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ｱﾒﾘｶ合衆国・
パデュー大学 

    2017/8/7 

新しい固体潤滑剤が鋼鉄表面の摩擦と摩耗を低減 
(New solid lubricant shown to reduce friction and wear on steel surfaces) 

・ パデュー大学が、新タイプの固体潤滑剤を開発。厳しい条件下でのアプリケーションにおいて、優れ
た熱伝導性と高い強度を提供しながら材料の摩擦や摩耗を大幅に低減する。 
・ 同固体潤滑剤は、グラフェン、酸化亜鉛とポリフッ化ビニリデンの混合液から作製。同大学が開発し
たナノサイズの酸化亜鉛粒子が金属表面に潤滑剤を接着させ、ポリマーが混合物全体をバインドす
る。 
・ 固体潤滑剤は、エアコンプレッサー、食品作業用機器や高速プリンター、クレーン車、ボーリング機
械等のアプリケーションで必要とされ、機械の故障の根本的な要因となる摩擦や摩耗の低減により機
械システムの性能が向上し、寿命を延長。液体潤滑剤は高温度や真空下で使用できない。 
・ 同潤滑剤でコーティングしたステンレス鋼の表面を最悪の条件下で試験した結果、高耐荷重アプリ
ケーション用の乾式潤滑剤として非常に優れた可能性を提示。ラマン分光法による摩耗傷の分析によ
り、同潤滑剤が接触面に摩耗と摩擦を大幅に低減する持続性のある保護膜を形成することを発見し
た。 
・ 今後研究を継続し、産業パートナーとの協働を予定。同大学の Purdue Research Foundation's 
Office of Technology Commercialization を通し特許出願済み。 

URL:  
http://www.purdue.edu/newsroom/releases/2017/Q3/new-solid-lubricant-shown-to-redu
ce-friction-and-wear-on-steel-surfaces.html  

（関連情報)  

      

Carbon 掲載論文(アブストラクトのみ：全文は有料） 

Novel tertiary dry solid lubricant on steel surfaces reduces significant friction and wear under high load 
conditions 

URL:  http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0008622317307133?via%3Dihub  

  

 

《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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45-2 

ｱﾒﾘｶ合衆国・
パデュー大学 

    2017/8/9 

高強度に加え多様な特性を有する超軽量材料 
(Super-light material possesses high strength, other attributes) 

・ パデュー大学が、超軽量、耐炎性、超弾性、耐熱性の「メタマテリアル」を新たに開発。高い強度と
導電性及び断熱性を備え、建築物から航空宇宙分野でのアプリケーションが期待。 
・ 同複合材は、酸化アルミニウムのセラミックナノレイヤーとグラフェンを組合せたもの。両材料とも脆
く壊れやすいが、ハニカム微細構造をもつ新材料では超弾性と構造の堅牢性を提供。 
・ 高温で劣化するグラフェンに、セラミックが遮熱材や航空機で有用な耐熱性と耐炎性を提供。また、
軽量性、高い強度と緩衝性により、フレキシブル電子デバイスや大ひずみセンサーの基板として理想
的な材料に。さらに、高い導電性と同時に優れた断熱性を有するため、難燃材や断熱コーティング材
に加え、センサーや熱電変換デバイスとしての利用も。同材料は羽のように軽量、極低密度で非常に
高い比強度を有する。 
・ 傑出した特性を有する現行のセラミックベースの複合材は、インテリジェントセンサーや電磁波吸収
等の多機能なアプリケーションを実現しているが、機能や構造の要素としてのそのユビキタスな利用
を阻む根本的な課題が残る。 
・ 新開発の多機能性セラミック-グラフェンメタマテリアルは、弾性ユニットとして機能する複層のナノレ
イヤーウォールと組み合わせた階層的なハニカム微細構造の設計により開発。これまでに報告された
セラミクスやセラミック基複合材料には見られない一連の多機能特性を同時に実証。 
・ 同複合材は、原子層堆積(ALD)法により、グラフェンの骨組みであるエアロゲルをセラミックの極薄
膜層と結合させて作製。同グラフェンエアロゲルの機械特性は多機能で、同研究はグラフェンをより機
能的にする可能性を有する。 
・ 同複合材の製造プロセスは産業製造用にスケールアップが可能。今後は結晶構造の変更、製造の
ためのプロセスのスケールアップ、また材料特性調整のための微細構造の制御により、同複合材の
特性のさらなる向上を目指す。 

URL:  
http://www.purdue.edu/newsroom/releases/2017/Q3/super-light-material-possesses-hig
h-strength,-other-attributes.html  

（関連情報)  

      

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

Metamaterials: Graphene makes ceramics multifunctional 

URL:  https://www.nature.com/articles/natrevmats201744  

45-3 

ｱﾒﾘｶ合衆国・
ﾊｰﾊﾞｰﾄﾞ大学 

    2017/8/14 

ハーバード大学研究者らが強靭な自己修復性ゴムを開発 
(Harvard researchers develop tough, self-healing rubber) 

・ ハーバード大学が、天然ゴムと同等の強度を有しながら自己修復する新タイプのゴム（エラストマ
ー）を開発。 
・ ゴム等の乾燥材料はポリマーの非常に強力な共有結合により構成され、一度壊れると再結合不可
能。このような材料を自己修復可能にするには、ポリマー結合に可逆性を持たせる必要がある。 
・ 以前に開発したポリマーの可逆的水素結合から形成したゴムでは、共有結合に比して結合力が弱
い。今回、共有と可逆の両種の結合により、強度と自己修復力を備えたハイブリットゴムを開発。 
・ これらの結合は水と油のように混和が困難だが、この問題をランダム分岐ポリマーと呼ばれる分子
のロープで両種の結合をつなぐことで解決。両種の結合が分子レベルで均一に混ざり合い、透明で強
靭な自己修復ゴムができる。 
・ 一般的なゴムでは力が加わると特定の応力点で破断するが、新ハイブリッドゴムは引き延ばされる
と材料中にクレイズ(ひび割れに類似した、フィブリルの束のつながり）を作る。このクレイズが応力を
再分配するため、局所的な応力点が消失して破断を逃れる。応力が解放されると元の形状に戻ってク
レイズが修復される。 
・ 同技術は同大学の Office of Technology Development が特許出願済み。商業化の機会を積極的に
探求中。 
・ 同自己修復ゴムはタイヤ等多様なゴム製品でのアプリケーションが期待できるが、材料研究の観点
から、クレイズが現れる理由が完全に解明されていない。またエンジニアリングの観点から、透明性、
強靭性と自己修復能力の特異な組み合わせを活用したアプリケーションの探求が今後の課題。 

