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ｱﾒﾘｶ合衆国・
ﾌﾞﾙｯｸﾍﾌﾞﾝ国
立研究所

(BNL) 

    2017/4/28 

1 ナノメートルのスケールの描画で、分解能の新記録を樹立                                     
(Scientists Set Record Resolution for Drawing at the One-Nanometer Length Scale) 

・ BNL の機能性ナノ材料センター(CFN)が、1nm 台のパターン描画が可能な走査型透過電子顕微鏡
(STEM)を用いる電子ビームリソグラフィ(EBL)システムにより、これまでで最も微細なパターンの形成
に成功。これにより、個々の原子と分子を操作し、化学反応性、電気伝導率、光相互作用などの材料
特性を大幅に変えることが可能に。                                
・研究チームは同システムにより電子線描画を行い、幅 1nm、間隔 11nm、１㎠あたり約 1 兆の面密度
でメタクリル酸メチル(PMMA)薄膜にパターンを作製。 
・ 従来の商業用 EBL 装置の描画サイズは 10～20nm で、それよりも分解能の高いパターン形成をす
る場合、実用性の制約や、描画プロセスの著しいスピードダウンを伴っていた。 
・ 本研究では、電子ビームを原子スケールで照射できる、収差補正 STEM にパターンジェネレータを
搭載することにより、EBL の分解能の限界を引き上げることに成功。同装置は、試料上に、コンピュー
ターソフトで設計したパターンを電子ビームで正確に描画。 
・ これによりパターン形成した PMMA 膜をステンシルマスクとして用いながら、数 nm パターンをその
他のさまざまな材料に転写することが可能。今回、金属材料(金パラジウム)と半導体材料(酸化亜鉛)
の 2種類の 5nm未満のパターンを形成。さらにポリマー膜上に、PMMAマクロ分子の有効半径である
26nm よりもはるかに小さいサイズのパターンの描画を実現。  
・研究チームは今後、EBL の分解能の制約要因を解明し、基礎的な限界を引き上げることに注力する
とともに、1nm サイズのパターンを形成した材料の特性の研究を行う方針。まずは半導体材料である
シリコンを対象とするが、シリコンは、数 nm 単位で電気的・光学的特性が変わるとの予想。 
・なお CNFは国立の共用施設であるため、この EBL装置は近日、世界中のユーザーに向けた提供が
開始される予定。  

URL:  https://www.bnl.gov/newsroom/news.php?a=112189  

(関連情報）  

      

Nano Letters 掲載論文(アブストラクトのみ：全文は有料） 

Aberration-Corrected Electron Beam Lithography at the One Nanometer Length Scale 

URL:  http://pubs.acs.org/doi/full/10.1021/acs.nanolett.7b00514  

  

 

《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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40-2 

ｱﾒﾘｶ合衆国・
ﾏｻﾁｭｰｾｯﾂ工
科大学(MIT) 

    2017/5/4 

3D プリンティングを紙印刷のように簡易化 
(Making 3-D printing as simple as printing on paper) 

・ MIT のスピンアウト、New Valence Robotics (NVBOTS)が、完全に自動化した 3D プリンター、
『NVPro』を開発し上市。 
・ 現在の 3D プリンターでは、デザインのプログラムやプリント完了後のパーツの取出しが手動である
ため時間がかかり、プリント作業に必要な専門家のコストもかかる。 
・ 同社の 3D プリンターは、クラウドベースの（印刷ジョブ）キューイングとプリント完成品の自動取出し
機能を備え、多様なユーザーによるプリント作業をより迅速・容易化し、プリントパーツ毎のコストを大
幅に低減する。 
・ 同 3Dプリンターでは、あらゆるデバイスからユーザーが送信した印刷指示が NVCloud ソフトウェア
で待機しパーツのプリントが完了すると、格納式ブレードがパーツを切りはずして容器に移動。その後
自動的に次の印刷が開始する。印刷指示は webcam を通じて遠隔でモニタリングできる。 
・ さらに、同社の研究部門であるNVLabsのスピンアウト、Digital Alloysは、従来システムよりも低コス
トの高速マルチ金属製造システムのプリントヘッドを開発中。粉末の積層とレーザーによる溶解でパ
ーツを製造する従来方法とは異なり、同社のシステムでは原料の厚いワイヤを高速で積層。現行シス
テムの 1 日当たりの生産量 2kgに対し、同社システムでは 20kg。 
・ NVLabsは、性能の向上を目的にユーザーによるNVBOTSプリンタ利用のデータ(印刷ジョブの成功
度、品質、時間、材料等)を収集し、これまでに 3.8テラバイトの製造プロセスに関するデータを取得。 
・ 同研究部門はまた、安全性の課題への対処、ヒューマン・マシン・インターフェースの向上や、様々
な樹脂材料が使える 3D プリンティングの可能性を研究する。 

URL:  http://news.mit.edu/2017/startup-nvbots-3-d-printing-simple-printing-paper-0505  

(関連情報）  
      

New Valence Robotics (NVBOTS) ウェブサイト 
URL:  https://nvbots.com/  

【電子・情報通信分野】  
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ﾄﾞｲﾂ連邦共和
国・ビーレフェ
ルト大学 

    2017/4/24 

チップベースの高精細度品質ナノ顕微鏡 
(Chip-based nanoscopy: Microscopy in HD quality) 

・ ビーレフェルト大学とノルウェー・トロムソ大学が共同で、超解像光学顕微鏡（ナノスコピー）として標
準的な顕微鏡の利用を可能にするフォトニック導波管チップを開発。 
・ ナノスコピーでは僅か数nmという精密さで単一の蛍光分子を特定し、この情報は約20～30nmの解
像度(光学顕微鏡の 10 倍）でイメージ化できる。 
・ ナノスコピー技術は極めて複雑かつ高価で、操作には熟練した技術者が必要。このため同技術が
利用できる施設等は世界で限られており、バイオラボや病院等での普及を阻んでいる。 
・ 試料用スライドサイズのチップ上でプローブが直接照射され、レンズとカメラがチップに対して直角
に信号を記録し、測定データを超解像イメージとして再構築。同チップを光学顕微鏡で利用すること
で、実験作業の簡便化が図れる。 
・ 現行のナノスコピー技術では、一度に取得できるイメージは細胞の一部分や僅か数個の細胞の
み。同チップの利用により 1 枚の超解像イメージに 50 個の細胞を可視化することができる。 
・ 同技術は顕微鏡法におけるパラダイムシフトであり、科学や研究開発等でのナノスコピーの普及を
後押しするものと考える。 

URL:  https://ekvv.uni-bielefeld.de/blog/uninews/entry/chip_based_nanoscopy_microscopy_in  

