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ｱﾒﾘｶ合衆国・
カリフォルニ
ア大学サンデ
ィエゴ校
(UCSD) 

    2017/5/15 

細胞のエネルギーを感知して音を聴くナノファイバー 
(Nano Fiber Feels Forces and Hears Sounds Made by Cells) 

・ UCSD が、遊泳するバクテリアの発するエネルギーや心筋細胞の鼓動を検知して定量化するナノサ
イズのオプティカルファイバーデバイスを開発。 
・ 同デバイスは、ヘリコバクター・ピロリ菌を含んだ溶液中で 160fN までのエネルギーを、また、マウス
の鼓動する心筋培養で-30dB までの音(人間の聴力の下限の 1,000 倍）を検出可能。 
・ 同デバイスは、原子間力顕微鏡(AFM)の最低でも10倍の感度を有する、光ピンセット並みの高感度
を備えた直径が僅か数百 nm の微小な AFM。 
・ 単一のバクテリアの存在や活動の検知、結合の形成・切断や生体内の細胞の音をモニタリングす
る微小な聴診器等のアプリケーションを想定。 
・ 同デバイスは二酸化スズの極細ファイバーをポリエチレングリコールのポリマー薄膜層で覆い、金
ナノ粒子を嵌め込んだもの。 
・ 細胞を含む溶液に配置した同デバイスに光線を照射し、同デバイスが送り返す光信号（細胞からの
エネルギーや音波が金ナノ粒子をポリマー層へとを押し動かすことで、ファイバー表面に接近した金ナ
ノ粒子と光線との相互作用が強化して増加した光信号）の強度がデバイスの周囲の細胞のエネルギ
ーや音の量を示す。信号の強さが様々なレベルのエネルギーと音に整合するよう同デバイスを調整し
た。 
・ 細胞の微弱なエネルギーや音波により厚さを変化させる同デバイスのポリマー薄膜層が検出の
鍵。大きなエネルギーの測定には硬いポリマー、高感度測定にはハイドロゲルのような柔軟なポリマ
ーの利用で対応。 
・ 単一細胞の生体活動と機械的挙動の測定に同デバイス利用を予定。今後の研究では、デバイスの
「聴力」の向上により、超高感度の生体聴診器の作製や音響応答の調整による新しいイメージング技
術を開発。 

URL:  
http://ucsdnews.ucsd.edu/pressrelease/nano_fiber_feels_forces_and_hears_sounds_made_by_
cells  

 
（関連情報)  

      

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

Nanofibre optic force transducers with sub-piconewton resolution via near-field plasmon–dielectric 
interactions 

URL:  https://www.nature.com/nphoton/journal/vaop/ncurrent/full/nphoton.2017.74.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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スイス連邦材
料試験研究
所(EMPA) 

    2017/5/30 

森から生まれた 3D プリンター用インク                           
(3D printer inks from the woods) 

・ EMPAは、樹木の主成分の一つであるセルロースから生成したセルロースナノクリスタル(CNC)ベー
スの再生可能で環境に優しい 3D プリンター用インクを開発。このインクの使用により、優れた機械特
性を持つ微細構造の生成が可能に。将来的にはインプラントやその他バイオメディカルへの応用に期
待。 
・ EMPA は過去 1 年間、複合アプリケーション向け 3D 微細構造材料を製造するために印刷ノズルか
らパスタマシンのように印刷用インクである粘性物質を押し出す Direct Ink Writing (DIW)という 3D印刷
法を使用。 
・ セルロース内で、セルロースフィブリルが結晶質の形となって現れている場所を酸で純化することに
よって得られた CNCをベースにインクを作成。同 CNCは、長さ 120nm、直径 6.5nmの細い棒状構造。
以前のインクの CNC 含有率は最大で 2.5％だったが、新しいインクは 20％。 
・ インク生成にあたり、3D プリンターのノズルからの押し出しによってインクの粘弾性の調和を損なわ
ないようにすることや、印刷された材料が乾燥または硬化する前に形状を崩さないようにすることに留
意。 
・ ポリマーベースの CNC インクを開発し、印刷後の UV 照射による硬化により、CNC はポリマー構成
要素と架橋し、機械的剛性を獲得。 
・ ほとんどのポリマーは撥水性か疎水性で、セルロースは親水性であるため、本来両者に相溶性は
ないが、CNC 表面の化学修飾により対応。 
・ 印刷で得られた微細構造を X線解析した結果、CNC が印刷された方向にほぼ完全に整列している
ことを発見。印刷ノズルからインクを押し出すときの機械的強度でナノ結晶の方向を容易に制御できる
ことを確認。 
・ CNC 材料は優れた機械的特性、化学修飾と印刷中の方向制御の実現性により、様々な用途への
適用が可能。自動車製造、あらゆる種類の包装の他に、インプラントやプロテーゼなどのバイオメディ
カルへの応用に適合。 

URL:  https://www.empa.ch/web/s604/cellulose-ink  

（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） 

Cellulose Nanocrystal Inks for 3D Printing of Textured Cellular Architectures 

URL:  http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/adfm.201604619/full  

41-3 

ｱﾒﾘｶ合衆国・
ｵｰｸﾘｯｼﾞ国立
研究所
(ORNL) 

    2017/6/7 

Eck Industries が ORNL と共同開発したセリウム‐アルミニウム合金の独占的ライセンスを取得                                                    
 (Eck Industries exclusively licenses cerium-alluminum alloy co-developed by ORNL) 

・ Eck Industriesが、ORNLと共同で開発したセリウム-アルミニウム(Ce-Al)合金の商業化に向けた独
占的ライセンスに署名。Ce-Al 合金は、扱い易さ、軽さ、耐腐食性、高温下での優れた安定性により、
自動車、航空宇宙、発電所、その他アプリケーションでの使用に理想的。同合金は現在、特許出願
中。 
・ エネルギー、防衛、その他製造業に不可欠で、危機的状況にあるレアアースのような材料への依
存問題を解決するという DOEの Critical Materials Institute(CMI)の戦略的取り組みの中で、Ce-Al 合
金は誕生。 
・ セリウムは、レアアースの採掘量の半分を占めており、賦存量が豊富で、安価。先進的エネルギー
技術のアプリケーション向けレアアースとして高需要ではあるが、採掘量が不足しているネオジムやジ
スプロシウムと、セリウムを使用した Ce-Al 合金とを併用することにより、米国のレアアースの採掘業
界と製造業界を支援する。 
・ 500℃での安定性を実証した同合金を使用のエンジンは、高温下での運転が可能で、燃料燃焼が
向上。また、軽量のため、燃料効率も向上。 
・さらに、従来型合金とは異なり、鋳型加工中に追加の熱加工を必要とせず、標準的なアルミニウム
鋳型法により、保護気体なしで製造が可能。 
・ 従来型合金の鋳型加工のコストは、熱変形により必要とされる熱処理と追加の機械加工のコストが
約 50～60％を占めたが、Ce-Al合金の鋳型加工では、従来型と比較して、エネルギーコストの 30～60
％減が可能に。製造競争力の大幅な向上に期待。 

URL:  
https://www.ornl.gov/news/eck-industries-exclusively-licenses-cerium-aluminum-alloy-co
-developed-ornl  
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【電子・情報通信分野】  
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ｱﾒﾘｶ合衆国・
ミシガン大学 