URL:  
http://www.seas.harvard.edu/news/2017/08/harvard-researchers-develop-tough-self-hea
ling-rubber  

（関連情報)  

      

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

Tough Self-Healing Elastomers by Molecular Enforced Integration of Covalent and Reversible 
Networks 

URL:  http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/adma.201702616/full  
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ｱﾒﾘｶ合衆国・
ジョージア工

科大学 

    2017/8/16 

スプレーして作る電気の虹： より安全なエレクトロクロミックインクを目指して 
(Spray-on Electric Rainbows: Making Safer Electrochromic Inks)  

・ ジョージア工科大学が、水性のエレクトロクロミックフィルムインクを開発。微量の電流で色が変化す
るフィルムの作製がより安全・簡便に。 
・ エレクトロクロミックフィルムは鏡等の材料表面にインクとして塗布して作製されるが、通常、可燃性
で有毒ガスを発生する有機溶剤を使用するため、印刷機や吹付機を利用する作業環境において不適
切。 
・ 同大学が開発したフィルムは、色彩に富み、電気活性を備えた有機分子である共役ポリマーから構
成。1V 程度の電圧で緩く結合した電子が容易に分離・再結合して色が変わり、灰色等の暗色だけで
なくあらゆる色の作製が可能。 
・ 同インクは有機・水性の各溶剤の優れた特性を組合せた二相性溶剤。高品質材料製造確保のた
めに有機溶剤で共役ポリマーを作製し、インクの有効成分である同ポリマーに化学的なトリガーを埋
め込んだ。同トリガーは高 pH 洗浄により作動し、同有機溶解性ポリマーを水溶性の高分子電解質に
転換する。 
・ プリント後のフィルムのにじみ等を防ぎ、機能性を保持するために、完成したフィルムに紫外線光を
照射することでポリマーに仕掛けた化学的トリガーを切断。これにより単純な残留物に変わった水溶
性の連鎖した原子を洗い流した後には、堅牢な高純度の共役ポリマーフィルムが残る。同フィルムは
水性・有機溶剤のどちらにも溶解しない。 
・ 同エレクトロクロミックフィルムは、ガラスやプラスチックでの利用以外に、例えば適切な布地とバッ
テリーに接続したセンサーの使用で周囲環境の色に整合するカモフラージュとしての利用も考えられ
る。 
・ 同共役ポリマーのエレクトロクロミック以外の用途として、プリンテッドトランジスタ、太陽電池、化学・
バイオセンサー、LED ディスプレーやバイオエレクトロニクスでの利用を探究中。 

URL:  
http://www.news.gatech.edu/2017/08/16/spray-electric-rainbows-making-safer-electroch
romic-inks  

（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） 

Aqueous Processing for Printed Organic Electronics: Conjugated Polymers with Multistage Cleavable 
Side Chains 

URL:  http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/acscentsci.7b00232  

【電子・情報通信分野】  
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ｱﾒﾘｶ合衆国・
ﾏｻﾁｭｰｾｯﾂ工
科大学(MIT) 

    2017/8/8 

微小なテラヘルツレーザーがイメージングや化学物質検出に有望 
(Tiny terahertz laser could be used for imaging, chemical detection)       

・ MIT、サンディア国立研究所(SNL)及びトロント大学が共同で、チップに搭載したテラヘルツ・レーザ
ーの出力を 80%向上させる新設計を開発。 
・ NASA の Galactic/Extragalactic ULDB Spectroscopic Terahertz Observatory (GUSTO)ミッションに
最高性能を提供するチップ搭載のテラヘルツ源として採用され、星間物質の組成調査を目的とする同
ミッションにて、酸素濃度の分光計測にテラヘルツ波を利用。テラヘルツ波の標準的な生成方法では
エネルギー多量消費の大型卓上デバイスを使用するが、同ミッションのバルーンによる機器の運搬の
ため、テラヘルツエミッタは軽量の必要あり。 
・ 同設計は、分布帰還型テラヘルツ量子カスケードレーザーをプラットフォームとしたフォトニックワイ
ヤーレーザー。通常はレーザーの後方から抜け出てしまう光の 80%を方向転換させて、望んだ方向に
進ませる方法を開発。同設計はレーザー媒質に依存しないが、より優れた媒質を用いれば出力の 2
倍増が可能。 
・ テラヘルツ波は波長が長く、微小なフォトニックワイヤレーザーではレーザーの長さに沿って進む電
磁波の多くがレーザーボディーの外側にあり、レーザーの一端に配置した鏡で反射させることで戻る
電磁波のエネルギーは極僅か。 
・ 研究チームは、量子カスケードレーザーを構成する導波路に規則的な間隔で切り込みを入れること
でこの問題を解決。孔を開けた管から水が漏れ出るように、スリットからテラヘルツ波が放出。導波路
の軸に沿ってのみテラヘルツ波が互いに増幅し合う間隔でスリットを配置。導波路からより傾斜した角
度ではテラヘルツ波は打ち消し合う。 
・ このような導波路の各スリットの後方に反射器を設置。この処置は導波路の製造プロセスにシーム
レスに導入可能。導波路よりも幅のある反射器を、テラヘルツ波を一方向に増幅させて他方向では打
ち消し合う間隔で配置することで、導波路から望まない方向へと放出されるエネルギーの 80%の方向
転換を実現。 

