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ｱﾒﾘｶ合衆国
・デューク大

学 

  
 

2017/9/18 

音波で生体ナノ粒子を分離して「リキッド・バイオプシー」に利用 
(Sound Waves Separate Biological Nanoparticles for 'Liquid Biopsies') 

・ デューク大学率いる研究チームが、音響による細胞選別技術とマイクロ流体技術を組合せたデバイ
スを開発。身体中の様々な細胞から放出される生体ナノ粒子である「エキソソーム」を厳密に選別でき
る。 
・ エキソソームは細胞間の情報伝達や疾患の運搬において重要な役割を担うとされ、30年前の発見以
来注目を集めているが、その微細なサイズにより研究や生体体液からの分離が困難。現在は遠心機で
数時間から数日間をかけて分離しているが、強力な重力により損傷を受けやすく捕獲量も少ない。 
・ 同デバイスのプロトタイプは、単一ステップで生体体液からエキソソームを高純度・高収率でオンチッ
プ単離し、簡便で自動的なポイント・オブ・ケアシステムを提供する。採血やリキッド・バイオプシー(液体
細胞診）による、がん、脳震盪を始め、脳や腎臓等に影響する疾病の診断やモニタリングが可能に。 
・ 同プロトタイプデバイスでは、高周波音が微細なチューブに流れる液体に角度をなして移動。この角
度と音波の周波数をチャネルの長さと粒子サイズに対し厳密に調整することで、1,000nm を超えるサイ
ズの粒子を別のチャネルに押し出す。これにより、白血球、赤血球と血小板が除去された液体は次のチ
ャンバーに流れて 130nm 以下(エキソソームの平均的なサイズで人間の毛髪の 1/500)の粒子を全て取
り除く。 
・ この 2 段階プロセス技術では、血中のエキソソームを 80%超単離。現行の方法では 5～40%。 

URL:  http://pratt.duke.edu/news/exosome-separation  

(関連情報）  

  
  

米国科学アカデミー紀要(PNAS)掲載論文(アブストラクトのみ：全文は有料） 

Isolation of exosomes from whole blood by integrating acoustics and microfluidics 

URL:  http://www.pnas.org/content/early/2017/09/13/1709210114  

  

 

《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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大韓民国・
KAIST(旧・
韓国科学技
術院) 

  
 

2017/9/28 

超高速・超高感度の水素ガスセンサー 
(Ultra-Fast and Ultra-Sensitive Hydrogen Sensor) 

・ KAISTが、室温下で 7秒以内に 1%を下回る濃度の水素ガスを検出する超高速水素センサーを開発。
同センサーはまた、室温下で 60秒以内に数百 ppmレベルの水素ガス検出も可能。 
・ 水素は環境に優しい次世代エネルギー源として期待されるが、可燃性で爆発下限界が 4vol%、無色・
無臭のため迅速な検出が重要。米国エネルギー省(DOE)は、空気中の 1vol%の水素ガスを 60 秒以内に
検出する水素センサーをガイドラインに定めている。 
・ 同センサーは、Znイオンと有機リガンドから構成されるイミダゾレート構造体(ZIF-8)の金属-有機構造
体(MOFs)で、リソグラフィーでパターン処理したパラジウム(Pd)ナノワイヤアレイをコーティングした水素
検出システム。硝酸亜鉛六水和物(Zn(NO3)2・6H2Oと 2-メチルイミダゾールを含んだメタノール溶液に 2
～6 時間浸すだけで Pdナノワイヤを ZIF-8 膜でコーティングする。 
・ ZIF-8 は多数の微細孔(0.34nm～1.16nm)から構成される高多孔質なため、水素ガスの 0.289nm の動
力学径がZIF-8膜を容易に通過し、0.34nmを超える大きな分子を効果的に遮断。これにより、コーティン
グ無しの Pd ナノワイヤに比して、室温下で反応と回復速度が 20 倍向上。 
・ 水素ガスの漏れを検出して爆発の危険性を回避するほか、多様な MOF膜を利用した効果的なナノフ
ィルターにより空気中の他の有毒ガスの正確な検出も可能と考える。 

