電力グリッドの信頼性向上に貢献。各プロジェクトの概要は関連情報を参
照のこと。 

URL:  
https://energy.gov/eere/articles/energy-department-announces-30-million-projects-integ
rate-solar-nation-s-electric-grid  

(関連情報）  

      

同プログラムおよび採択プロジェクトの概要 

Enabling Extreme Real-time Grid Integration of Solar Energy (ENERGISE) 

URL:  
https://energy.gov/eere/sunshot/enabling-extreme-real-time-grid-integration-solar-energ
y-energise  
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