    2017/5/22 

ピクセルを超えてパターンを認識する次世代コンピューティングのメモリスタチップ 
(Next-gen computing: Memristor chips that see patterns over pixels)  

・ ミシガン大学が、哺乳類の目の働きに着想を得たメモリスタを使用するコンピュータ回路のプロトタ
イプを開発。 
・ 画像やビデオ等のより膨大で複雑なデータを、最先端システムに比してより高速に、より少ないエネ
ルギーで処理する可能性が期待できる。高速画像処理は自動運転車等の自律システムに多大な影
響を与える。 
・ 同メモリスタチップは、従来システムが使うエネルギー多量消費プロセスを省略し、パターン認識を
利用して画像を分析。32x32 のメモリスタアレーに数枚の写真を効率的に分析・再現させる、「スパー
ス・コーディング」技術をベースとしたアルゴリズムを実証。 
・ データの記憶と処理を同時に行うメモリスタは、ロジックとメモリの機能が回路中で違う場所に配置
される従来のシステムとは異なり高効率。 
・ 生体の脳のニューラルネットワークのように、メモリスタのネットワークはデータを移動させることなく
様々なオペレーションを同時に実行。並行して大量の信号を処理し、高度な機械学習が可能な新たな
プラットフォームとなり得ることから、メモリスタはディープニューラルネットワークに適する。 
・ 哺乳類は目が捕えた画像を一瞬にして認識する能力を有し、人間は限られた数の活性化したニュ
ーロンのみでこれを実行。このプロセスが「スパース・コーディング」と呼ばれる。 
・ 高効率にパターンを認識して極わずかな特徴のみで元の入力情報を表現するように同メモリスタシ
ステムを設計。人間の脳での画像の効率的な再現のためにニューロン間で競合するアプローチを実
行する。 
・ 画像の「辞典」を学習するようにグレースケールの画像パターンで同システムをトレーニングした結
果、メモリスタネットワークは著名な絵画や写真、他のテストパターンの画像を再構築できた。   
・ 同システムをスケールアップできれば、センサーやカメラと直接統合できるコンパクトなシステムで
動画のリアルタイムでの処理と分析の可能性が期待できる。 

URL:  
http://ns.umich.edu/new/releases/24856-next-gen-computing-memristor-chips-that-see
-patterns-over-pixels  

（関連情報)  

      

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

Sparse coding with memristor networks 

URL:  https://www.nature.com/nnano/journal/vaop/ncurrent/full/nnano.2017.83.html  

41-5 

ｱﾒﾘｶ合衆国・
ﾛｰﾚﾝｽﾘﾊﾞﾓｱ
国立研究所

(LLNL) 

    2017/5/25 

NIF の技術が 3D 造形に革命を起こす可能性 
(NIF technology could revolutionize 3D printing) 

・ LLNL が、これまでにない速さで金属物体の 3D 造形を可能にする新手法(Diode-based Additive 
Manufacturing: DiAM)を開発。従来のレーザーによる粉末床溶融結合システムが粉末層上をラスタス
キャンするのに対し、同手法では一度に金属粉末層の全面を照射して印刷。高出力半導体レーザー
アレイ、Q スイッチ、特別仕様のレーザー変調器(光学アドレス指定可能ライトバルブ: OALV)を使用。 
・ より大型の金属パーツが要求されている航空宇宙、自動車といった産業の可能性を拡大。ラスタス
キャンが照射に 10 年を要するとする 1 ㎥の構造に、DiAM が要するのは推定で数時間。 
・ OALV は当初、NIF（LLNL 内の国立点火施設）の別システムの一部として設計・設置されたもので、
液晶セルと直列に接続した光伝導性結晶を搭載。液晶プロジェクターと異なり、ピクセルを形成せず、
高強度のレーザーを変調可能。従来式の金属 3D プリンターと同等かそれ以上に高精細な投射像が
得られる上、投射像中の階調度を微調整できるため、残留応力と材料のマイクロ構造の制御性が向
上。 
・ 光源は 4アレイで 1式の半導体レーザーとナノ秒パルスレーザー1台。先ず、デジタル CADモデル
から取得した 3D パーツの断面の 2D 画像を、ピクセル化を行う通常の液晶プロジェクターを使用して
低出力の青色 LED 光源に転写。この青色の像は OALV の光伝導層を活性化させ、液晶層に電圧を
搬送する局所伝導性のパッチを形成。こうして低出力の青色の像によって変調された高出力レーザー
ビームを造形台に投射。 
・ エネルギーの大半を供給するレーザーダイオードは低価格であるため、同システムは現在市販さ
れるファイバーレーザー系の機械よりもコスト効果的であるとの予測。 

URL:  https://www.llnl.gov/news/nif-technology-could-revolutionize-3d-printing  

（関連情報)  

      

Optics Express 掲載論文(フルテキスト） 

Diode-based additive manufacturing of metals using an optically-addressable light valve  

URL:  https://www.osapublishing.org/oe/fulltext.cfm?uri=oe-25-10-11788&id=366558  
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https://www.osapublishing.org/oe/fulltext.cfm?uri=oe-25-10-11788&id=366558


4 

 

41-6 

ｱﾒﾘｶ合衆国・
セントラルフロ
リダ大学
(UCF) 

    2017/5/25 

UCFの研究がスマートフォンやテレビに「飛躍的な」高解像度をもたらす 
(UCF Research Could Bring ‘Drastically’ Higher Resolution To Your Phone and TV) 

・ UCF が、テレビやスマートフォン等のディスプレーに使用されるサブピクセルの RGB 色を電圧をか
けることで調節する方法を開発。 
・ 同方法により赤色(R)サブピクセルを青色(B)に変換する等が可能に。RGB 色の表示に 3 種類の静
的カラーフィルターが必要な現行のディスプレーとは異なり、サブピクセルを持たないピクセルを決まっ
た色域で調節できる。 
・ RGBサブピクセルが不要になることで個々のピクセルサイズが 1/3に縮小するため、解像度が 3倍
に。テレビやディスプレーに加え AR・VR ヘッドセット等での利用が期待。 
・  同研究結果は、プラズモン現象を利用したディスプレーの世界初の概念実証 (Nature 
Communications, Vol. 6, pp. 7337, 2015）に基づいたもの。 
・ 同技術では、アルミニウムで被覆したエンボスナノ構造表面の粗度を変えることで、単一のナノ構造
での全色表示を達成。 
・ 同ナノ構造表面は既存のディスプレー技術に容易に統合できるため、下部のハードウェアの交換や
再設計は不要。 
・ 同ディスプレーのスケールアップに向け、民間企業への同技術導入を準備中。 

URL:  https://today.ucf.edu/ucf-research-bring-drastically-higher-resolution-phone-tv/  

（関連情報)  

      

Nature Communications 掲載論文(フルテキスト） 

Actively addressed single pixel full-colour plasmonic display 

URL:  https://www.nature.com/articles/ncomms15209  

41-7 

ﾄﾞｲﾂ連邦共和
国・カールス
ルーエ工科大

学(KIT) 

    2017/6/8 

記録的な速さの光通信 
(Nature: Optical Communication at Record-High Speed) 