URL:  
http://www.kaist.ac.kr/_prog/_board/?code=ed_news&mode=V&no=71122&upr_ntt_no=71122
&site_dvs_cd=en&menu_dvs_cd=060101  

(関連情報）  

  
  

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

Hollow Pd-Ag Composite Nanowires for Fast Responding and Transparent Hydrogen Sensors  

URL:  http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/acsami.7b10908  

47-3 

ｱﾒﾘｶ合衆国
・ﾛｰﾚﾝｽﾘﾊﾞ
ﾓｱ国立研
究所(LLNL) 

  
 

2017/10/5 

新しい超軽量銀ナノワイヤエアロゲルはエネルギー及び電子機器産業に恩恵をもたらす 
(New ultralight silver nanowire aerogel is boon for energy and electronics industries) 

・ LLNLは新しく超軽量な銀ナノワイヤエアロゲルを開発。 
・ 従来製法では、高温高圧、厳密な酸素排除を含む厳しい条件が求められ、大量生産向きではなかっ
た。同エアロゲルはナノワイヤを構成要素として利用、上記の制約がなくなり、また調整可能密度、制御
された細孔構造、改良された導電性及び機械特性を有すため、実用化において魅力。 
・ 新製法は、LLNL 製銀ナノワイヤ・アセンブリを利用、様々な形状に適合する低密度モノリス (4.8 
mg/cc)となる。銀ナノワイヤの構成要素はポリオール合成で作られ、選択的沈殿により精製。ナノワイ
ヤ水性懸濁液を凍結鋳造し、続いてナノワイヤ接合部を溶接するため熱焼結し、銀エアロゲルを製造。 
・ 同エアロゲルは高い多孔性と優れた電気的/機械的特性があり、デバイス性能を向上させ、燃料電
池、エネルギー貯蔵、医療機器や電子機器、触媒やセンサーに進展をもたらす可能性あり。 

URL:  
https://www.llnl.gov/news/new-ultralight-silver-nanowire-aerogel-boon-energy-and-electr
onics-industries  

(関連情報）  

  
  

Nano Letters 掲載論文(アブストラクトのみ：全文は有料） 

Ultralight Conductive Silver Nanowire Aerogels 

URL:  http://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.nanolett.7b02790  

  

http://www.kaist.ac.kr/_prog/_board/?code=ed_news&mode=V&no=71122&upr_ntt_no=71122&site_dvs_cd=en&menu_dvs_cd=060101
http://www.kaist.ac.kr/_prog/_board/?code=ed_news&mode=V&no=71122&upr_ntt_no=71122&site_dvs_cd=en&menu_dvs_cd=060101
http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/acsami.7b10908
https://www.llnl.gov/news/new-ultralight-silver-nanowire-aerogel-boon-energy-and-electronics-industries
https://www.llnl.gov/news/new-ultralight-silver-nanowire-aerogel-boon-energy-and-electronics-industries
http://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.nanolett.7b02790
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【電子・情報通信分野】  

47-4 

ｱﾒﾘｶ合衆国
・ワシントン
大学(UW) 

  
 

2017/9/13 

電力をほとんど消費しないデバイスの長距離通信の障壁を打破 
(UW team shatters long-range communication barrier for devices that consume almost no power) 