URL:  http://news.mit.edu/2017/tiny-terahertz-laser-imaging-chemical-detection-0808  

（関連情報)  

      

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

Unidirectional photonic wire laser 

URL:  
http://www.nature.com/nphoton/journal/vaop/ncurrent/full/nphoton.2017.129.html?foxtrot
callback=true  

  

http://www.news.gatech.edu/2017/08/16/spray-electric-rainbows-making-safer-electrochromic-inks
http://www.news.gatech.edu/2017/08/16/spray-electric-rainbows-making-safer-electrochromic-inks
http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/acscentsci.7b00232
http://news.mit.edu/2017/tiny-terahertz-laser-imaging-chemical-detection-0808
http://www.nature.com/nphoton/journal/vaop/ncurrent/full/nphoton.2017.129.html?foxtrotcallback=true
http://www.nature.com/nphoton/journal/vaop/ncurrent/full/nphoton.2017.129.html?foxtrotcallback=true
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ｱﾒﾘｶ合衆国・
パデュー大学 

    2017/8/21 

自己給電する紙ベースの「SPEDs'」が新しい医療診断ツールに 
(Self-powered paper-based ‘SPEDs’ may lead to new medical-diagnostic tools) 

・ パデュー大学が、自己給電する紙ベースの安価、軽量でフレキシブルな医療診断用のデバイス、
「SPEDs (self-powered, paper-based electrochemical devices)」を新たに開発。 
・ バイオマーカーを検出し、電気化学的分析により疾病を特定する同デバイスは、電源、清潔な水や
追加的な機器の必要無く、専門的な訓練を受けていないユーザーによる遠隔地や軍用基地でのポイ
ント・オブ・ケアの医療診断を可能に。 
・ 指先の針刺で採った血液を同デバイスの円形状部分に配置して試験開始。同デバイスはまた、針
刺による試験に代わり、サンプルに浸すことで試験できる「セルフ・ピペット・テスト領域」も有する。 
・ 同デバイスの最上層は、試験用血液サンプルを運ぶチャネルのパターン処理をした疎水性の領域
を持つ未処理のセルロース紙製。この「流体チャネル」が、色を変えて試験結果を表示するアッセイを
可能にする。 
・ さらに、マシーン・ビジョン診断アプリケーションを作製し、携帯電話等のカメラで撮影した同デバイ
スのデジタル画像から、それらの比色試験結果を自動的に特定・定量化して迅速な診断結果の獲得
と遠方の専門家による診断を支援。 
・ 同デバイスの最下層は、摩擦帯電発電機(TEG:triboelectric generator)となっており、こする・押す等
の単純な動きで診断試験に必要な電力を供給。また、同デバイスにプラグインして診断テストを自動
化することで、訓練を受けていないユーザーによる同デバイスの利用を可能にする、安価でポータブ
ルなポテンショスタットも開発。ポテンショスタットの電源の蓄電池は、同デバイスの TEG で充電でき
る。 
・ 同デバイスの製造には、ロール・ツー・ロールやスプレー堆積等の大量印刷技術の適用が可能。肝
臓・腎臓機能や栄養不良症・貧血症に関連する要因を示すグルコース、尿酸、乳酸、ケトンや白血球
等のバイオマーカーを検出する。 
・ 今後の改良によるバージョンでは、デング熱、マラリアや HIV 等の疾病を検出する、より複合的なア
ッセイを可能にする層を追加予定。 

URL:  
https://www.purdue.edu/newsroom/releases/2017/Q3/self-powered-paper-based-speds-
may-lead-to-new-medical-diagnostic-tools.html  

（関連情報)  

      

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

Self-Powered, Paper-Based Electrochemical Devices for Sensitive Point-of-Care Testing 

URL:  http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/admt.201700130/full  

【ロボット・AI 分野】  
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欧州連合
（EU） 

CORDIS 

    2017/8/25 

自己修復型ロボット？ SF 的アイデアの実現が近づく                                                                                                                                         
(Self-healing robots? Another sci-fi concept comes closer) 

・ Vrije Universiteit Brussel（VUB）は、EU が資金を提供している SPEAR プロジェクトからの出資によ
り、ヒトのような自己修復(Self-Healing：SH)能力を有するソフトロボットを開発。  
・ 同ソフトロボットは、柔軟で SH 機能を有するエラストマーを使用して製作。空気圧式アクチュエータ
で作動。ソフトハンド、ソフトグリッパー、人工筋肉の 3 つの用途で作成。食品業界、侵襲性の低い手
術、リハビリ、義肢などの用途での使用が可能。 
・ ソフトロボットには、衝撃の吸収、物理的衝撃からの保護を可能にする一方で、鋭利なモノとの接触
により切れたり、穴が空いたり、過度の圧力や摩耗により損傷するという脆弱性があるため、製作に
は、損傷の SH 能力があるディールス - アルダー(Diels-Alder)ポリマーから作成したエラストマーを使
用。80℃での SH プロセスにより、ソフトハンド、ソフトグリッパー、人工筋肉いずれの損傷部分も、ほぼ
完全に性能を回復。 
・ SH 材料は現在、携帯電話のコーティング材料の他に、自動車業界でも使用。航空宇宙分野や人工
皮膚用途への応用に期待。 

URL:  http://cordis.europa.eu/news/rcn/128546_en.html  

（関連情報)  

      