・ KITと EPFL(スイス)が光データ伝送の新記録を樹立。窒化ケイ素製マイクロ共振器中を周回する光
ソリトンを利用して高帯域幅の光周波数コムを発生させ、膨大なデータの並列伝送を実現。 
・ 光ソリトンは波形を変えずに伝播する特殊な波束で、光通信においては、様々なスペクトル線を持
つ周波数コムの発生に利用可能。周波数コムの内、Kerr周波数コムは広い光帯域幅に加えて比較的
広い線間隔を特徴とし、データ伝送に特に好適。 
・ 今回の実験では交互配置した 2台の周波数コムを用い、179の独立した光キャリア上でデータ伝送
を実施。これは光通信の C バンドと L バンドを網羅し、75km の距離を 55Tbps の速さで実行し得るも
ので、50 億超の通話、または HDTV 回線 200 万超に匹敵。通信システムにおける光源の消費エネル
ギーの抜本的な削減の可能性も。 
・ このソリトンコム発生源は小型のマイクロチップ上に低コストで量産可能なもの。ソリトンは、マイク
ロ共振器中の高強度の光場により起こる非線形光学プロセスを介し、発生。共振器は連続波レーザ
ーのみで励起状態となり、ソリトンによってそこから新たに等間隔のレーザー線が数百本生成。同装
置は現在、EPFLのスピンオフ企業が実用化を進める。 
・ 同装置は波長分割多重方式 (WDM)データ伝送のパフォーマンスを大幅に向上。さらにコヒーレント
光通信では、発信器としてだけでなくシステムの受信側でも使用できるため、システムの拡張性を劇
的に高め、コヒーレントデータの高度な並列伝送も可能に。将来のペタビット・ネットワークに向けた、
高効率超小型受信器の実現への大きな前進と期待。 

URL:  
http://www.kit.edu/kit/english/pi_2017_074_nature-optical-communication-at-record-high-
speed.php  

（関連情報)  

      

Nature 掲載論文(アブストラクトのみ：全文は有料） 

Microresonator-based solitons for massively parallel coherent optical communications 

URL:  https://www.nature.com/nature/journal/v546/n7657/pdf/nature22387.pdf  

（関連情報)  

      

EPFL発表記事 

Optical communication using solitons on a photonic chip 

URL:  https://actu.epfl.ch/news/optical-communication-using-solitons-on-a-photon-2/  

  

https://today.ucf.edu/ucf-research-bring-drastically-higher-resolution-phone-tv/
https://www.nature.com/articles/ncomms15209
http://www.kit.edu/kit/english/pi_2017_074_nature-optical-communication-at-record-high-speed.php
http://www.kit.edu/kit/english/pi_2017_074_nature-optical-communication-at-record-high-speed.php
https://www.nature.com/nature/journal/v546/n7657/pdf/nature22387.pdf
https://actu.epfl.ch/news/optical-communication-using-solitons-on-a-photon-2/
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【ロボット・AI技術分野】  

41-8 

ｱﾒﾘｶ合衆国・
ﾏｻﾁｭｰｾｯﾂ工
科大学(MIT) 

    2017/5/10 

ロボットに他のロボットへのタスク伝達を教える 
(Teaching robots to teach other robots) 

・ MIT コンピュータ科学・人工知能研究所(CSAIL)が、ノンコーダーがロボットにオブジェクトの一般的
な扱い方に関する情報を提供し、その作業の実演を一度見せるだけで多様なタスクをロボットに教え
る『C-LEARN』技術を開発。 
・ 同技術はまた、異なる動きをする別のロボットに自動的に転送できるスキルをユーザーがロボットに
教えることを可能にし、企業が多数のロボットに同一の動きをさせて時間とコスト低減を図る方法とな
る。 
・ ロボットに実演から学習させるプログラムでは、学習したスキルを別の状況で正確に実行させること
が困難。サンプリングや最適化を用いるモーションプランニングシステムでは対処可能だが、プログラ
マーによるコーディングを要し時間がかかる。 
・ C-LEARN では、実演からの直感的な学習とモーションプランニングアルゴリズムの正確さを統合。
これまで学習不可能だった新種類のタスク遂行を支援。双腕ロボットの Optimus を使った同システム
のシミュレーションでは、Optimusが学習したスキルをCSAILのヒューマノイドロボットの Atlasに滞りな
く転送した。 
・ 同技術はシンガポール開催の ICRA 2017(5 月 29 日～6 月 3 日)で発表。 
・ C-LEARN ではまず、多様な拘束(C-LEARN の"C"は"constraints"を表す)をもつ様々なオブジェク
トへと手を伸ばし掴むための情報の知識ベースをユーザーがロボットに提供。その後 3D インターフェ
ースで特定のタスクの実演をロボットに一度提示。 この特定のタスクはキーフレームで表され、ロボッ
トはこれらのキーフレームを知識ベースの様々な状況に整合させて自動的にモーションプランを提案。
オペレーターは必要に応じてそれを承認・修正する。 
・ 同技術では人間との協働によるロボットのパフォーマンスの向上も確認。ロボットのみの場合は
87.5%、不正確なセンサー計測に起因するマイナーエラーを訂正するオペレーターとの協働では 100%
の確率でタスク実施に成功した。 
・ C-LEARN は、learning-from-demonstration (LfD)アプローチをより適応可能にするための新たな研
究潮流の一環。高度化した LfD は、爆発物処理等の時間的制約を伴う状況で重要な役割を果たす。 
・ 衝突の回避や与えられたタスクの段階的な作業プランニング等のより高度なタスク処理は現時点で
は不可能だが、人間による学習に関する見識をさらに取り入れることでロボットの身体的能力の範囲
を拡大できると期待。 

URL:  http://news.mit.edu/2017/mit-csail-teaching-robots-to-teach-other-robots-0510  

（関連情報)  

      

IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA)発表論文 

C-LEARN: Learning Geometric Constraints from Demonstrations for 
Multi-Step Manipulation in Shared Autonomy 

URL:  http://people.csail.mit.edu/cdarpino/CLEARN/ICRA17_DArpino_CLEARN.pdf  

41-9 

ｱﾒﾘｶ合衆国・
カリフォルニ
ア大学サンデ
ィエゴ校
(UCSD) 

    2017/5/18 

3D プリントした 4 脚ロボットが砂や石の上を歩く 
(3D-printed soft four legged robot can walk on sand and stone) 

・ UCSD が、砂や小石のような粗い表面を歩行できる 3D プリントで作製した 4 脚ソフトロボットを開
発。危険な環境下のセンサー読み出しや捜索救難での利用が可能。 
・ 同ロボットはシンガポール開催の ICRA 2017(5 月 29 日～6月 3 日)で発表。 
・ ハイエンドな 3D プリンターを用いて同一コンポーネント内で硬・軟両材料を同時にプリントするた
め、成形による従来製造方法に比してより安価で迅速に、さらに複雑なロボットの脚形状の設計が可
能に。 
・ 従来のソフトロボットでは脚を持ち上げずに地面を引きずる・這う挙動のみ。一方、同ソフトロボット
は実際に歩行することができる。 
・ 大型の岩や斜面、砂上でテザー係留した同ソフトロボットの歩行試験に成功。同ロボットはまた、歩
行からより狭い空間へとほふくすることも可能。制御システムに加え、現実の環境下での同ソフトロボ
ットの実際の挙動と比較するための、ロボットの挙動予測モデルも併せて開発。 
・ 同ソフトロボットの脚は、弾性材料で 3Dプリントした 3本の平行に接続した密封チェンバー（アクチュ
エータ）から構成。チェンバー内部は空洞のため膨張できる。アコーディオン状のチェンバー外部が挙
動の制御能力を向上（例：3 本のうち 1 本のチェンバーのみの膨張で脚が曲がる）。チェンバーは X 型
に配置され硬質な本体に連結する。 
・ 同ソフトロボットでは（各チェンバー膨張の）継続時間、圧力量、4 脚のピストンが膨張する順序によ
り歩行を決定。実際の歩行は研究者らの予測にほぼ整合。今後のソフトロボット設計で知識に基づい
た判断が可能に。 
・ 同ソフトロボットのプロトタイプはオープンソースのボードと空気ポンプにテザーで係留。今後は独立
歩行を目標にボードとポンプの小型化を目指すが、課題は適切なボード設計と電源やバッテリー等の
コンポーネントの探求。 