・ UW が、ほぼゼロ電力で稼働するデバイスで、最大 2.8km 間のデータ送信が可能なことを初めて実
証。 
・ かさ張る蓄電池が利用できず、極低電力で稼働するフレキシブルエレクトロニクスやセンサーでは数
メートル離れたデバイスとの通信が不可能で、医療モニタリングから精密農業まで様々なアプリケーショ
ンでの実用が制限される。 
・ UW が今回開発した長距離バックスキャッターシステムでは、反射無線信号を利用して極低電力かつ
低コストで広さが 4.800ft2(約 446㎡)の家屋や 1ac(約 4,047㎡)の農園での安定したデータ通信に成功。
同システムは、同様な距離間を通信する従来技術の 1/1000 の電力消費量でセンサーによる安定した
長距離通信を実現。低電力稼働デバイスによる長距離通信は、多様な産業やアプリケーションに革新
をもたらす可能性あり。 
・ UW のコンピュータ・サイエンティストと電子エンジニアの研究チームが設立したスピンアウト企業の
Jeeva Wirelessが、同システムの商業化を 6ヶ月以内に予定。センサーのバルク価格は 10～20セントと
安価であり、同技術は僅かなコストであらゆるデバイスにコネクティビティーを導入する初のワイヤレス
システムとして期待。農園全体での土壌管理やスマート・シティでの環境・交通状態等モニタリング用セ
ンサーアレー、24 時間体制で患者情報をワイヤレスに送信する医療デバイス等での利用が考えられ
る。 
・ 同システムは、無線信号発信源、反射無線信号に情報をエンコードするセンサー、そして情報をデコ
ードする市販の安価なレシーバーから構成。センサーを信号発信源とレシーバーの中間に配置すると、
最大距離 475mでデータを送信。センサーを発信源に隣接して配置するとレシーバーは 2.8km先からの
情報をデコード。 
・ 微弱な反射無線信号と他のノイズのレシーバーによる判別能力向上には、チャープスペクトラム拡散
(CSS: chirp spread spectrum)による変調方式で対処。反射信号をより広い周波数帯に拡散することで、
優れた高感度と長距離でのノイズ以下のバックスキャッター信号のデコードを達成。 

URL:  
http://www.washington.edu/news/2017/09/13/uw-team-shatters-long-range-communicat
ion-barrier-for-devices-that-consume-almost-no-power/?utm_source=UW%20News&utm_
medium=tile&utm_campaign=UW%20NEWS  

(関連情報）  

  
  

UbiComp (ACM International Joint Conference on Pervasive and 
Ubiquitous Computing) 2017 発表論文(フルテキスト） 

LoRa Backscatter: Enabling The Vision of Ubiquitous Connectivity 

URL:  http://longrange.cs.washington.edu/files/loRaBackscatter.pdf  
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ｱﾒﾘｶ合衆国
・ﾉｰｽｶﾛﾗｲﾅ
州立大学
(NC State) 

  
 

2017/9/13 

SiC パワーデバイスの新製造方法が市場での競合を促進                     
(New Manufacturing Process For SiC Power Devices Opens Market to More Competition) 

・ NC State が、米エネルギー省(DOE)の PowerAmerica Institute による支援により、SiC(炭化ケイ素)パ
ワーデバイスの製造プロセスとチップ設計の新手法である PRESiCE™を開発。 
・ シリコンパワーデバイスに代わる SiCパワーデバイスでは、廃熱によるエネルギー損失が低いためデ
バイス冷却が容易になる。またより高い周波数でのスイッチングが可能になるため、キャパシタやインダ
クタが小型化でき、より小さく軽量な電気製品が作製できるようになる。 
・ 従来、SiC パワーデバイス製造プロセスは企業がその所有権を保有することで他企業との競合を許さ
ず、SiC デバイスは高価格を維持。PRESiCE™は、企業によるコスト、時間や労力のかかるパワーデバイ
スの設計と製造プロセス開発の必要性を排除し、企業独自の製品の開発による市場への参入促進に
加え、イノベーションの増進を目指す。 
・ 現在、SiC デバイス価格はシリコンデバイスの 5 倍であるが、これを 1.5 倍に低減するために低コスト
化から普及を経て大量生産し、さらに低コスト化が促進されてエネルギー効率により優れた製品が消費
者に届くという好循環の実現を期待。既に企業 1 社に同手法のライセンスを提供。現在、他数社が検討
中。 
・ 9 月 17～22 日 ワシントン D.C 開催の International Conference on Silicon Carbide and Related 
Materials (ICSCRM) 2017 にて発表。 