Science Robotics Journal 掲載論文(フルテキスト） 

Self-healing soft pneumatic robots 

URL:  http://robotics.sciencemag.org/content/2/9/eaan4268.full  

  

https://www.purdue.edu/newsroom/releases/2017/Q3/self-powered-paper-based-speds-may-lead-to-new-medical-diagnostic-tools.html
https://www.purdue.edu/newsroom/releases/2017/Q3/self-powered-paper-based-speds-may-lead-to-new-medical-diagnostic-tools.html
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/admt.201700130/full
http://cordis.europa.eu/news/rcn/128546_en.html
http://robotics.sciencemag.org/content/2/9/eaan4268.full
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45-8 

ｱﾒﾘｶ合衆国・
国立衛生研
究所(NIH) 

    2017/8/25 

ロボット外骨格が脳性麻痺児のクラウチ歩行の緩和に対する新しいアプローチを提供 
(Robotic exoskeleton offers potential new approach to alleviating crouch gait in children with cerebral 
palsy) 

・ NIH 臨床センターのリハビリテーション医学部門が、脳性麻痺児のクラウチ（膝屈曲）歩行を、歩行
運動での膝伸展を補助しながら治療することを目的としたロボット外骨格のプロトタイプを作製。 
・ 従来から筋肉注射、手術、理学療法といった治療法があるが、クラウチ歩行は歩行機能に進行性
の変容をもたらし、患者のうちおよそ半数が成人後に歩行能力の喪失に至る。 
・ 同センターは、歩行補助装置を使用せずに少なくとも 30 フィートの歩行が可能な 5 歳から 19 歳まで
の 7 人を対象に、ロボット膝外骨格のプロトタイプのテストを実施。 
・ その結果、被験者のうち 6 人が、最初の練習で、療法士による補助なしで、同デバイスを着用した
自律的な歩行に成功。また 6 人が、自らの膝伸筋の活動を低下させることなく、侵襲的外科的処置に
よる平均的な改善例と同等、またはそれ以上の膝伸展の改善を見せた。 
・ 従来のほとんどのウェアラブル外骨格は、麻痺のある成人向けに設計され、ユーザーの失われた
機能を代替するものだが、今回開発したロボット膝外骨格は、クラウチ歩行をする脳性麻痺児が装着
して歩行中に、自らの膝伸筋の活動を保持しながら、歩行を改善することが可能。クリニックの外での
歩行訓練が可能になれば、さらに長期的な成果が見込まれ、従来の治療法の代替あるいは併用する
ものとして期待される。 

URL:  
https://www.nih.gov/news-events/news-releases/robotic-exoskeleton-offers-potential-ne
w-approach-alleviating-crouch-gait-children-cerebral-palsy  

（関連情報)  

      

Science Translational  Medicine(アブストラクトなし。フルテキストの閲覧有料） 

A lower-extremity exoskeleton improves knee extension in children with crouch gait from cerebral 
palsy 

URL:  http://stm.sciencemag.org/content/9/404/eaam9145.full  

【環境・省資源分野】  

45-9 

ｱﾒﾘｶ合衆国・
カーネギーメ

ロン大学 

    2017/8/2  

カーネギーメロン大学開発の触媒が水中の BPA を効率的に急速除去 
(Catalysts Developed at Carnegie Mellon Efficiently and Rapidly Remove BPA from Water) 

・ カーネギーメロン大学がオークランド大学とオレゴン州立大学と共同で、水中のビスフェノール
A(BPA)を 99%超除去する迅速で安価な方法を開発。 
・ また、様々な製品や水源での BPA の存在とその毒性のエビデンスを纏め、特に産業排水や埋立ゴ
ミ浸出液の BPA 汚染水を効果的に改善する必要性に関する強硬な主張を打ち立てた。 
・ 主にポリカーボネートプラスチックやエポキシ樹脂の製造で使用される BPAは、DVD からメガネレン
ズまで様々な製品に利用される物質だが、身体の内分泌系への影響が懸念される。魚類、哺乳類、ヒ
トの細胞の研究結果では、BPA が脳や神経系の発達等や生殖系に悪影響を及ぼすことが示されてい
る。 
・ 2010 年より、BPA を使用しない製品の製造が開始されたが、その代替物質にも同様な毒性が見ら
れる。年間 150 億ポンド超が生産される BPA による汚染とその浄化が大きな課題となっている。 
・ 同BPA除去方法では、酸化酵素を模倣するTAMLアクティベーターと呼ばれる触媒を利用。同触媒
は過酸化水素と合わせることで水中の BPA を効果的に分解。 
・ 廃水処理では標準的なほぼ中性の pH にて、30 分以内で重度の汚染水から BPA の 99%除去を実
証。この pH 域での TAML による処理では、BPA はオリゴマーと呼ばれるより大きなユニットへと結合。
同物質は BPA 処理施設でろ過・廃棄可能で、無毒性で BPA への可逆性が無い。 
・ 実証で得られた BPA 除去水やオリゴマーの安全性を、内分泌かく乱物資の段階的プロトコル
(Tiered Protocol for Endoctrine Disruption： TiPED)アッセイで試験。酵母や発達段階にあるゼブラフィ
ッシュの胚でのエストロゲン活性や異常のないことを確認した。 
・ また、pH11 での BPA 除去試験では、15 分以内に 99.9%超を除去。pH8.5 での処理とは対照的に
BPA 分子は破壊され、オリゴマーの不検出を確認。 

URL:  http://www.cmu.edu/mcs/news/pressreleases/2017/0802-BPA-TAMLs.html  

（関連情報)  

      

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

A multidisciplinary investigation of the technical and environmental performances of TAML/peroxide 
elimination of Bisphenol A compounds from water  

URL:  http://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/gc/2017/c7gc01415e#!divAbstract  