(関連情報）  

      
Nature Photonics 掲載論文(アブストラクトのみ：全文は有料） 
Chip-based wide field-of-view nanoscopy 
URL:  https://www.nature.com/nphoton/journal/v11/n5/abs/nphoton.2017.55.html?lang=en  

40-4 

ｱﾒﾘｶ合衆国・
ﾛｰﾚﾝｽﾘﾊﾞﾓｱ
国立研究所

(LLNL) 

    2017/4/24 

出色の成果を収める 
(Research comes through with flying colors) 

・ LLNL が電気刺激により集積したナノ粒子の色彩を変化させる手法を考案。コア-シェル構造のナノ
粒子を用いて、内在的特性である色素の色と粒子の集積による構造色の組み合わせにより、コントラ
ストを向上させ、多様な色彩設計を実現。 
・ 電子ペーパー、反射型多色表示に応用可能。用途は、電子価格タグ、デジタルサイネージの他、携
帯電話等。同手法は完全に可逆的で、瞬時の色変化に加え、透過色と反射色とで顕著な違いを示す
もの。 
・ 粒子配列が完全な秩序状態になく結晶でもない「アモルファスフォトニック結晶」であるため、同シス
テムは反射光による発色を視野角に左右されずに表示。この特徴的な視野角独立性は、ディスプレイ
への適用に好適。なお、ナノ粒子の配列(粒子間の距離、粒子構造)が電界の影響を受けやすいこと
から、印加により動的な発色の調整が可能。 

URL:  https://www.llnl.gov/news/research-comes-through-flying-colors  

(関連情報）  

      
Advanced Optical Materials 掲載論文(アブストラクトのみ：全文は有料) 
Tunable Amorphous Photonic Materials with Pigmentary Colloidal Nanostructures 
URL:  http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/adom.201600838/full  

http://news.mit.edu/2017/startup-nvbots-3-d-printing-simple-printing-paper-0505
https://nvbots.com/
https://ekvv.uni-bielefeld.de/blog/uninews/entry/chip_based_nanoscopy_microscopy_in
https://www.nature.com/nphoton/journal/v11/n5/abs/nphoton.2017.55.html?lang=en
https://www.llnl.gov/news/research-comes-through-flying-colors
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/adom.201600838/full
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ｱﾒﾘｶ合衆国・
スタンフォード

大学 

    2017/5/1 

スタンフォード大学がフレキシブルで生分解性の新しい有機エレクトロニクスを開発 
(Flexible, organic and biodegradable: Stanford researchers develop new wave of electronics) 

・ スタンフォード大学がフレキシブルで生分解性の有機半導体を新たに開発。 
・ スマートフォンやセンサー等、日常生活へのエレクトロニクスの浸透に伴い、電子ごみが増量中。国
連環境計画(UNEP)では、2017 年の電子ゴミ廃棄量が 5 千万トン(2015 年分より 20%超増加）に達する
と予測。 
・ 人間の皮膚の機能を模倣する電子デバイス開発を目指し、これまでに伸縮性・自己治癒能力を備
えたデバイスを開発しているが、今回、生分解性の実現に成功。 
・ 新しいフレキシブルな半導体ポリマーは、酢のような低刺激の酸で分解。これに加え、生分解性の
電子回路と電子部品を搭載する基板材料も開発。 
・ 導電性と生分解性の両方の実現には、電子の円滑な移動能力を保持できるような分子の特殊な
（弱い酸に敏感な）化学結合を作ることで対処。 
・ 生分解性の新しい電子部品では、従来の金の代わりに環境に優しく無害な鉄を利用。新しい基板
材料には、改良を加えて透明性と柔軟性を持たせたセルロースを採用。 
・ このような生分解性の電子デバイスは、血圧等を測定する極薄で皮膚に快適な使い捨てのソフトパ
ッチや（さらに研究が必要だが）身体内のインプラント等のアプリケーションが可能。 
・ また、遠隔地で森林等の広範囲な地域の調査が必要な場合に航空機から生分解性のセンサーを
投下して使用することも考えられる。 

URL:  
http://news.stanford.edu/2017/05/01/flexible-organic-biodegradable-new-wave-electronics
/  

（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） 

Biocompatible and totally disintegrable semiconducting polymer for ultrathin and ultralightweight 
transient electronics 

URL:  http://www.pnas.org/content/early/2017/04/25/1701478114  

40-6 

ﾄﾞｲﾂ連邦共和
国・ミュンヘン
工科大学 

    2017/5/4 

WiFi ルーターでホログラフィ 
(Holography with the Wi-Fi-router) 

・ ミュンヘン工科大学が、WiFiトランスミッタの放射を分析して周囲環境の3D画像を生成するホログラ
フィ処理法を開発。高度なレーザー技術が求められる光学ホログラムと異なり、同手法で使用するの
は固定式と可動式アンテナ各 1台のみ。 
・ 想定される主な実装先は、Industry 4.0 の対象領域の内、パーツやデバイスの位置特定が困難なこ
とも多い、自動化された産業施設。 
・ 従来式の放射マイクロ波からの画像生成には帯域幅の広い専用トランスミッタが必要だが、今回そ
れを帯域幅の非常に狭い一般的な家庭用 WiFi トランスミッタ(動作帯域 2.4 及び 5GHz)で実現。
Bluetooth や携帯電話の信号も使用可能で、これらのデバイスの波長は cm 単位の空間分解能に対
応。 
・ 新規な点は、WiFiや携帯電波の信号をホログラフィ処理することで、ある空間全体を壁越しであって
も表現できること。プライバシーの侵害が危惧されるが、研究チームはこのプロセスが当面悪用される
ことはないと思料。 
・ 同プロセスに、僅かな回折を起こす物体の識別を向上させるための暗視野法や、ノイズ除去のため
トランスミッタの残りの僅かな帯域幅を利用する白色光再生ホログラフィを取り入れることも可能。 
・ また、マイクロ波画像から付加情報を抽出してスマートフォンのカメラの画像に組み込めるため、搭
載された無線タグからの遺失物の追跡等が可能。技術のさらなる進展が雪崩や倒壊した建物に埋も
れた被害者の救出にも役立つと期待。 

URL:  https://www.tum.de/en/about-tum/news/press-releases/detail/article/33897/  

（関連情報)  

      