URL:  https://news.ncsu.edu/2017/09/presice-2017/  

  

http://www.washington.edu/news/2017/09/13/uw-team-shatters-long-range-communication-barrier-for-devices-that-consume-almost-no-power/?utm_source=UW%20News&utm_medium=tile&utm_campaign=UW%20NEWS
http://www.washington.edu/news/2017/09/13/uw-team-shatters-long-range-communication-barrier-for-devices-that-consume-almost-no-power/?utm_source=UW%20News&utm_medium=tile&utm_campaign=UW%20NEWS
http://www.washington.edu/news/2017/09/13/uw-team-shatters-long-range-communication-barrier-for-devices-that-consume-almost-no-power/?utm_source=UW%20News&utm_medium=tile&utm_campaign=UW%20NEWS
http://longrange.cs.washington.edu/files/loRaBackscatter.pdf
https://news.ncsu.edu/2017/09/presice-2017/
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ｱﾒﾘｶ合衆国
・ウィスコン
シン大学マ
ディソン校 

  
 

2017/9/28 

高性能エレクトロニクスのフレキシブルな新プラットフォームを開発 
(Team builds flexible new platform for high-performance electronics) 

・ウィスコンシン大学マディソン校が、フレキシブルなバイポーラ CMOS (BiCMOS)薄膜トランジスタと、商
業レベルにスケーラブルかつ安価なその製造プロセスを開発。 
・ 折り曲げ、引き伸ばせるウェアラブルセンサーやコンピューター等の製品にスマートなワイヤレス機能
をもたせ、増大するコネクテッド・ワールドへの門戸を開く。 
・ 新トランジスタは BiCMOS 薄膜トランジスタに改良を加えたもの。過去 20 年において業界標準である
BiCMOS 薄膜トランジスタは、2 種類の技術と速度、高電流、低電力散逸を 1 つにまとめ、アナログとデ
ジタルの両機能を混載したデバイスとして携帯電話等のポータブル電子デバイスで幅広く使用されてい
る。 
・ 従来型の BiCMOSフレキシブルエレクトロニクスでは、数か月にわたる精密で高温度なマルチ・ステッ
プの製造プロセスを要するが、新トランジスタはフレキシブルなプラスチック基板上の単結晶のシリコン
ナノ薄膜で一週間のプロセスにて作製。 
・ 同デバイスは、より強力なミックスト・シグナルを提供し、フレキシブル・エレクトロニクスの概念を発展
させてプラットフォームを拡大する。 

URL:  
http://news.wisc.edu/team-builds-flexible-new-platform-for-high-performance-electronic
s/  

(関連情報）  

  
  

npj Flexible Electronics 掲載論文(フルテキスト） 

High-performance flexible BiCMOS electronics based on single-crystal Si nanomembrane 

URL:  https://www.nature.com/articles/s41528-017-0001-1  

47-7 

ｱﾒﾘｶ合衆国
･国立標準
技術研究所

(NIST) 

  
 

2017/10/12 

オープンボックス内のプラズモンは小型レーザーを作り出す                                                                                                                                       
(Plasmons in an Open Box Create Miniature Laser)  