URL:  http://jacobsschool.ucsd.edu/news/news_releases/release.sfe?id=2211  

（関連情報)  

      
IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA)発表論文 
3D Printed Soft Actuators for a Legged Robot Capable of Navigating Unstructured Terrain 

URL:  https://sites.google.com/eng.ucsd.edu/bioinspired/publications  

http://news.mit.edu/2017/mit-csail-teaching-robots-to-teach-other-robots-0510
http://people.csail.mit.edu/cdarpino/CLEARN/ICRA17_DArpino_CLEARN.pdf
http://jacobsschool.ucsd.edu/news/news_releases/release.sfe?id=2211
https://sites.google.com/eng.ucsd.edu/bioinspired/publications
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41-10 

ﾄﾞｲﾂ連邦共和
国・ﾏｯｸｽﾌﾟﾗﾝ
ｸ協会(MPG） 

    2017/5/26 

ヤモリに着想を得た多目的グリッパー 
(Gecko-inspired multipurpose gripper） 

・ マックスプランク・インテリジェントシステム研究所が、ヤモリの足の繊毛に着想を得た、極微小な繊
維を備える薄膜を開発。さらにこの薄膜を吸着カップ状の柔軟なロボットグリッパーに装着。 
・ ヤモリの足裏の数百万本の繊毛は、ファンデルワールス力により、ほぼどのような表面にも付着。
毛 1本 1本の力は極めて微弱だが、集積すると全体で自身の体重の数倍の重さを運べる程の力に相
当。 
・ 同薄膜を装着したグリッパーの筐体内に僅かな圧力差が加わると、膜は対象物の表面に適応。こ
の圧力差は膜との接触界面全域に荷重を分散させ、対象物を安易に解放しないよう、端部への荷重
の集中を抑制。同グリッパーは対象物の変形にも順応するため、接触面が剥がれないことも有効。 
・ 従来の着脱可能な接着システムの多くは、曲面上での性能においてヤモリの接着力に格段に劣
る。しかし、同グリッパーは新たな荷重分散機構により、類似のシステムと比べ 14倍(約 26%)の接着力
を実現。試験では、およそ 300gの液体入りのガラス製フラスコ、持ち手を含めたカップの様々な箇所、
トマト、140g のビニール袋の硬貨大のグリッパーによる握持に成功。 
・ さらに有利な点は、僅かな汚染も許されないマイクロチップ製造等にとっては重要な、接着残渣がな
いということ。またロボットは同技術を用いることで、対象の面積の狭さに関わらず、異なる形状を扱う
ことが可能に。研究チームは唯一課題として残る、非常に粗い表面への接着に着手する予定。 

URL:  https://www.mpg.de/11315088/gecko-inspired-multipurpose-gripper  

（関連情報)  

      

米国アカデミー紀要 (PNAS) 掲載論文(フルテキスト） 

Controllable load sharing for soft adhesive interfaces on three-dimensional surfaces 

URL:  http://www.pnas.org/content/114/22/E4344.full.pdf  

41-11 

ｱﾒﾘｶ合衆国・
カリフォルニ
ア大学バーク
レー校(UCB) 

    2017/5/26 

最も器用な指先をもつロボット 
(Meet the most nimble-fingered robot ever built) 

・ UCB が、99%の成功率で実用的な未知のオブジェクトを掴み上げて移動することができるロボット、
『DexNet2.0』を開発。 
・ 産業での利用が間もなく開始され、製造・サプライチェーンに革新をもたらす可能性あり。 
・ 同ロボットの高精度な器用さは深層学習で獲得。構築した 3D形状の膨大なデータベース(総計 670
万データポイント)をニューラルネットワークが利用して、不規則な形状のオブジェクトを掴み上げて移
動する把持を学習する。 
・ 同ニューラルネットワークは 3D センサーとロボットアームに接続されており、オブジェクトが目前に
配置されると同ロボットはその形状を迅速に学習し、それを 99%の成功率で掴み上げて移動する把持
を選択。また、前バージョンの 3倍高速。 

URL:  http://news.berkeley.edu/story_jump/meet-the-most-nimble-robot-ever-built/  

（関連情報)  

      

Robotics: Science and Systems (RSS 2017) （7/12-16)発表論文 

Dex-Net 2.0: Deep Learning to Plan Robust Grasps with Synthetic Point Clouds and Analytic Grasp 
Metrics 

URL:  https://arxiv.org/pdf/1703.09312.pdf  

（関連情報)  

      

MIT Technology Review (DexNet 2.0 に関する詳細） 

Meet the Most Nimble-Fingered Robot Yet 

URL:  https://www.technologyreview.com/s/607931/meet-the-most-nimble-fingered-robot-yet/  

  

https://www.mpg.de/11315088/gecko-inspired-multipurpose-gripper
http://www.pnas.org/content/114/22/E4344.full.pdf
http://news.berkeley.edu/story_jump/meet-the-most-nimble-robot-ever-built/
https://arxiv.org/pdf/1703.09312.pdf
https://www.technologyreview.com/s/607931/meet-the-most-nimble-fingered-robot-yet/
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【環境・省資源分野】  

41-12 

ｱﾒﾘｶ合衆国・
プリンストン大

学 

    2017/5/11 

フィルターを使用せず少ないエネルギーできれいな水を作る 
(Invention produces cleaner water with less energy and no filter) 

・ プリンストン大学が、CO2 を利用した低コストの水質浄化システムを開発。 
・ 同システムでは、水流に注入した CO2 ガスが水の化学組成の一時的な変化を利用して粒子をろ
過。高価で複雑な構造のフィルターが不要に。 
・ 研究室規模の同システムでは、従来の精密ろ過システムの 1,000 倍の効率性で粒子を除去。目詰
まりし、交換が必要なフィルターや膜が不要で低エネルギーで作動。可動部は（水流を作るポンプ以
外に）容器に入った CO2 のみ。 
・ CO2 が水に溶解するとイオン（荷電粒子）を作り、水質が僅かに酸性に傾く。イオンのうち正電荷を
持つ水素原子の水中での挙動は迅速で、もう一方の負電荷の重炭酸塩分子では緩慢。これらのイオ
ンの水中での挙動が作る微少な電界が正負どちらかの電荷をもつ粒子を水流の片側の経路に引き
寄せる。 
・ 汚染物質には表面に電荷を持つものが多いため、電界は水からそれらを濾しとる有効な手段とな
る。同システムはこのような電気的選別技術を利用して水流経路の片側へと汚染物質を引き寄せ、そ
の後水流を 2 経路に分岐させる。これにより、一方の経路には汚染物質を含む水が、もう一方の経路
には浄水が流れる。 
・ 電界の保持には水流経路でのイオンの挙動を維持する必要があるため、CO2 が浸透するシリコン
ゴム(ポリジメチルシロキサン）で経路壁を作製。CO2 は加圧により経路壁を透過。経路が閉じている
場合、CO2は後の使用に保持が可能。ろ過終了後、溶解したCO2は空気に曝されることで除去され、
通常レベルの CO2 を含有する水になる。 
・ 同システムは設置やフィルター交換が不要なため開発途上国での利用に特に有効。標準的な世帯
での実用に適う 1 時間当たり 100 リットルを処理する規模まで拡大が可能。 
・ また、淡水化処理工場での補助システムとして、ろ過膜では捕獲不可能なウイルスやバクテリアを
淡水化処理の前後に塩素等の化学物質に頼らず除去できる。 
・ 同システムを大規模コミュニティー用にスケールアップする方法を研究中。 