Physical Review Letters 掲載論文(フルテキスト） 

Holography of Wi-fi Radiation 

URL:  https://journals.aps.org/prl/pdf/10.1103/PhysRevLett.118.183901  

  

http://news.stanford.edu/2017/05/01/flexible-organic-biodegradable-new-wave-electronics/
http://news.stanford.edu/2017/05/01/flexible-organic-biodegradable-new-wave-electronics/
http://www.pnas.org/content/early/2017/04/25/1701478114
https://www.tum.de/en/about-tum/news/press-releases/detail/article/33897/
https://journals.aps.org/prl/pdf/10.1103/PhysRevLett.118.183901
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40-7 

ｱﾒﾘｶ合衆国・
ミネソタ大学 

    2017/5/5 

薄膜透明フィルムの発見がエレクトロニクスと太陽電池を進展                
(Discovery of thin transparent film could improve electronics and solar cell) 

・ ミネソタ大学が、同類の材料中において前例のない高導電性を有するナノ薄膜材料を新たに開発。 
・ 同材料は大きなバンドギャップを有するため光が容易に通り抜ける透過性も備える。通常、バンド
ギャップの大きな材料では導電性が低いか透過性に欠ける。 
・ このような高導電性と大きなバンドギャップによる透過性により、高出力エレクトロニクス、タッチスク
リーンや太陽電池等、光がデバイスを通り抜ける必要のある電子デバイス用の透明導電膜としての
利用に理想的な材料となる。 
・ 現在広く利用されている透明導電膜はインジウムをベースとしたもの。同元素の過去 20 年間の価
格上昇は、現在のディスプレー技術のコストを押し上げている。 
・ 同新薄膜材料の製造には新たに開発した合成プロセスを採用。バリウム、スズ、酸素から成るスズ
酸バリウム(BaSnO3)の薄膜を成長させ、スズ元素をスズの化学的前駆体に置き換えた。特殊でラジ
カルなこの前駆体の特性が化学反応性を高め、金属酸化物の形成を飛躍的に向上させる。バリウム
とスズはインジウムに比して大幅に安価で賦存量が豊富。 
・ 同プロセスでは材料の薄さ、組成及び欠陥濃度の前例のない制御が可能で、酸化が困難な元素を
使用する他の材料システムの多くに最適。同プロセスはまた、再現可能でスケーラブル。 
・ 同材料の高導電性は、欠陥濃度を改善した構造的に優れた品質によるもの。今後、原子スケール
でのこのような欠陥を継続して低減する。 

URL:  
https://twin-cities.umn.edu/news-events/discovery-thin-transparent-film-could-improve-el
ectronics-and-solar-cell  

(関連情報）  

      

Nature Communications 掲載論文(フルテキスト） 

Wide bandgap BaSnO3 films with room temperature conductivity exceeding 104 S cm−1 

URL:  https://www.nature.com/articles/ncomms15167  

40-8 

英国・サセック
ス大学 

    2017/5/5 

形状変化するフォグスクリーンの開発 
(Shape-changing fog screen invented) 

・ サセックス大学が、形状変化ディスプレーとフォグスクリーン技術を組み合わせた形状変化フォグス
クリーン、『MistForm』を開発。 
・ この空中浮遊ディスプレーは、ユーザーによるディスプレーの通り抜けや、2D・3D オブジェクトの形
状や位置を変えることで可視性の最適化とインタラクションの簡便化を図り、単一・複数ユーザーによ
るインタラクションに柔軟に対応する。 
・ 米国デンバー開催(5/6～11)の CHI 2017 (Conference on Human Factors in Computing Systems)に
て発表。 
・ フォグスクリーンの可視性と輝度の課題を、光の散乱パターンの把握と光の形状の制御により対
処。また形状再構築と 3D 投影アルゴリズムの利用により、移動する湾曲したフォグ表面への投射で
発生する映像の歪みを排除しながら形状を調整してユーザーインタラクションの支援を一層向上。 
・ コンピュータとのインタラクションとコラボレーションの新形態の可能性を提供し、静的な固定スクリ
ーンからユーザーを解放して全く新しいインタラクティブ空間を創造する。 
・ 通常の 3Dディスプレー技術では、オブジェクト映像が飛び出してくる場合でもユーザーはディスプレ
ー表面を凝視する必要があり、オブジェクトに触れる場合にはユーザーの手またはディスプレーを凝
視しなければならず、（3D オブジェクトと手がディスプレーに接近していない限り）眼疲労の原因にな
る。 
・ MistForm は、手とオブジェクトの両方が視えるようにディスプレーの表面を移動させて上記のような
場合にも対応。腕が届く範囲内での快適な 3D インタラクションを提供する。 
・ MistFormは 39インチのテレビスクリーンサイズで、空気のカーテンで固定した霧で構成。スクリーン
はユーザーに向かう・離れることができ、様々な形状に折り曲げられる（例えばユーザー2 人に対し曲
面を作って最適な可視性を提供したり、そのユーザーらがスクリーン上で個別に作業を行う際に三角
形状を採る等）。モーショントラッカーが検出するユーザーの動きと意図が上部から投射されるディス
プレーに反映される。 

URL:  http://www.sussex.ac.uk/newsandevents/?id=40212  

（関連情報)  

      

CHI 2017 (Conference on Human Factors in Computing Systems)発表論文 

MistForm: Adaptive Shape Changing Fog Screens 

URL:  http://dl.acm.org/citation.cfm?doid=3025453.3025608  

  

https://twin-cities.umn.edu/news-events/discovery-thin-transparent-film-could-improve-electronics-and-solar-cell
https://twin-cities.umn.edu/news-events/discovery-thin-transparent-film-could-improve-electronics-and-solar-cell
https://www.nature.com/articles/ncomms15167
http://www.sussex.ac.uk/newsandevents/?id=40212
http://dl.acm.org/citation.cfm?doid=3025453.3025608
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【ロボット・AI技術分野】  

40-9 

ｱﾒﾘｶ合衆国・
ﾏｻﾁｭｰｾｯﾂ工
科大学(MIT) 

    2017/4/26 

3D プリンティングがビル建設の新しいアプローチを提供 
(3-D printing offers new approach to making buildings) 