  

https://www.nih.gov/news-events/news-releases/robotic-exoskeleton-offers-potential-new-approach-alleviating-crouch-gait-children-cerebral-palsy
https://www.nih.gov/news-events/news-releases/robotic-exoskeleton-offers-potential-new-approach-alleviating-crouch-gait-children-cerebral-palsy
http://stm.sciencemag.org/content/9/404/eaam9145.full
http://www.cmu.edu/mcs/news/pressreleases/2017/0802-BPA-TAMLs.html
http://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/gc/2017/c7gc01415e#!divAbstract
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【バイオテクノロジー分野】   

45-10 

ｱﾒﾘｶ合衆国・
シンシナティ

大学(UC) 

    2017/8/3 

発汗にあせらない優れたバイオセンサー 
(A better biosensor? No sweat) 

・ UC の Technology Accelerator プログラムの支援により 2013 年に設立されたバイオセンサー企業の
Eccrine System 社が、化学的な刺激により発汗を促す絆創膏サイズのセンサーデバイスを開発。 
・ 装着者が無理に発汗する必要が無く、涼しく快適な状態で汗による生体情報のモニタリングが可能
に。また、バイオセンサーが測定するホルモンや化学物質の理解に重要な要因である発汗量も予測。 
・ 市場調査を専門とする IbisWorld によれば、バイオメディカルセンサーは米国において 880 億ドル規
模の医療デバイス産業の一端を担い、新技術の出現や競争の昂進により今後 5 年間で飛躍的な成
長が見込まれている。 
・ 血液分析は生体情報分析の黄金律とされているが、侵襲的で研究室の利用が必要とされ、医師に
よる時間をかけた継続的なモニタリングの実施が困難。一方、汗は化学マーカーを提供する非侵襲的
な代替として唾液や涙液に比してより有用だが、採血のような安定したサンプル供給が課題。 
・ センサーおよびカルバコール（点眼薬に使用される化学物質）を含有するゲルを被験者の腕に 2.5
分間貼り付ける実験において、センサーとゲルのみ、それらに(皮膚の接触を向上させる)形状記憶パ
ッド、またはイオントフォレシスをそれぞれ組み合わせた 3 種の方法によりデータを取得。イオントフォ
レシスが 0.2mA の電流で微量のカルバコールを皮膚上層部に送り込み、物理的感覚や不快感を与え
ずに局所的に汗腺を刺激する。 
・ 被験者による30 分間の発汗からセンサーが取得した、汗の電解質濃度を測定したデータにより、セ
ンサー下のカルバコールが最長 5 時間の発汗促進に有効であることを確認。その後の調査では同プ
ロセスによる発汗促進により幾日間にわたるセンサーの測定結果を取得できた。pH 感受性色素によ
り、センサー全体で均一に汗腺を刺激していることを実証。 
・ 同センサーは汗のセンシング技術における躍進を示すもの。過大なストレスを伴う航空機パイロット
やアスリートのホルモンレベルのリアルタイムモニタリングや手術後自宅での定期的な健康モニタリン
グの実現が期待。 

URL:  http://magazine.uc.edu/editors_picks/recent_features/Sweat.html  

（関連情報)  

      

Lab on a Chip 掲載論文(アブストラクトのみ：全文は有料） 

Integrated sudomotor axon reflex sweat stimulation for continuous sweat analyte analysis with 
individuals at rest  

URL:  http://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2017/lc/c7lc00364a#!divAbstract  

45-11 

ｱﾒﾘｶ合衆国・
イリノイ大学
アーバナ・シ
ャンペーン校 

    2017/8/10 

携帯できるスペクトラムアナライザーがスマートフォンを診断ツールに変える 
(Handheld spectral analyzer turns smartphone into diagnostic tool) 

・ イリノイ大学が、研究室レベルの医療診断試験をスマートフォンを使用して僅か550ドルで実施可能
にする技術を開発。通常では大型で高額な機器が必要。 
・ 新技術の TRI(transmission-reflectance-intensity)スペクトラムアナライザーは、スマートフォンに取
り付けて血液、尿、唾液サンプルを診療所の数千ドルの機器と同様の信頼性で分析。医療診断で代
表的な 3 種類の試験の実施が可能。 
・ 多様な健康診断テストで一般的に使用されている、血液中の様々なタンパク質と抗体を検出・測定
するエライザ( ELIZA: enzyme-linked immunosorbent assay)がこのポイント・オブ・ケア・スマートフォン
システムで対応可能な診断試験の一つ。同システムは、色の変わる液体や、（蛍光色素等より）光出
力のある液体を使用するあらゆる試験のアウトプットを検出できる。 
・ 同 TRI アナライザーは、スマートフォンのカメラを高性能スペクトロメータに変換することで作動。ス
マートフォン内部の白色 LED フラッシュ、又は外部に取付ける安価な緑色レーザーダイオードで液体
サンプルに照射。サンプルからの光は光ファイバーで集められ、回折格子を通ってスマートフォン後部
の内蔵カメラに届く。これらの光学部品はすべて、3D プリントしたプラスチックのクレードルに配置。 
・ 同TRIアナライザーでは、クレードルの背面の開口部を通るマイクロ流体カートリッジを使用すること
で複数のサンプルの迅速で安定した同時測定が可能。診療所や病院にアクセス不可能、また、緊急
状況で迅速に診断結果が必要な場合に最適。また、カートリッジを読み取りヘッドに通すことで、連続
して試験を実施できる。 
・ 健康診断の他に、動物の健康診断、環境モニタリングや食品安全のアプリケーションも可能。同技
術は特許取得済みでライセンス供与可能。 

URL:  http://bioengineering.illinois.edu/news/article/23435  

（関連情報)  

      

Lab on a Chip 掲載論文(アブストラクトのみ：全文は有料） 

Multimode smartphone biosensing: the transmission, reflection, and intensity spectral (TRI)-analyzer  

URL:  http://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2017/lc/c7lc00633k#!divAbstract  