URL:  http://www.princeton.edu/engineering/news/archive/?id=17811  

（関連情報)  

      

Nature Communications 掲載論文(フルテキスト） 

Membraneless water filtration using CO2 

URL:  https://www.nature.com/articles/ncomms15181  

41-13 

ｱﾒﾘｶ合衆国・
カリフォルニ
ア大学リバー
サイド校
(UCR) 

    2017/5/29 

廃棄塩水から真水を一滴残らず絞り出す 
(Squeezing Every Drop of Fresh Water from Waste Brine) 

・ UCRが、膜蒸留(membrane distillation)プロセスで高濃度塩水から真水をほぼ 100%回収可能にする
カーボンナノチューブ(CNT)をベースとした自己発熱メンブレン(膜）を開発。 
・ 高濃度塩水は逆浸透膜法や水圧破砕法で大量に発生するが、環境への負荷を低減するために適
切な処理が必要。海水や汽水を淡水化する逆浸透膜法では高濃度塩水の処理が不可能。 
・ 膜蒸留法では熱で蒸気を膜に通し、塩分を後に残して真水を回収するが、高温の高濃度塩水は腐
食性で、熱交換器等のコストを押し上げる。また、同方法は水の熱容量に依存するため、1回のプロセ
スによる真水の回収率は 10%を下回り、煩雑な熱管理が必要になる。 
・ 今回開発した CNT ベースの膜では膜表面のみで塩水を加熱するため、プロセスに必要な熱の量を
低減して真水を 100%近く回収。また、同膜に交流電流を加えることによる高濃度塩分の環境下での
CNT の劣化防止策について調査し、CNT の電気化学酸化を回避する周波数のしきい値を特定。性能
を維持しながら長期間の作動が可能に。 
・ この結果は、CNT の電気化学的な安定性が重視される他のアプリケーションでの CNT ベースの発
熱素子の利用を促進するもの。 

URL:  https://ucrtoday.ucr.edu/47403  

（関連情報)  

      

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

Frequency-dependent stability of CNT Joule heaters in ionizable media and desalination processes 

URL:  https://www.nature.com/nnano/journal/vaop/ncurrent/full/nnano.2017.102.html  

  

http://www.princeton.edu/engineering/news/archive/?id=17811
https://www.nature.com/articles/ncomms15181
https://ucrtoday.ucr.edu/47403
https://www.nature.com/nnano/journal/vaop/ncurrent/full/nnano.2017.102.html
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【バイオテクノロジー分野】   

41-14 

スイス連邦工
科大学ローザ
ンヌ校(EPFL) 
(ローザンヌ工
科大学) 

    2017/5/16 

抗体バイオセンサーがポイント・オブ・ケアの自由な薬物モニタリングを実現 
(Antibody biosensor offers unlimited point-of-care drug monitoring) 

・ EPFL がスタートアップ企業の LUCENTIX と共同で、色を変えて血中の薬物濃度をモニタリングする
抗体（結合）バイオセンサーを開発。 
・ 複雑で高価な施設や機器類が必要な従来方法と異なり、フルシステムに統合した同バイオセンサ
ーは野外や患者の家で利用できる。 
・ バイオセンサーは、モニタリング対象の薬物に結合するタンパク質、発光酵素のルシフェラーゼ、薬
物が存在しない場合にタンパク質が認識し結合する蛍光リガンドをもつ SNAP-tag から構成される分
子。ルシフェラーゼと蛍光分子間で生物発光共鳴エネルギー移動（BRET: bioluminescent resonance 
energy transfer)と呼ばれる反応が起こり、赤色光を放出する。 
・ 抗体バイオセンサーでは、バイオセンサーの構成要素の一つのタンパク質を、標的の薬物に対して
開発した抗体の一部で置き換えた。同バイオセンサーが血液や唾液中の薬物を検知して結合すると、
抗体はSNAP-tagの蛍光リガンドでなく薬物に結合。リガンドが置換えられたためBRET反応が徐々に
中断され、青色光を放出する。 
・ 元来、抗体は異分子を認識して結合し、潜在的な感染症に対して免疫系を働かせる。また、薬物の
ような特に微細な分子を認識する抗体の生成は容易。同モニタリングシステムはあらゆる種類の分子
に適応し、家庭内でのモニタリングにより研究室レベルの情報を得ることが可能に。 
・ メトトレキサート、テオフィリン、及びキニーネの 3 種類の薬品を研究室で試験し、同バイオセンサー
の原理証明に成功。次の段階では、臨床サンプル中の薬物、生体分子のナノモル濃度やより低い濃
度を正確に検出できるようバイオセンサー感度の最適化を目指す。 

URL:  https://actu.epfl.ch/news/antibody-biosensor-offers-unlimited-point-of-care-/  

（関連情報)  

      

Angewandte Chemie International Edition 掲載論文(アブストラクトのみ：全文は有料） 

Bioluminescent Antibodies for Point-of-Care Diagnostics 

URL:  http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/anie.201702403/abstract  

41-15 

スウェーデン
王国・王立工
科大学（KTH) 

    2017/5/19 

樹木のセルロースで合成した最強の人工スパイダーシルク 
(Strongest artificial spider silk synthesized with cellulose from wood) 

・ KTH が、スパイダーシルクプロテインとナノセルロースファイバー(CNF)を組み合わせたハイブリッド
材料を開発。 
・ 低コストでスケーラブルな製造プロセスにより、CNF の構造・機械的性能とスパイダーシルクの薬理
的特性を組み合わせた。 
・ スパイダーシルクの生物活性特性は長く知られているが、大量生産が高価で化石燃料ベースの原
料に頼っている。 
・ 同ハイブリッド材料の強度は、従来の人工シルクベース材料中でも顕著に優れ、実際の蜘蛛の糸
に匹敵。例えば靭帯の構成要素としての利用の可能性が期待できる。 
・ シルクプロテインの情報を含む遺伝子と、目的とする機能の情報を含む遺伝子を組み合わせた融
合遺伝子を、単純で容易に培養できる研究室用のバクテリアに移して機能性を持たせたシルクプロテ
インを作製し精製後、同シルクプロテインを分散したCNFに添加。同シルクプロテインとCNFの良好な
相互作用が複合材料を作る。 
・ ハイドロダイナミクス技術により同ファイバーの内部構造をマイクロ/ナノスケールで調整すること
で、超高性能を達成した。 

URL:  
https://www.kth.se/en/aktuellt/nyheter/strongest-artificial-spider-silk-synthesized-with-
cellulose-from-wood-1.728083  

（関連情報)  

      