・ MITが、建築物の基本構造を 3Dプリンティング技術で作製するデジタル・コンストラクション・プラット
フォーム (Digital Construction Platform: DCP)システムを開発。従来手法では不可能な全く新しいタイ
プの建築物の設計と建設が可能に。 
・ 従来の建設手法に比してより迅速、安価、安全な構造物の作製に加え、建設場所の要件や作製者
の希望にも完全に対応。また、建設プロセスの途中で別材料を使用して材料密度を変更し、強度、断
熱性や他の特性を最適に組合わせた内部構造の改変も可能。 
・ 同 DCP システムは工業用大型ロボットアームを搭載した装軌車輌で、大型アームの先端に小型の
精密運動ロボットアームをもつ。小型アームは高度制御が可能で、従来・非従来型の建設用ノズル
や、フライスヘッド等の付加的なデジタル製造用エンドエフェクタを誘導する。 
・ 従来の 3D プリンティングシステムとは異なり、同 DCP システムでは多様なサイズの建築物の作製
が可能。概念実証として、同 DCPシステムのプロトタイプを用いて直径 50フィート（約 15m)、高さ 12フ
ィート(約 3.6m)のポリウレタン製断熱材のドームを 14時間で「印刷」。同システムは既存の建設現場や
機器に容易に導入可能で従来の建築基準法にも適応。 
・ 最終的な目標は、建築物表層作製と（土等の）現地材料取得の両方に利用できるシャベルを備えた
自給自足的なシステムの開発。 太陽電池等による電力駆動も可能で、開発途上国や被災地におい
て頑丈な保護施設の迅速な建設を目指す。 
・ 基本構造・表層と梁や窓を一回の製造プロセスで作製し、建設現場において多様な設計・建設プロ
セスを導入するなど、部材が不要な建築物設計が 同システム開発の契機となった構想。 

URL:  http://news.mit.edu/2017/3-d-printing-buildings-0426  

(関連情報）  

      

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

Toward site-specific and self-sufficient robotic fabrication on architectural scales 

URL:  http://robotics.sciencemag.org/content/2/5/eaam8986  

40-10 

英国・キング
ストン大学 

    2017/4/27 

人間の目の働きを模倣する最先端カメラがロボットとスマートデバイスに与える有益性の研究をキン
グストン大学が先導 
(Kingston University to play leading role in study examining how state-of-the-art camera that mimics 
human eye could benefit robots and smart devices) 

・ キングストン大学は、キングス・カレッジ・ロンドンとユニバーシティ・カレッジ・ロンドンと共同で、人間
の目の働きに着想を得たダイナミックビジュアルセンサー（ニューロモーフィックセンサー）について、
英国工学・物理科学研究会議(EPSRC)の資金提供(￡130 万)による 3 年間のプロジェクトで研究予
定。 
・ 視界の光の変化を迅速・効率的に検知して情報を処理する人間の目の働きを模倣する同センサー
は、映像中で動きのある部分を最新化することでコンピュータの計算能力とデータ記憶容量を大幅に
低減する。 
・ 従来のカメラ技術では連続する個別のフレームで映像を捉えるが、動きを捉えた部分とそうでない
部分が発生してリソースを徒費。例えば爆発のような動的なシーンでは、フレーム速度と処理能力の
制限や静的な部分の表示のための多量データ使用により、高速で動く部分を正確に捉えることができ
ない。 
・ 同センサーは異なる速度毎にシーンの各部分をサンプリングし、光の状態に変化が起きたときにの
み情報を取得。これによりカメラのエネルギー消費量や処理の必要性が大幅に低減する。 
・ 同プロジェクトでは、同ダイナミックビジュアルセンサーによる高品質な特定場面の効率的な取得
と、そのような場面のマシーン間での共有やクラウドのサーバーへのアップロードについて調査。 
・ このような消費エネルギーの低減により、ロボットやドローンから次世代網膜インプラントまで、調査
監視やその他のアプリケーションの新たな可能性が拓く。また、人間の立ち入りや電池の充電が不可
能な場所での小型デバイスでの利用も。 
・ 同プロジェクトの一環で、IoTの一部としての複数の同センサーの協働についても調査予定。 
・ プロジェクトパートナーは、Samsung、Ericsson、Thales、半導体メーカーの Mediatek、ニューロモー
フィックセンサースペシャリストの iniLabs。 

URL:  
http://www.kingston.ac.uk/news/article/1825/27-apr-2017-kingston-university-to-play-lea
ding-role-in-study-examining-how-stateoftheart-camera-that-mimics-human/  

(関連情報）  

      

The Internet of Silicon Retinas (IOSIRE): Machine-to-machine communications for neuromorphic 
vision sensing data に関する情報  

URL:  http://gtr.rcuk.ac.uk/projects?ref=EP%2FP022715%2F1  

  

http://news.mit.edu/2017/3-d-printing-buildings-0426
http://robotics.sciencemag.org/content/2/5/eaam8986
http://www.kingston.ac.uk/news/article/1825/27-apr-2017-kingston-university-to-play-leading-role-in-study-examining-how-stateoftheart-camera-that-mimics-human/
http://www.kingston.ac.uk/news/article/1825/27-apr-2017-kingston-university-to-play-leading-role-in-study-examining-how-stateoftheart-camera-that-mimics-human/
http://gtr.rcuk.ac.uk/projects?ref=EP%2FP022715%2F1
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40-11 

ｱﾒﾘｶ合衆国・
ミネソタ大学 

    2017/5/10 

3D でプリントされた「バイオニックスキン」がロボットに触覚を与える 
(3D-printed ‘bionic skin’ could give robots the sense of touch) 

・ ミネソタ大学は、伸縮可能なエレクトロニックセンサーデバイスであるエレクトロニック・ファブリックを
3D プリンティングで製造するという画期的プロセスを開発。本デバイスは、ロボットに自らを取り巻く環
境を知覚する能力を付与するなど、用途が多数あり、将来的には、これをヒトの皮膚にプリントするこ
とも視野に。 
・ このエレクトロニック・ファブリックを外科手術用ロボットに「バイオニックスキン」として装着すれば、
外科医が低侵襲手術の間も実際の感覚を得ることができて、カメラを利用する現行の方法よりも、手
術が容易に。また、ロボットの歩行や、環境との相互作用を容易にする可能性もあり。 
・ ヒトでは、ウェアラブルなデバイスとして健康モニタリング、兵士の戦場での危険化学物質や爆発物
の検知に使用可能。 
・ ヒトの皮膚へのプリントはまだであるが、手の模型の曲面へのプリントは既に実施。プリントしたデ
バイスを皮膚とインターフェイスさせた結果、デバイスは高感度で、リアルタイムでの脈の測定に成
功。 
・ エレクトロニック・ファブリックの作成には、ラボで制作した独自の多機能 3D プリンターを使用。4 本
のノズルから、デバイスの積層を作るための多様な特殊インクをプリント。基層はシリコン。上層と下
層は電極となり、導電性インク、コイル状の圧力センサーで作成。犠牲層は、最上層を作製中に支持
する役割を担い、製造プロセスの最終段階で洗い流される。 
・ 従来の 3Dプリンティングで使用する液体プラスチックは、皮膚の上で使用するには高温、高硬質の
ため、ヒトの皮膚には不適だが、多機能 3D プリンターのインクは室温下での積層が可能。3D プリンテ
ィングで作成したエレクトロニック・ファブリックは、元のサイズの 3 倍の大きさにまで引き伸ばし可能。 
・ 本 3D プリンティングは既に製造プロセスに組み込まれており、スケールアップ不要で、実用化への
準備が完了済。 
・ 次のステップは、半導体インクの開発とヒトの体への印刷。 