  

http://magazine.uc.edu/editors_picks/recent_features/Sweat.html
http://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2017/lc/c7lc00364a#!divAbstract
http://bioengineering.illinois.edu/news/article/23435
http://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2017/lc/c7lc00633k#!divAbstract
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【蓄電池・エネルギーシステム分野】    

45-12 

ｱﾒﾘｶ合衆国・
ｵｰｸﾘｯｼﾞ国立

研究所
(ORNL) 

    2017/8/14 

レスキュー員や作業員の安全のために開発された DC ホットスティック                                                                                                                                    
(DC hot stick developed for first responder, worker safety) 

・ 電気自動車（EV）や屋根のソーラーパネルの普及に伴い、事故や作業の現場で数百ボルトの高電
圧に曝されるレスキュー員や電気作業員の安全確保が課題に。ORNL は、米国国土安全保障省の一
部門である消防庁のスポンサーの下で、直流（DC）エネルギーを正確に検出するためのプローブのプ
ロトタイプである「DC ホットスティック」プローブを開発し、現在、特許出願中。 
・ 同プローブは DC 電圧を検出する以外に、測定対象である導体と確実に接触しているかどうかの表
示が可能。接触が確認された後、搭載されたプローブチップ検証システムにより、ケーブルが完全に
放電し終わった状態かどうかを表示。 
・ 同プローブの形状は、既存の AC プローブと外観が類似。AC プローブの端に装着するだけで、機能
も非常にシンプル。接触が適切であれば緑色のランプ、電圧が検出されると赤色のランプがそれぞれ
点灯。 
・ 同プローブでは、AC・DC 両方の蓄積されたエネルギーの検出が可能。これは、既存の測定器には
無かった機能。                                            
・ 同プローブの回路システムは、EV とソーラーパネル向けに設計されたものではあるが、産業用電
力から家電製品の修理まで、様々な用途の測定に応用が可能。 
・ 今後は、米国全土でテストの実施や、より小さなゲージワイヤで DC 電圧をチェックするプローブの
開発を計画。プローブにマイクロコントローラを装着してデジタル表示、データ収集・処理を可能にする
ことも視野に。 

URL:  https://www.ornl.gov/news/dc-hot-stick-developed-first-responder-worker-safety  

【新エネルギー分野（太陽光発電）】  

45-13 

英国・マンチェ
スター大学 

    2017/8/15 

次世代太陽電池パネルをポリスチレンでより安価に製造 
(Researchers use polystyrene to make next-generation of solar panels even cheaper) 

・ マンチェスター大学が、高価なポリマーに代わり絶縁ポリスチレンマイクロゲル粒子を使用したペロ
ブスカイト太陽電池(PSC)を開発。 
・ 従来型太陽電池では光吸収体としてシリコンを利用しているが、製造が高コストでエネルギーを大
量に消費するため、より安価な化合物のペロブスカイトを利用した太陽電池の研究が注目されてい
る。 
・ PSC のエネルギー変換効率は前例の無い速さで上昇しており、短期間での効率増加の可能性と比
較的安価な製造コストが商業的関心を集めている。 
・ 現在の PSC では光吸収体として有機金属ハロゲン化合物ペロブスカイト結晶(OHP)を使用している
が、水に晒されることで劣化。また、PSC の要である、電流の効率的な動きを促進する正孔輸送有機
材料(HTM)はコストの大部分を占めるため高価な上、長期的な安定性に欠ける。 
・ 同大学が HTM に新たに採用したポリスチレンマイクロゲルは、製造コストが従来材料の 1/10000
で、疎水性を備えるため PSC の安定性を向上。このような低コストと安定性がエネルギー変換効率の
低減を補うと考える。 
・ 今後はこのマイクロゲルによるアプローチに改良を加えてエネルギー変換効率への影響を最小限
化し、PSC の有毒な鉛含有量の低減を目指す。 

URL:  
http://www.manchester.ac.uk/discover/news/researchers-using-polystyrene-to-make-nex
t-generation-of-solar-panels-cheaper/  

（関連情報)  

      

Nanoscale 掲載論文(アブストラクトのみ：全文は有料） 

Reducing hole transporter use and increasing perovskite solar cell stability with dual-role polystyrene 
microgel particles  

URL:  http://pubs.rsc.org/en/Content/ArticleLanding/2017/NR/C7NR02650A#!divAbstract  

  

https://www.ornl.gov/news/dc-hot-stick-developed-first-responder-worker-safety
http://www.manchester.ac.uk/discover/news/researchers-using-polystyrene-to-make-next-generation-of-solar-panels-cheaper/
http://www.manchester.ac.uk/discover/news/researchers-using-polystyrene-to-make-next-generation-of-solar-panels-cheaper/
http://pubs.rsc.org/en/Content/ArticleLanding/2017/NR/C7NR02650A#!divAbstract
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45-14 

ｱﾒﾘｶ合衆国・
国立再生可
能ｴﾈﾙｷﾞｰ研
究所(NREL) 

    2017/8/25 

NREL とスイスの科学者が太陽光効率の記録を超えた電力供給 
(NREL, Swiss Scientists Power Past Solar Efficiency Records) 