ACS Nano 掲載論文(アブストラクトのみ：全文は有料） 

Ultrastrong and Bioactive Nanostructured Bio-Based Composites 

URL:  http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/acsnano.7b02305  

  

https://actu.epfl.ch/news/antibody-biosensor-offers-unlimited-point-of-care-/
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/anie.201702403/abstract
https://www.kth.se/en/aktuellt/nyheter/strongest-artificial-spider-silk-synthesized-with-cellulose-from-wood-1.728083
https://www.kth.se/en/aktuellt/nyheter/strongest-artificial-spider-silk-synthesized-with-cellulose-from-wood-1.728083
http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/acsnano.7b02305
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41-16 

ｱﾒﾘｶ合衆国・
ﾏｻﾁｭｰｾｯﾂ工
科大学(MIT) 

    2017/5/22 

感湿性の運動着を開発 
(Researchers design moisture-responsive workout suit)         

・ MIT（Tangible Media グループによる bioLogic プロジェクト）が微生物細胞の感湿性を利用した応答
性ファブリックを開発し、運動着(ワークアウトスーツ）を作製してその効果を実証。 
・ 湿度の変化に反応して膨張・伸縮する微小なセンサーやアクチュエータとして機能する微生物細胞
をプリントした同バイオファブリックの親指爪から指サイズの通気弁が、運動中の着用者の発汗で開
き、身体が冷却すると閉じる。 
・ 感湿性微生物では湿度の感知と反応に追加的な要素が不要。同微生物は接触・摂食が可能で安
全性は証明済み。さらに、現在の遺伝子組換え技術により迅速・大量に製造でき、感湿性に加え多様
な機能の発現が可能。 
・ 同バイオファブリックの製造には湿度の変化に反応する大腸菌(E.Coli)の非病原株を利用し、遺伝
子組換えによる緑色蛍光タンパク質の発現で感湿により発光する機能を追加。過去に開発したセル
プリンティング技術で大腸菌の平行線を天然のラテックスシートに印刷し、2 層構造を作製。 
・ ラテックス層が巻上がる加湿と平坦化する乾燥の 100サイクル試験後、同バイオファブリックでは微
生物層と全体的性能に顕著な劣化が見られなかった。 
・ 同バイオファブリックで背面に通気弁をパターニングしたワークアウトスーツを作製し、過去に作製
した身体の発熱・発汗マップに基づいて各通気弁のサイズと開放の度合いを調整。 
・ 各通気弁の下部のサポートフレームにより、微生物層が直接肌に触れることなく湿度の変化を感知
して反応。同スーツの試験では、着用者らが熱と汗を感じた運動開始 5 分後に通気弁が開き始めた。
センサーの測定により、（機能無しの通気弁を備えた同様なスーツに比して）通気弁は身体から効果
的に汗を逃がして皮膚温度を低下させたことを確認。同バイオファブリックをランニングシューズにも応
用し、スーツと同様な効果が得られた。 
・ 今後はスポーツウェア企業と協力したスーツの商業化を目指すとともに、同バイオファブリックの感
湿性カーテン、ランプシェードやベッドシーツ等での利用について検討する。 

URL:  http://news.mit.edu/2017/moisture-responsive-workout-suit-0519  

（関連情報)  

      

Science Advances 掲載論文(フルテキスト） 

Harnessing the hygroscopic and biofluorescent behaviors of genetically tractable microbial cells to 
design biohybrid wearables 

URL:  http://advances.sciencemag.org/content/3/5/e1601984.full  

【蓄電池・ｴﾈﾙｷﾞｰｼｽﾃﾑ分野】  

41-17 

スイス連邦国
立科学財団

(SNSF) 

    2017/5/2 

ナトリウムとマグネシウムで蓄電池のリチウムを代替 
(Sodium and magnesium to replace lithium in batteries) 

・スイス連邦材料試験研究所(EMPA）、ジュネーブ大学、ポール・シェラー研究所(PSI)、ヘンリック・ニェ
ボードニーチャンスキー原子核物理学研究所（ポーランド）から成る研究チームが、ナトリウム及びマ
グネシウム蓄電池の固体電解質を開発し、その可能性を概念実証。 
・ 同研究は SNSFが支援する Novel Ionic Conductors プロジェクトとして、リチウムイオン蓄電池の代
替技術開発を目指すもの。 
・ 液体電解質とは異なり、固体電解質ではイオンの可動性が課題。研究チームは、固体電解質の結
晶構造を完全に改良することでナトリウムとマグネシウムイオンの可動性を向上。また、新しい構成部
品と製造プロセスも開発。 
・ 研究チームは 20℃でナトリウムイオンの可動性が促進するナトリウム固体電解質を開発。イオンの
移動には熱源が必要で室温下でのこの反応の誘発は通常では困難。さらに、同電解質は不燃性で、
最高 300℃まで化学的に安定。ナトリウムは豊富に賦存する安価な材料だが、リチウムに比してエネ
ルギー貯蔵量に劣ることが欠点。 
・ 研究チームはまた、マグネシウム固体電解質も併せて開発。マグネシウムも豊富に賦存し、軽量で
安全。さらに、マグネシウムイオンは 2 個の陽電荷をもつためエネルギー貯蔵量はリチウムの 2 倍。
他の実験において 400℃を超える高温が必要であるところ、同電解質では 70℃でマグネシウムイオン
の可動性が促進。 
・ 同研究結果は、実用的なプロトタイプ完成品の実現に向けた重要な一歩となる。 

URL:  http://www.snf.ch/en/researchinFocus/newsroom/Pages/news-170502-press-release-so
dium-and-magnesium-to-replace-lithium-in-batteries.aspx  

（関連情報)  

      
Scientific Reports 掲載論文(フルテキスト） 
Magnesium Ethylenediamine Borohydride as Solid-State Electrolyte for Magnesium Batteries 

URL:  https://www.nature.com/articles/srep46189  

（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） 
An alternative approach to the synthesis of NaB3H8 and Na2B12H12 for solid electrolyte applications 

URL:  http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S036031991730513X  

 
（関連情報)  

      
Chemical Communications 掲載論文（アブストラクトのみ：全文は有料） 
A highly stable sodium solid-state electrolyte based on a dodeca/deca-borate equimolar mixture  

URL:  http://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2017/cc/c7cc00794a#!divAbstract  

http://news.mit.edu/2017/moisture-responsive-workout-suit-0519
http://advances.sciencemag.org/content/3/5/e1601984.full
http://www.snf.ch/en/researchinFocus/newsroom/Pages/news-170502-press-release-sodium-and-magnesium-to-replace-lithium-in-batteries.aspx
http://www.snf.ch/en/researchinFocus/newsroom/Pages/news-170502-press-release-sodium-and-magnesium-to-replace-lithium-in-batteries.aspx
https://www.nature.com/articles/srep46189
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S036031991730513X
http://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2017/cc/c7cc00794a#!divAbstract
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41-18 

ｱﾒﾘｶ合衆国・
イリノイ大学
アーバナ・シ
ャンペーン校 

    2017/5/15 

自己治癒技術でシリコンを含有する蓄電池アノードの性能を向上 
(Self-healing tech charges up performance for silicon-containing battery anodes) 