URL:  https://cse.umn.edu/news-release/3d-printed-bionic-skin-give-robots-sense-touch/  

（関連情報）  

      

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

3D Printed Stretchable Tactile Sensors 

URL:  http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/adma.201701218/full  

【環境・省資源分野】  

40-12 

ｱﾒﾘｶ合衆国・
セントラルフロ
リダ大学
(UCF) 

    2017/4/24 

UCFが空気をきれいにしてエネルギーを生産する人工光合成を引き起こす新手法を開発 
(UCF Professor Invents Way to Trigger Artificial Photosynthesis to Clean Air, Produce Energy) 

・ UCF が、チタンと N-アルキル-2-アミノテレフタレートを金属有機構造体(MOF)に統合した合成材料
により、CO2 をソーラー燃料に転換する化学反応を誘発する方法を新たに開発。 
・ 酸化チタン等の材料で化学反応を起こすエネルギーを持つ紫外線(UV)は太陽光の僅か約 4%。一
方、太陽光の大部分を構成する紫色から赤色の可視光で CO2 を燃料に転換する化学反応を起こせ
る材料は少なく、可視光を吸収できる白金、レニウムやイリジウム等は希少で高価。 
・ N-アルキル-2-アミノテレフタレートは、MOF に統合する際に特定色の光を吸収するアンテナとして
設計が可能。今回は青色の光に同調させた。 
・ 同大学は青色 LED 光反応器を作製して化学反応を実証。定量の CO2 を反応器に注入すると、化
学反応により CO2 からギ酸塩とホルムアミドを生成。 
・ 今後はこのような還元炭素をより多量に生成できるよう同手法を継続して向上させるとともに、合成
材料を調整して他の可視光による化学反応発生の可能性を探る。 
・ 大量のCO2を捕獲するステーションを発電所のそばに建設し、同化学反応プロセスでCO2をリサイ
クルして生成したエネルギーの発電所内での利用や、近隣の空気を浄化しながら家庭内で利用する
エネルギーを生成する同合成材料製の屋根板等のアプリケーションを想定。 

URL:  
https://today.ucf.edu/ucf-invents-way-trigger-artificial-photosynthesis-clear-air-produce-e
nergy-time/  

(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） 

Systematic Variation of the Optical Bandgap in Titanium Based Isoreticular Metal-Organic 
Frameworks for Photocatalytic Reduction of CO2 under Blue Light  

URL:  http://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2017/ta/c7ta00437k#!divAbstract  

  

https://cse.umn.edu/news-release/3d-printed-bionic-skin-give-robots-sense-touch/
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/adma.201701218/full
https://today.ucf.edu/ucf-invents-way-trigger-artificial-photosynthesis-clear-air-produce-energy-time/
https://today.ucf.edu/ucf-invents-way-trigger-artificial-photosynthesis-clear-air-produce-energy-time/
http://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2017/ta/c7ta00437k#!divAbstract
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40-13 

ｱﾒﾘｶ合衆国・
ラトガース大

学 

    2017/5/1 

紙でできた殺菌剤でバクテリアを退治 
(Zapping bacteria with sanitizers made of paper) 

・ ラトガース大学が率いる研究チームが、安価・効果的にバクテリアを表面から除去する紙ベースの
殺菌デバイスを開発。 
・ 重ねた金属化紙に高電圧をかけることで、殺菌する熱、紫外線、オゾンが組み合わされたプラズマ
が発生することを発見。 
・ 金属化紙は、プラズマ(イオン化ガス）を発生させる電極として働くハニカムパターン処理したアルミ
ニウムの薄膜層から構成。紙の繊維質と多孔質がガスを浸透させ、プラズマに燃料を供給しながら冷
却を促進する。 
・ 同金属化紙デバイスの実験では、酵母菌類のサッカロマイセス・セレビシエを 99%超、大腸菌のイー
コライを 99.9%超除去。従来の殺菌方法では除去が困難であったバクテリアの胞子を除去できることを
一次結果で確認。次の段階では胞子除去の効果について試験を実施予定。 
・ このような紙ベースの殺菌デバイスは、自己殺菌する衣類、研究室器具、傷を治癒する絆創膏等
のアプリケーションに適するが、この研究の目標の一つは、環境からの触覚や温度等の情報の検知
能力と外部のバクテリア等からの保護機能を持つ人間や動物の皮膚を模倣したセンサーの開発。 
・ 脳波や発汗状態を計測できるウェアラブルデバイス用の紙ベースセンサー（papertoronic sensors)
の設計と製造についても研究予定。 

URL:  
http://news.rutgers.edu/research-news/zapping-bacteria-sanitizers-made-paper/20170501
#.WR6ze7mCjmQ  

(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） 

Paper-based plasma sanitizers 

URL:  http://www.pnas.org/content/early/2017/04/25/1621203114  

40-14 

ｱﾒﾘｶ合衆国・
ワシントン州
立大学(WSU) 

    2017/5/1 

炭素繊維複合材のリサイクル方法を開発 
（Researchers develop recycling for carbon fiber composites） 

・ WSU が、炭素繊維強化プラスチック(CFRP)の化学的再利用技術を開発。 
・ CFRP はその軽量性と強度により特に航空機産業で利用されているが、分解や再利用が困難なた
め廃棄処理に関する懸念が高まっている。 
・ 牛乳のボトル等に使われる熱可塑性物質(thermoplastics)は溶解して再利用が容易だが、航空機
等で使用される熱硬化性樹脂(thermosets)では困難。 
・ 熱硬化性樹脂では、機械的な粉砕や極高温・高刺激の化学物質による分解等で炭素繊維の回収
が試みられているが、このようなプロセスでの炭素繊維の損傷や有害化学物資の廃棄処理、また、複
合材のマトリクス樹脂の破壊等の課題あり。 
・ 新しい化学的再利用技術では、エタノール溶液中で低刺激の酸を触媒として利用し、比較的低温
度で熱硬化性樹脂の分解を行う。樹脂の温度を上昇させることで触媒を含有する溶液が材料に浸透
して複雑な構造を分解。エタノールは樹脂を膨張させ、塩化亜鉛が炭素ー窒素結合を切断する。容易
に再利用できる状態で炭素繊維と樹脂材料を回収。 
・ 同技術は特許出願済み。商業化の準備中。 