・ NREL、Swiss Center for Electronics and Microtechnology (CSEM)、スイス連邦工科大学ローザンヌ
校(EPFL)は共同で、1Sun 照度の下に記録的変換効率を有するタンデム太陽電池を作製し、シリコン
ベース多接合太陽電池の高い可能性を明示。 
・ 元素周期表の III 族や V 族のみを用いた太陽電池は、高効率を示すが、高価。本研究成果は、全て
III-V 族から成る高価な多接合電池に対し、効率の点で競合できるシリコンベースタンデム電池を初め
て示した点で重要。 
・ 本研究では、シリコンベース多接合太陽電池をテストする中、CSEM 開発の結晶シリコン薄膜上に
NREL 開発のガリウムヒ素(GaAs)層を重ねたタンデム電池が、最も高い 2 接合効率(32.8%)を有するこ
とを発見。ガリウムインジウムリン(GaInP)トップセルを用いたものは効率 32.5%を達成したが、これは
2016 年 1 月の記録 29.8%のものと似た構造。シリコンボトムセルに、GaInP/GaAs タンデムセルを重ね
たものは、3 接合効率 35.9%に達し、3 接合効率記録を 2%だけ下回ったもの。 
・ 現在の太陽光発電市場は、単接合シリコン太陽電池から成るモジュールに独占されており、その効
率は 17%～24%。研究チームの発表によると、シリコン単接合電池からシリコンベース 2 接合太陽電池
に移行すれば、30%以上の効率が達成可能。 
・ 多接合シリコンベース太陽電池の導入については高価なことが障壁。効率 30%と仮定して、GaInP
ベース電池で 4.85 ドル/W、GaAs ベース電池で 7.15 ドル/W であるが、増産し、効率が 35%まで上昇す
れば、ワットごとのコストは、GaInP ベース電池で 66 セント、GaAs ベース電池で 85 セントまで落ちると
予想。 
・ 米国において、太陽光発電システムの価格のうち 20%～40%が太陽モジュール分だが、効率が 35%
に達すれば、商用設備に対しては 45 セント/W までシステムコストを減らせる見込み。ただし、III-V 族
セルのコストが、研究チームの長期的シナリオの水準まで削減できない場合は、更に安くて高効率な
材料をトップセルに使って、コスト競争力を高めることが必要。 

URL:  
https://www.nrel.gov/news/press/2017/swiss-scientists-power-past-solar-efficiency-rec
ords.html  

（関連情報)  

      

Nature Energy 掲載論文(アブストラクトのみ：全文は有料） 

Raising the one-sun conversion efficiency of III–V/Si solar cells to 32.8% for two junctions and 35.9% 
for three junctions 

URL:  https://www.nature.com/articles/nenergy2017144  

45-15 

ｱﾒﾘｶ合衆国・
ﾛｰﾚﾝｽﾘﾊﾞﾓｱ
国立研究所

(LLNL) 

    2017/8/30 

ミクロ・ナノスケール構造が太陽電池と光学における反射率を低減                                                             
(Reducing reflectivity in solar cells and optics with micro- and nanoscale structures) 

・ 太陽電池では、表面での太陽光線の反射率の低減が課題。 
・ LLNL は、太陽電池、眼鏡、カメラなどの光学デバイス上に施す反射防止コーティングの代替とし
て、表面をミクロ・ナノメートルの長さの階層構造の層で加工するという設計ガイドラインを考案。用途
に応じて必要な反射防止特性を備えた最適構造の迅速な設計・製造が可能に。 
・ 単層の反射防止コーティングは、表面からの反射に対して、帯域の波長と視野角の反射の除去に
は有効であるが、複数の波長と視野角にわたる反射率の低減には異なるアプローチを要する。 
・ 本研究では、シリコンの半球または全体の反射率は 38%にもなるが、ミクロスケールのピラミッド型
構造をシリコン内に設計しただけで、反射率が約 11%にまで低減することを発見。さらに、サイズが異
なる構造のアレイを積み重ねると、入射光の角度に関係なく、全反射率を 1～2%にまで低減することが
可能であることも発見。 
・ 階層構造により、太陽電池ではエネルギーを効率的に変換し、眼鏡では緑色または紫色の色彩効
果を生じさせることなく反射とグレアを排除し、カメラでは少ない光での写真撮影が可能に。望遠鏡や
回折光学素子への応用にも期待。 
・ 同技術は、蛾の目(モスアイ)の階層構造から着想を得たもの。太陽スペクトルをターゲットとして使
用したところ、通常のミクロスケールのピラミッド型構造は正反射率を大幅に低下させ、ナノメートルス
ケールの微細構造は拡散反射率を低減。様々なサイズの 2 つの異なる構造を組み合わせることによ
り、正反射と拡散反射を選択的に最小限に抑えることが可能であることが判明。 
・ 同研究所は、すべてのマスクレスとウェットエッチング（化学）技術を使用してサンプルを製作し、本
プロセスを容易にスケーラブルなものに。本設計ガイドラインは、シリコン向けであるが、今後プラスチ
ックやガラスへの応用も検討。UC バークレーと協力して太陽電池を作り、効率性を向上させ、将来的
にガラスにも使用できるようなフレキシブル基板への応用を計画。 

URL:  
https://www.llnl.gov/news/reducing-reflectivity-solar-cells-and-optics-micro-and-nanosc
ale-structures  

（関連情報)  

      

Advanced Optical Materials 掲載論文(フルテキスト） 

Design Rules for Tailoring Antireflection Properties of Hierarchical Optical Structures 

URL:  
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/adom.201700080/abstract;jsessionid=36171DA2
4DB028BFD5DCFD9F1D5261EF.f04t02  

  

https://www.nrel.gov/news/press/2017/swiss-scientists-power-past-solar-efficiency-records.html
https://www.nrel.gov/news/press/2017/swiss-scientists-power-past-solar-efficiency-records.html
https://www.nature.com/articles/nenergy2017144
https://www.llnl.gov/news/reducing-reflectivity-solar-cells-and-optics-micro-and-nanoscale-structures
https://www.llnl.gov/news/reducing-reflectivity-solar-cells-and-optics-micro-and-nanoscale-structures
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/adom.201700080/abstract;jsessionid=36171DA24DB028BFD5DCFD9F1D5261EF.f04t02
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/adom.201700080/abstract;jsessionid=36171DA24DB028BFD5DCFD9F1D5261EF.f04t02
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【新エネルギー分野（風力発電）】  

45-16 

英国・
Innovate UK 

    2017/8/24 

スコットランドの洋上風力への熱意を 92 万ポンドで後押し 
(£920k boost to Scotland’s offshore wind ambitions) 