・ イリノイ大学が、自己治癒材料技術をエネルギーを蓄える材料開発に応用し、負極にシリコンナノ
粒子複合材を使用したリチウムオン蓄電池を開発。 
・ 通常、負極にはグラファイトを使用するが、充電時間が長く経時的に容量が低下。 
・ エネルギーをより多く得られる高容量のシリコンは、充放電サイクル中に体積が膨張して自己粉砕
してしまう。過去に開発したナノサイズのシリコン粒子を使用した負極ではシリコン粒子がバインダか
ら剥離して最終的に容量を損失。 
・ 同大学はシリコンナノ粒子とポリマーバインダの界面で起こる可逆的化学結合(reversible chemical 
bond)プロセスを介した即時的な自己治癒機能をシリコン負極に与えてこの問題を解決。同プロセスは
シリコン粒子とポリマーバインダを結束させて電極の長期的な性能を大幅に向上させる。 
・ 同シリコン負極を使用した蓄電池では、400 サイクル後も初期容量の 80%を維持。また、同一サイズ
のグラファイト負極蓄電池に比してエネルギー密度がより高いことも確認。 
・ 今後の研究では、同自己治癒技術の固体蓄電池での作用について調査する。 

URL:  https://news.illinois.edu/blog/view/6367/500181  

（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） 

Silicon Composite Electrodes with Dynamic Ionic Bonding 

URL:  http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/aenm.201700045/abstract  

41-19 

ｱﾒﾘｶ合衆国・
ライス大学 

    2017/5/19 

グラフェンとナノチューブのハイブリッドがリチウム金属蓄電池を強化 
(Graphene-nanotube hybrid boosts lithium metal batteries) 

・ ライス大学が、グラフェンとカーボンナノチューブ(CNT)から成るハイブリッド負極を作製し、リチウム
イオン蓄電池の 3 倍のエネルギー容量を備えたリチウム金属蓄電池を開発。 
・ 同負極は最大理論量のリチウム金属を貯蔵する一方で、短絡や燃焼等の原因となるデンドライトの
形成を回避する。容量よりも安全性を優先させたグラファイト負極を代替するもの。 
・ 同蓄電池のプロトタイプのエネルギー容量は正極により制限されたが、同負極材料のリチウム貯蔵
容量は最大理論量に近い3,351mAh/gで、リチウムイオン蓄電池の10倍。ナノチューブカーペットの低
密度により、リチウムコーティングが基板にまで達して全容量を活用する。 
・ 同負極の試験のため、500回超の充放電サイクル後（携帯電話通常利用約 2年間分）に80%の容量
を保持した硫黄ベースの正極を用いて蓄電池を作製。試験後の電子顕微鏡による同負極の画像では
デンドライトが全く見られず、同負極はリチウム金属が空の状態では暗色、充満状態では銀色である
ことを目視で確認。 
・ 現在、パイロットスケールで同蓄電池と正負両極を作製し、試験を実施中。 

URL:  
http://news.rice.edu/2017/05/18/graphene-nanotube-hybrid-boosts-lithium-metal-batteri
es-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） 

Lithium Batteries with Nearly Maximum Metal Storage 

URL:  http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/acsnano.7b02731  

  

https://news.illinois.edu/blog/view/6367/500181
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/aenm.201700045/abstract
http://news.rice.edu/2017/05/18/graphene-nanotube-hybrid-boosts-lithium-metal-batteries-2/
http://news.rice.edu/2017/05/18/graphene-nanotube-hybrid-boosts-lithium-metal-batteries-2/
http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/acsnano.7b02731
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41-20 

ｱﾒﾘｶ合衆国・
カリフォルニ
ア大学サンデ
ィエゴ校
(UCSD) 

    2017/5/24 

フレキシブルなプリンテッド蓄電池がウェアラブルセンサーに電源供給 
(Printed, Flexible and Rechargeable Battery Can Power Wearable Sensors) 

・ UCSD が、ウェアラブルセンサー等に電源を供給するフレキシブルで伸縮自在なプリンテッド蓄電池
を開発。 
・ イソプレンから作製した超弾性ポリマーの SIS(スチレン-イソプレン・スチレンブロック共重合体：ゴム
やポリスチレンの主要成分）を取り入れ、損壊無く多方向へ元サイズの 2 倍の伸縮性を実現。 
・ 同蓄電池のプリントには、SIS を混合した亜鉛-酸化銀から成るインクを使用。通常、亜鉛電池では
充電できないが、酸化ビスマスを添加することで充電可能に。 
・ 同大学は昨年、酸化ビスマスの添加により、短絡の原因となる亜鉛塩の生成を回避して性能向上
と充電能力獲得が可能なことを発見。リチウム-酸素等他の電気化学システムにも応用が可能。 
・ 同蓄電池のプロトタイプは、容量が補聴器用蓄電池の約 1/5だが厚さは 1/10。標準的なスクリーン
印刷技術を利用するためコストを大幅に低減(蓄電池1個につき僅か$0.50。市販の同様な蓄電池では
$5.00)。入手が容易な材料で作製でき、同蓄電池 2 個で 3Vの LED を点灯する。 
・ 継続的に同蓄電池の性能向上に努める一方で、次の段階では太陽電池や燃料電池等の他のアプ
リケーションでの利用や、多様な電子デバイス用電源としての利用の可能性を探求する。 
・ 同蓄電池は布地等に直接印刷し、皮膚に密着したウェアラブルデバイスの着用を可能にする。ま
た、多量のエネルギーを要するデバイス用に細片に印刷もでき、安定しているため長期間の着用が可
能。 
・ 同技術は UCSD Institute for Global Entrepreneurが運営する技術アクセラレータに選抜され、プロト
タイプ改善に$50,000 の資金を受領。また、先般 UCSD の NSF Innovation-Corps (I-Corps) プログラ
ムにも選抜され、商業化戦略を支援する顧客らとの面談を開始している。 

URL:  
http://ucsdnews.ucsd.edu/pressrelease/printed_flexible_and_rechargeable_battery_can_powe
r_wearable_sensors  

（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） 

All-Printed, Stretchable Zn-Ag2O Rechargeable Battery via Hyperelastic Binder for Self-Powering 
Wearable Electronics 

URL:  http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/aenm.201602096/abstract  

【新エネルギー分野（燃料電池・水素）】   

41-21 

スウェーデン
王国・チャル
マース工科大

学 

    2017/5/24 

燃料電池の高純度白金の 10 倍効果的なナノ合金を開発 
(Nanoalloys ten times as effective as pure platinum in fuel cells)  

・ チャルマース工科大学が、白金使用量を大幅に低減する新製造方法を用いて新タイプの白金-イッ
トリウムナノ合金触媒を開発。 
・ 同触媒では反応に必要な白金量が従来の 1/10 で、燃料電池に要する白金量が約 70%低減。この
レベルの資源効率性を燃料電池で達成できると、車輌用の三元触媒で使用される白金量に匹敵し得
る。 
・ 過去の研究では、イットリウム等の他金属の混合による白金使用量の低減が試みられているが、
ナノ粒子の形態でこれらの金属の合金を作製し、大規模生産に成功した例はない。問題はイットリウ
ムが白金と合金化せずに酸化してしまうこと。 
・ 同大学はこの問題を、真空チャンバーでのプラズマを利用したスパッタリング技術による合金化で
解決。燃料電池用白金-イットリウム電極触媒の大量生産を可能にするナノサイズの薄膜合金を作
製。燃料電池で酸素とプロトンを効率的に水に転換して発電する。 
・ 同ナノ合金触媒の利用には現行の燃料電池に軽微な改変が必要となるが、それが可能であれば
有効性を発揮できると考える。 