URL:  https://news.wsu.edu/2017/05/01/wsu-recycling-carbon-fiber-composites/  

（関連情報)  

      

Polymer Degradation and Stability 掲載論文(アブストラクトのみ：全文は有料） 

Mild chemical recycling of aerospace fiber/epoxy composite wastes and utilization of the decomposed 
resin 

URL:  http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0141391017300708  

  

http://news.rutgers.edu/research-news/zapping-bacteria-sanitizers-made-paper/20170501#.WR6ze7mCjmQ
http://news.rutgers.edu/research-news/zapping-bacteria-sanitizers-made-paper/20170501#.WR6ze7mCjmQ
http://www.pnas.org/content/early/2017/04/25/1621203114
https://news.wsu.edu/2017/05/01/wsu-recycling-carbon-fiber-composites/
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0141391017300708
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40-15 

ｱﾒﾘｶ合衆国・
ヒューストン大

学 

    2017/5/15 

ヒューストン大学がより効率的な水分解の新触媒を発見                                                                       
 (UH Researchers Report New, More Efficient Catalyst for Water Splitting) 

・ ヒューストン大学は、従来の触媒と比較して入手しやすく、低コスト、高効率な、水を水素と酸素に分
解する新触媒を発見。本触媒は、水からの水素生成における障害の解決につながる可能性あり。 
・ 従来のいくつかの触媒は耐久時間が僅か 1～2時間であるのに対し、本触媒は耐久試験で 20時間
超、1 万回サイクルの作動を記録し、高耐久性を実証。 
・ 水を水素と酸素に分解するためのプロセスは、水素発生反応と酸素発生反応という２つの反応を条
件とし、各々の反応が別々の電極を必要とするため複雑。また、水素は、酸素を生成させないと生成
不可能という問題あり。 
・ さらに、高効率の水素触媒は入手可能であるが、低コストで高効率の酸素触媒は不足。酸素発生
反応はほとんどが高価で入手困難なイリジウム、白金、ルテニウムといった貴金属を使用した電極触
媒によるもの。 
・ 本研究で発見した触媒は、地球上に豊富に存在する材料をベースにした導電性高分散のニッケル
粒子で生成したメタリン酸第一鉄(Ferrous Metaphosphate)で、従来の触媒に比して高効率で低製造コ
スト。 
・ 現在、ほとんどの水素は水蒸気メタン改質と石炭ガス化により生成。これらの手法は、カーボンフッ
トプリント（CFP）の増加という問題あり。電流や光触媒による水分解は可能であるが、太陽光エネル
ギーを直接使用する水分解は、水がほんの僅かな光スペクトルしか吸収できないことから、低効率。
理想的には太陽光発電の使用。 
・ 本研究は将来的に、水電気分解による水素生成の経済性を高めるアプローチの発見へとつながる
可能性あり。 

URL:  http://www.uh.edu/news-events/stories/2017/April/05152017Ren-Water-Catalyst.php  

（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） 

Highly active catalyst derived from a 3D foam of Fe(PO3)2/Ni2P for extremely efficient water 
oxidation  

URL:  http://www.pnas.org/content/early/2017/05/10/1701562114  

40-16 

ﾄﾞｲﾂ連邦共和
国・ドレスデン
工科大学 

    2017/5/18 

水素分子の合成：新手法が白金フリー電極触媒のベンチマークに 
(Synthesis of Molecular Hydrogen: Novel Method Sets Benchmark for Platinum-free Electrocatalysts) 

・ ドレスデン工科大学が主導の国際共同研究チームが、水の電気分解による水素発生反応(HER)を
加速させる、電極触媒を開発。これは低コストなモリブデン-ニッケル(MoNi4)電極触媒を直方体状の
二酸化モリブデン (MoO2)上に固定化させ、これをニッケル発泡体上に垂直に配置したもの 
(MoNi4/MoO2@Ni)。 
・ 白金触媒と遜色ない HER活性を示しており、これまでに報告されている白金フリー電極触媒の中で
も最高水準。実験の結果、MoNi4 が活性中心として高く機能し、ターフェル過程を律速とする高速な
HER が起こることが判明。さらに密度汎関数理論(DFT)より、光物理的な「分子間」の失活過程の運動
エネルギーの活性化障壁が大幅に低下していると算定。 
・ MoNi4/MoO2@Niは量産可能で優れた触媒安定性を有することから、水素製造用アルカリ水電解槽
での利用が有望。さらなる研究と理解により、MoNi4 がこれからのエネルギー生成において白金触媒
の有力な代替触媒となることに期待。 

URL:  
https://tu-dresden.de/tu-dresden/newsportal/news/neuartiges-verfahren-setzt-standard-b
ei-platinfreien-elektrokatalysatoren-zur-synthese-von-molekularem-wasserstoff?set_languag
e=en  

（関連情報)  

      

Nature Communications 掲載論文(フルテキスト） 

Efficient hydrogen production on MoNi4 electrocatalysts with fast water dissociation kinetics 

URL:  https://www.nature.com/articles/ncomms15437.pdf  

  

http://www.uh.edu/news-events/stories/2017/April/05152017Ren-Water-Catalyst.php
http://www.pnas.org/content/early/2017/05/10/1701562114
https://tu-dresden.de/tu-dresden/newsportal/news/neuartiges-verfahren-setzt-standard-bei-platinfreien-elektrokatalysatoren-zur-synthese-von-molekularem-wasserstoff?set_language=en
https://tu-dresden.de/tu-dresden/newsportal/news/neuartiges-verfahren-setzt-standard-bei-platinfreien-elektrokatalysatoren-zur-synthese-von-molekularem-wasserstoff?set_language=en
https://tu-dresden.de/tu-dresden/newsportal/news/neuartiges-verfahren-setzt-standard-bei-platinfreien-elektrokatalysatoren-zur-synthese-von-molekularem-wasserstoff?set_language=en
https://www.nature.com/articles/ncomms15437.pdf
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【バイオテクノロジー分野】  

40-17 

ｱﾒﾘｶ合衆国・
フロリダ州立
大学(FSU) 

    2017/5/10 

新 3D プリンティングが多数の利用者に超優良医療用埋め込みデバイスを提供 
(New 3D printing method promises vastly superior medical implants for millions) 