・ オフショア再生エネルギー(ORE)カタパルトは、92 万ポンド相当のプログラムを、レベンマウス実証タ
ービン(Levenmouth Demonstration Turbine)周辺におけるスコットランド洋上風力研究の促進に充てる
ことを発表。 
・ この新プログラムは、企業に対しアクセスを増やし、同カタパルトが有する専門知識や産業および
大学とのパートナーシップを企業が活用できるようにする他、ライダー(レーザーをベースとしたレーダ
ー)の試験設備設立にも資金を提供し、「バーチャルウィンドファーム」の創設を促進するもの。 
・ スコットランド政府も 46 万ポンドを資金提供し、持続可能なエネルギー源として、洋上風力が持つ潜
在能力を、長期的に最大化していくことを表明。 
・ レベンマウスタービンの運用データを用いて作るバーチャルウィンドファームでは、研究、データ、成
果を、スコットランドの産業や大学の研究コミュニティーに広め、洋上ウィンドファームがいかに機能す
るか、どうすれば同ファームを更に効率化させられるかについての理解を促進。 
・ 本研究プログラムを支援している Wood Group は、風況観測塔のライダーへの代替や浮体ライダー
技術が、開発・運用コストを大幅に削減すると期待。 

URL:  https://ore.catapult.org.uk/press-release/920k-boost-scotlands-offshore-wind-ambitions/  

（関連情報)  

      

ORE カタパルト HP レベンマウス実証タービン説明 

Levenmouth Demonstration Turbine 

URL:  https://ore.catapult.org.uk/our-services/test-demonstration-assets/levenmouth/  

【政策】  

45-17 

ｱﾒﾘｶ合衆国・
国立ｴﾈﾙｷﾞｰ
技術研究所

(NETL) 

    2017/8/16 

DOE が石炭および石炭副産物からの希土類元素回収を推進するプロジェクトに 1,740 万ドルの資金
提供 
(DOE Invests $17.4 Million in Projects to Advance Recovery of Rare Earth Elements from Coal and 
Coal Byproducts) 

・ DOE が、石炭・石炭副産物からの希土類元素(REE)回収を推進する取り組みの下、研究フェーズ 2
へ移行するプロジェクト 4 件を採択。今回 DOE は、化石エネルギー局(FE)が 2015 年にフェーズ 1 の公
募にて選出し、設計された、REE 回収システムの開発と試験に 1,740 万ドルを出資。 
・ 近年 REE の需要は著しく高まっており、これが米国内で経済的に実施可能な REE 回収アプローチ
の開発の重点化を促進。採択された 4 プロジェクトはコスト効果的で環境に優しい手法の開発と実証
に注力することで、FE の希土類元素プログラムの目標を推し進めるものと期待。 
・ 今回のプロジェクトは 2020 年までに完了する予定で、2 つの対象分野(1．液体排出物を含む石炭及
び石炭副産物より経済的に混合 REE の分離、抽出、濃縮を行うベンチスケール技術。2．石炭及び石
炭副産物(固体)より経済的に混合 REE の分離、抽出、濃縮を行うパイロット規模技術)に区分。詳細は
本文を参照のこと。 

URL:  
https://www.netl.doe.gov/newsroom/news-releases/news-details?id=be5dc316-db36-4840
-b399-252a23bf8582  

（関連情報)  

      

NETL Rare Earth Elements プログラム概要 

URL:  https://www.netl.doe.gov/research/coal/rare-earth-elements  

45-18 

ｱﾒﾘｶ合衆国・
DOE・ｴﾈﾙｷﾞｰ
高等研究計

画局
(ARPA-E) 

    2017/8/23 

DOE が産業・民生向け高性能回路の開発に係る 21 件の新しいプロジェクトを発表                                                                                                            
(Department of Energy Announces 21 New Projects to Develop High-Performance Circuits for 
Industrial, Consumer Use)  

・ ARPA-E は、CIRCUITS（独創的トポロジーと半導体を用いた革新的で信頼性の高い回路の創出：
Creating Innovative and Reliable Circuits Using Inventive Topologies and Semiconductors）プログラム
の一環として、21 件の革新的プロジェクトに対して 3,000 万ドルの助成を発表。 
・ 同プロジェクトの狙いは、省エネと電化が進む経済の中で米国に技術的優位を付与するような革新
的な電力変換器の開発と展開。 
・ 同プロジェクトでは、現在の主要材料であるシリコンの代わりに、シリコンカーバイドまたは窒化ガリ
ウムを使用して、ワイドバンドギャップ（WBG）半導体テクノロジーに基づいた、新クラスの効率的で軽
量で信頼性の高い電力変換器を活用。WBG 半導体により、デバイスは従来の半導体材料と比較し
て、より小型で軽量なパッケージ。はるかに高速、高電圧、高温での動作が可能に。 
・21 件のプロジェクトについては、発表本文内で閲覧可能。 

URL:  
https://arpa-e.energy.gov/?q=news-item/department-energy-announces-21-new-projects
-develop-high-performance-circuits-industrial  

 

 

https://ore.catapult.org.uk/press-release/920k-boost-scotlands-offshore-wind-ambitions/
https://ore.catapult.org.uk/our-services/test-demonstration-assets/levenmouth/
https://www.netl.doe.gov/newsroom/news-releases/news-details?id=be5dc316-db36-4840-b399-252a23bf8582
https://www.netl.doe.gov/newsroom/news-releases/news-details?id=be5dc316-db36-4840-b399-252a23bf8582
https://www.netl.doe.gov/research/coal/rare-earth-elements
https://arpa-e.energy.gov/?q=news-item/department-energy-announces-21-new-projects-develop-high-performance-circuits-industrial
https://arpa-e.energy.gov/?q=news-item/department-energy-announces-21-new-projects-develop-high-performance-circuits-industrial
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