URL:  
http://www.chalmers.se/en/departments/physics/news/Pages/Nanoalloys-ten-times-as-
effective-as-pure-platinum-in-fuel-cells.aspx  

（関連情報)  

      

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

High Specific and Mass Activity for the Oxygen Reduction Reaction for Thin Film Catalysts of 
Sputtered Pt3Y 

URL:  http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/admi.201700311/abstract  

  

http://ucsdnews.ucsd.edu/pressrelease/printed_flexible_and_rechargeable_battery_can_power_wearable_sensors
http://ucsdnews.ucsd.edu/pressrelease/printed_flexible_and_rechargeable_battery_can_power_wearable_sensors
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/aenm.201602096/abstract
http://www.chalmers.se/en/departments/physics/news/Pages/Nanoalloys-ten-times-as-effective-as-pure-platinum-in-fuel-cells.aspx
http://www.chalmers.se/en/departments/physics/news/Pages/Nanoalloys-ten-times-as-effective-as-pure-platinum-in-fuel-cells.aspx
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/admi.201700311/abstract
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【新エネルギー分野】   

41-22 

ｱﾒﾘｶ合衆国・
ミシガン州立

大学 

    2017/5/16 

旗をスピーカーに転換 
(How scientists turned a flag into a loudspeaker) 

・ ミシガン州立大学が、人間の挙動で発電する紙の様に薄くフレキシブルなデバイスを開発。 
・ 折りたためるスピーカー、コンピュータ用の音声起動型セキュリティーパッチや発話する新聞紙等の
消費者製品の実現につながる。 
・ 超薄型、フレキシブル、スケーラブルで、機械エネルギーを電力に、電力を機械エネルギーに双方
向変換可能な初のトランスデューサ。2016 年に同大学が開発した強誘電エレクトレットナノジェネレー
タ(FENG: ferroelectret nanogenerator)のユーザビリティを拡充し、同材料がマイクロフォン（音響又は
機械エネルギーから振動を捕獲して電気エネルギーに変換して）や、ラウドスピーカー（電気エネルギ
ーを機械エネルギーに変換して）として作動することを発見。 
・ マイクロフォン効果の実証には、コンピュータへのアクセスに音声認識を利用する FENG セキュリテ
ィーパッチを作製し、外部ユーザーから個人のコンピュータを保護することに成功。振動に高感度な同
デバイスが音声の周波数成分を捕獲する。 
・ ラウドスピーカー効果の実証には、同大学校旗に FENG ファブリックを埋め込み、iPad からアンプを
通して校旗に音楽を送ると完全に再現。校旗がスピーカーとして機能した。 
・ FENG のアプリケーションは他に、ノイズキャンセリングシーティングや音声保護によるヘルスモニタ
リングリストバンド等が考えられる。 
・  同デバイスは、シリコンウェハーと環境に優しい物質の銀、ポリイミドとポリプロピレン強誘電エレク
トレットの薄いシートの数層から構成。デバイス各層が荷電粒子を含有するようイオンを添加。人間の
動きや機械的エネルギーによる圧力で発電する。 

URL:  
http://msutoday.msu.edu/news/2017/how-scientists-turned-a-flag-into-a-loudspeaker/?
utm_campaign=standard-promo&utm_source=msuedu-news-links&utm_medium=msuhome  

（関連情報)  

      

Nature Communications 掲載論文(フルテキスト） 

Nanogenerator-based dual-functional and self-powered thin patch loudspeaker or microphone for 
flexible electronics 

URL:  https://www.nature.com/articles/ncomms15310  

【政策等】  

41-23 
ｱﾒﾘｶ合衆国・
DOE化石ｴﾈﾙ
ｷﾞｰ局(FE) 

    2017/6/12 

DOEが「先進型エネルギーシステム」への 2,800 万ドルの資金提供を発表                                                
(DOE Announces $28 Million for Advanced Energy Systems) 

・ DOEは 2017 年 6月 12 日、同省の化石エネルギー局(FE)の「先進型エネルギーシステム」の研究・
開発に向けた合計約 2,800万ドルの資金提供を発表。同資金は、先進型燃焼システム、先進型タービ
ン、およびガス化に係る技術の進展を目的とし、FE が実施する以下 3 件の新規プロジェクトの公募に
向けたもの。 
①革新的エンジニアリングモジュラーシステム(REMS)向けガス化技術コンポーネントの小規模モジュ
ラー化（1,280 万ドル） 
本プロジェクトは、電力やその他製品における石炭ガス化技術の商業利用を促進し、石炭の新規市
場の開拓を支援することが目的。モジュラー形式で、小規模の空気分離技術の開発など、小規模モジ
ュラープラントエンジニアリングの手法の使用に係る以下 3 件を公募。 
(1) 新興ガス化技術のモジュラー化 
(2) REMS 内での酸素吹きガス化装置の実現のための先進型空気分離技術のモジュラー化 
(3) 小規模基本設計パイロット調査 
②先進型燃焼システム：既存プラント改善と変革的技術（1,000万ドル） 
本プロジェクトは、ケミカルルーピングや加圧酸素燃焼システムのような変革的技術の研究、開発、統
合、試験を重点に、先進型燃焼石炭発電プラント技術の短期間での改善を目的とするもので、以下 2
件を公募。 
（1）先進型燃焼石炭発電プラント改善技術 
（2）先進型燃焼実現技術・先進的コンセプト 
③大学タービンシステム研究(UTSR)プログラム（515 万ドル） 
本プログラムは、燃料、空気力学・熱伝導、先進的材料など多岐にわたる技術的課題でガスタービン
に焦点を当てた大学のプロジェクトを支援。燃料タービンの性能と効率性の向上に係る以下 6 件につ
き、大学を対象に公募。 
（1）～（3）「エアブリージング式」先進型タービン向けの低 NOx 燃料技術、先進的冷却技術、および先
進的材料技術の開発に係るもの 
（4）ビッグデータ分析 
（5）先進的計装 
（6）圧力ゲイン燃焼 

URL:  
https://energy.gov/energygov/articles/doe-announces-28-million-advanced-energy-syste
ms  

  

http://msutoday.msu.edu/news/2017/how-scientists-turned-a-flag-into-a-loudspeaker/?utm_campaign=standard-promo&utm_source=msuedu-news-links&utm_medium=msuhome
http://msutoday.msu.edu/news/2017/how-scientists-turned-a-flag-into-a-loudspeaker/?utm_campaign=standard-promo&utm_source=msuedu-news-links&utm_medium=msuhome
https://www.nature.com/articles/ncomms15310
https://energy.gov/energygov/articles/doe-announces-28-million-advanced-energy-systems
https://energy.gov/energygov/articles/doe-announces-28-million-advanced-energy-systems
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おことわり 

本「海外技術情報」は、NEDO としての公式見解を示すものではありません。 

記載されている内容については情報の正確さについては万全を期しておりますが、内容に誤りのある可能性もあります。NEDOは

利用者が本情報を用いて行う一切の行為について、何ら責任を負うものではありません。 

本技術情報資料の内容の全部又は一部については、私的使用又は引用等著作権法上認められた行為として、適宜の方法により

出所を明示することにより、引用・転載複製を行うことが出来ます。ただし、NEDO以外の出典元が明記されている場合は、それぞれ

の著作権者が定める条件に従ってご利用下さい。 