・ フロリダ大学は、現行の埋め込み式医療デバイスよりも耐性、コスト、柔軟性、快適さにおいて優れ
るデバイスの迅速な埋め込みを可能にするための 3Dプリンティングとソフトシリコンを使用した新手法
を開発。 
・ 何百万という患者が使用している体液排出用のポート、埋め込み可能なバンド、バルーン、柔らか
いカテーテル、スリングやメッシュなどは、従来は型で成形して制作。個々の患者に合わせてカスタマ
イズされたパーツの制作には数日～数週間を要するが、3D プリンティングでは数時間に短縮。また、
感圧バルブを含む排液チューブのように極小で複雑なデバイスは、1回の工程での成型が不可能だっ
たが、新手法では 3D プリンティングによる作成が可能。 
・ 今回開発された 3D プリンティングの新手法では、液体シリコンのサポート材としてマイクロオルガノ
ゲルを使用。従来の粒状ゲル材料は水性で、シリコンのような油性「インク」とは非相溶性だが、今回
開発した手法で油性マイクロゲルをサポート材として使用し、油性シリコンインクで 3Dプリンティングを
実施。その結果、シリコンエラストマーから非常に複雑な構造体や、カプセル化されたパーツを作成す
ることに成功。 
・ 組織再生の促進や、罹患したすい臓や前立腺などの臓器の補助のための薬品や小分子をカプセ
ル化し、放出を制御する新しい治療用デバイスへの道を開く可能性あり。 
・ 臓器と組織の 3D バイオプリンティングと、それにより作成されたデバイスの患者の体内での使用に
は、さらに年月を要する可能性がある。しかし、無機質な医療用デバイスは既に移植で広範に使用さ
れており、シリコン製デバイスの使用も技術的な制約による遅れなしに汎用化が可能。 

URL:  
http://news.ufl.edu/articles/2017/05/new-3d-printing-method-promises-vastly-superior-m
edical-implants-for-millions.php  

（関連情報）  

      

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

Self-assembled micro-organogels for 3D printing silicone structures 

URL:  http://advances.sciencemag.org/content/3/5/e1602800  

40-18 

ｱﾒﾘｶ合衆国・
カリフォルニ
ア大学ロサン
ゼルス校
(UCLA) 

    2017/5/10 

バッテリー要らずの埋め込み式医療デバイスは、エネルギーを人体から直接引き出す 
(Battery-free implantable medical device draws energy directly from human body) 

・ UCLA とコネティカット大学は、ペースメーカーやその他埋め込み式医療デバイス機器のより安全
で、耐久性のある、バッテリーフリーで人体に優しいスーパーキャパシタ「バイオロジカルスーパーキャ
パシタ」を設計。 
・ 現在のペースメーカーで使用の従来型バッテリーは、有害物質を含み、バッテリー寿命の到来によ
る交換時に痛みをもたらす外科手術や、手術に伴う患者の感染症リスク、バッテリーが含む有毒物質
が漏洩した場合の健康へのリスクという問題を内包。 
・ 本スーパーキャパシタは、血清や尿といった体液の中の荷電粒子（イオン）を使って充電し、エネル
ギーハーベスタと呼ばれる別のデバイスと組み合わせて使用。エネルギーハーベスタが人体からの
熱と挙動を電気に変換すると、本スーパーキャパシタがその電気を貯蔵。本スーパーキャパシタは、
改変ヒトタンパク質を積層させたグラフェンを電極とし、これが導電体となって、エネルギーハーベスタ
から電気を出し入れ。エネルギーハーベスタとスーパーキャパシタとの組み合わせにより、無尽蔵に
電気が供給され、一生交換せずに使用できる埋め込み式デバイスの実現が可能に。 
・ 現在のペースメーカーは厚さが約 6～8mm、直径は 50 セントコインとほぼ同じで、通常はその半分
をバッテリーが占拠。今回設計したスーパーキャパシタは、僅か 1μm の薄さで、エネルギー効率は向
上。長期にわたり性能を維持し、体内で折り曲げても損傷なし。同サイズの、現在ペースメーカーで使
われているリチウム薄膜蓄電池と比較し、充電量は増加。 
・ スーパーキャパシタは医療デバイスとしてはまだ広く利用されてはいないものの、今回の研究は、
本デバイスが将来的に、骨の成長や治癒の促進、脳の刺激などの機能を持つ次世代埋め込みデバ
イスの開発において有用で、医療目的での応用が可能であることを示唆。 

URL:  
http://newsroom.ucla.edu/releases/battery-free-implantable-medical-device-draws-energy-
directly-from-human-body  

（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） 

Ultrathin Graphene–Protein Supercapacitors for Miniaturized Bioelectronics 

URL:  http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/aenm.201700358/full  

  

http://news.ufl.edu/articles/2017/05/new-3d-printing-method-promises-vastly-superior-medical-implants-for-millions.php
http://news.ufl.edu/articles/2017/05/new-3d-printing-method-promises-vastly-superior-medical-implants-for-millions.php
http://advances.sciencemag.org/content/3/5/e1602800
http://newsroom.ucla.edu/releases/battery-free-implantable-medical-device-draws-energy-directly-from-human-body
http://newsroom.ucla.edu/releases/battery-free-implantable-medical-device-draws-energy-directly-from-human-body
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/aenm.201700358/full
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【蓄電池・ｴﾈﾙｷﾞｰｼｽﾃﾑ分野】  

40-19 

ｱﾒﾘｶ合衆国・
海軍研究試
験所(NRL) 

    2017/4/28 

リチウムイオン蓄電池に代わる安全な蓄電池を実現する NRLのブレイクスルー 
(NRL Breakthrough enables safer alternative to lithium-ion batteries) 

・ NRLがニッケル亜鉛(Ni-Zn)蓄電池開発でブレイクスルーを達成。 
・ 従来の粉末状亜鉛アノードを 3D のスポンジ状亜鉛で代替。リチウムイオン蓄電池に匹敵するエネ
ルギー容量と再充電性を実現しながら安全性も確保した Ni-3D Zn 蓄電池を開発。 
・ 亜鉛ベースの電池は使い捨てアプリケーションに広く利用できることで注目されているが、短絡の原
因となるデンドライトが発生しやすく、再充電が不可能。 
・ この問題を充放電サイクル中の亜鉛の挙動を制御することで対処。スポンジアノード内では電流が
均一に分配され、デンドライトの形成を抑制する。 
・ 同 Ni-3D Zn 蓄電池の性能について、次の 3 項目にて実証：使い捨てセルの寿命の延長、リチウム
イオン蓄電池に匹敵するエネルギー容量にて 100 回超の充放電サイクル、ハイブリッド車で使われる
蓄電池と同様な間欠的なパワーバーストを伴う短いデューティー比での 50,000 回超の充放電サイク
ル。 
・ このような再充電性を提供する同 3D Zn スポンジアノードは、亜鉛ベースのアルカリ蓄電池全種で
採用し、民間部門や軍事部門で利用できる。 

URL:  
https://www.nrl.navy.mil/media/news-releases/2017/NRL-Breakthrough-Enables-Safer-Alt
ernative-to-Lithium-ion-Batteries  

(関連情報）  

      

Science 掲載論文(アブストラクトのみ：全文は有料） 

Rechargeable nickel–3D zinc batteries: An energy-dense, safer alternative to lithium-ion 

URL:  http://science.sciencemag.org/content/356/6336/415  

40-20 

ｱﾒﾘｶ合衆国・
イリノイ大学
アーバナ・シ
ャンペーン校 

    2017/5/12 

電気めっきで高エネルギー、高出力のバッテリーを製造 
(Electroplating delivers high-energy, high-power batteries) 

・ イリノイ大学、Xerion Advanced Battery Corporation、南京大学が、リチウムイオン電池のカソードの
新製造方法を開発。材料に直接電気めっきを施すことにより、高性能、高品質のリチウムイオン電池
のカソードを製造。電気めっきは、基板を液体に浸してコーティング処理するため、従来の製法では不
可能だったフレキシブル 3D 形状の、より高性能の電池の製造が可能に。 
・ 従来のリチウムイオン電池のカソードは、高温で生成された、リチウムを含有する粉末に糊状のバ
インダーと他の添加剤とを混合してスラリー液を作り、アルミホイルの薄いシート上に広げ乾燥。層を
薄くする必要性から、電池に蓄えられるエネルギー量は制限され、不活性材料であるバインダーは、
電流がバッテリー内に流れ込む際の阻害要因に。 
・ 今回開発された製法では、粉末とバインダーを使用することなく、アルミホイル上に直接電気めっき
を施すため、バインダーのスペースが省かれ、多孔性構造から固体質のカソードに。その結果、従来
のカソードよりもエネルギー貯蔵量が 30％増加。 
・ また、電流が、不活性なバインダー内や、スラリー液の多孔性構造内を通過することなく、直接流れ
込むため、より速い充放電と高安定性を実現。 
・ 従来はバッテリーグレードの高価な材料を使用する必要があったが、本製法では、より低コスト、低
品質の出発原料を用いて、高性能なカソードの製造が可能。 
・ 本研究で、軽量で安価な材料である炭素発泡体の上に、従来のスラリー液で作った層よりも大幅に
厚みのあるカソードが製造できることを実証。また、アルミホイルや、テクスチャー、形状、柔軟性が異
なる材料の上でも製造。 

URL:  https://news.illinois.edu/blog/view/6367/500138  

（関連情報)  

      

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

Electroplating lithium transition metal oxides 

URL:   http://advances.sciencemag.org/content/3/5/e1602427  

  

https://www.nrl.navy.mil/media/news-releases/2017/NRL-Breakthrough-Enables-Safer-Alternative-to-Lithium-ion-Batteries
https://www.nrl.navy.mil/media/news-releases/2017/NRL-Breakthrough-Enables-Safer-Alternative-to-Lithium-ion-Batteries
http://science.sciencemag.org/content/356/6336/415
https://news.illinois.edu/blog/view/6367/500138
http://advances.sciencemag.org/content/3/5/e1602427
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【新エネルギー分野（バイオマス）】   

40-21 

ｱﾒﾘｶ合衆国・
カリフォルニ
ア大学サンデ
ィエゴ校
(UCSD) 

    2017/5/4 

米環境保護庁(EPA)承認の遺伝子組換え藻類の屋外培養試験に成功 
(Scientists Complete First EPA-Approved Outdoor Field Trial for Genetically Engineered Algae) 

・ UCSDとSapphire Energyは、米国環境保護庁(EPA)の認可による遺伝子組換え藻類の初の屋外培
養試験を成功裏に完了。 
・ 非遺伝子組換え藻類株と共に、脂肪酸生合成と緑色蛍光タンパク質発現遺伝子を組み入れた
Acutodesmus dimorphusを 5カ所の湖水から採取した試水中で培養。EPA監督下の 50日間を超える
試験の結果、遺伝子組換え藻類はその（遺伝子組換え）形質を維持したまま自然の藻類個体群に悪
影響を及ぼすことなく屋外で培養できることが判明した。 
・ 同試験は、遺伝子組換え藻類とその利点及び環境リスクに関するエビデンスベースの評価に向け
た一歩となる。 
・ 今後は異なる遺伝子型で数か月間にわたる実験を行い、天候、季節の変化や他の環境要因の影
響を評価する予定。  

URL:  
http://ucsdnews.ucsd.edu/pressrelease/first_epa_approved_outdoor_field_trial_for_genetically_
engineered_algae  

（関連情報)  

      

Algal Research 掲載論文(アブストラクトのみ：全文は有料） 

Evaluation of phenotype stability and ecological risk of a genetically engineered alga in open pond 
production 

URL:  http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2211926417300024  

【新エネルギー分野（燃料電池・水素）】   

40-22 

イスラエル国・
テクニオン-イ
スラエル工科

大学 

    2017/4/24 

飛行中にオンデマンドで水素を生成する「グリーンな」航空機 
(In-Flight, On-Demand Hydrogen Production Could Mean “Greener” Aircraft) 

・ テクニオン-イスラエル工科大学が 飛行中の航空機内で水とアルミニウム粒子から安全・安価に
水素を生成するプロセスを開発し、特許を取得。 
・ 生成した水素は、PEM燃料電池（固体高分子型燃料電池）で電力に変換して飛行に利用できる。機
内の廃水等が使え、水の別途積載は不要。 
・ 同技術はアルミニウム活性化の熱化学プロセスで水素を生成。アルミニウム粒子表面をコーティン
グする酸化または水酸化膜の保護特性をバルクのアルミニウムに拡散する微量のリチウムベース活
性剤で修飾し、室温下での水とアルミニウムの自律的な反応を促進する。同プロセスで発生する熱
は、食品や航空機エンジン駆動前の燃料の加熱等に利用できる。 
・ ボーイング社やエアバス社が機内での燃料電池利用について調査中。ボーイング社は、最先端の
電気航空機である 787-8 での同技術の利用を見込んで小型航空機での試験を既に実施済み。 
・除氷や滑走路灯等のシステムでの利用により、航空機や空港地上支援での省エネルギー効果も期
待できる。 

URL:  
http://www.ats.org/news/in-flight-on-demand-hydrogen-production-could-mean-greener-ai
rcraft/  

(関連情報）  

      

International Journal of Hydrogen Energy 掲載論文(アブストラクトのみ：全文は有料） 

On-board hydrogen production for auxiliary power in passenger aircraft 

URL:  http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0360319917304548  
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