・ NIST は、金属製の溝(トレンチ)の床面に沿って光を誘導する、開放型の小型レーザーを開発。微量
の汚染物質や化学物質の検知、医療診断での使用が可能。 
・ 同レーザーは、光子(光の粒子)と 金属表面に沿って浮遊する電子の相互作用によって生じた表面プ
ラズモンポラリトン（SPP）光波を金属表面に沿ってのみ移動するように閉じ込めたもので、金属表面上
のあらゆるモノをきわめて敏感に検知。 
・ 同レーザーの作製にあたり、SPP の共振が可能な、小型でトレンチ型の開放型キャビティを銀から成
型。内面はすべて原子スケールで平坦、滑らかで、厚さは数 nm 以下、鏡面状の側壁はキャビティの底
面に対して垂直という構造によって、SPP はエネルギーを大幅に失うことなく、キャビティ上で何百回も
の前後往復が可能に。SPPのみを使用した可視光キャビティとしては、最高の高クオリティファクタ（高 Q
値）を記録。 
・ 同キャビティは、SPP を極めて選択的に検知することが可能。狭い帯域内の波長を有する SPP のみ
が共振するようになっているため、環境内に生じる微細な変化（粒子状物質の存在、またはキャビティの
床面への薄膜の付加によるもの）がキャビティの共振波長域の中心をシフトさせると、敏感に反応。 
・ センサー機能のある同キャビティに極薄のコーティングを施し、キャビティ内を移動する SPP を増幅さ
せ、初のナノスケール SPPレーザーを作製。 
・ シミュレーションによると、同 SPPレーザーは、共振キャビティのみを使用するよりも、生物学的、化学
的物質に対する検知能力が高い。また、同レーザーは光子回路への組み込みが容易で、光の量子特
性と物質のナノスケールでの相互作用である量子プラズモニクスの研究に道を開くものと期待。 

URL:  
https://www.nist.gov/news-events/news/2017/10/plasmons-open-box-create-miniature-l
aser  

(関連情報）  

  
 

 

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

Surface plasmon polariton laser based on a metallic trench Fabry-Perot resonator 

URL:  http://advances.sciencemag.org/content/3/10/e1700909.full  

  

http://news.wisc.edu/team-builds-flexible-new-platform-for-high-performance-electronics/
http://news.wisc.edu/team-builds-flexible-new-platform-for-high-performance-electronics/
https://www.nature.com/articles/s41528-017-0001-1
https://www.nist.gov/news-events/news/2017/10/plasmons-open-box-create-miniature-laser
https://www.nist.gov/news-events/news/2017/10/plasmons-open-box-create-miniature-laser
http://advances.sciencemag.org/content/3/10/e1700909.full
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【ロボット・AI技術分野】  
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ｱﾒﾘｶ合衆国
・コロンビア
大学 

  
 

2017/9/19 

人間に近いロボットの実現に一歩前進 
(One Step Closer to Lifelike Robots) 

・ コロンビア大学工学部 Creative Machines lab チームは、3D プリンタで生成可能で柔らかな人工筋肉
を開発。従来の人工筋肉が必要とした外部駆動装置や高圧装置が不要で、独自の伸縮・膨張能力を有
す。 
・ 既存のソフト・アクチュエータ技術では、空気や液体が供給されると膨張するエラストマースキンを、空
気圧や油圧で伸縮させていた。そのため外部駆動装置や圧力調整機器が必要となり、ロボットの小型
化を妨げた。 
・ 新開発の筋肉は、天然筋肉よりも 15 倍のひずみ密度があり、自重よりも 1,000 倍の重量を持ち上げ
ることができ、何千通りも変形、再変形が可能。 
・ 製造業やヘルスケアといった人間とロボットが交流する領域では、ソフトロボットは将来有望。医療ケ
ア等の支援の際には、これらのロボットは細かい作業ができ、物をつかんだり拾い上げることが可能。 
・ 同筋肉はシリコンゴムマトリックスを使用、エタノールを含むマイクロバブルを混合し、変形しやすく低
価格で環境に優しい素材から成る。 
・ チームは引き続き筋肉の反応時間を早め、抵抗線を導電性素材に置き換える改良等を行い、将来的
には人工知能による筋肉の制御を学習させることで、自然な動きを目指す。 

URL:  http://engineering.columbia.edu/news/hod-lipson-lifelike-robots  

(関連情報）  

  
  

Nature Communications 掲載論文(フルテキスト） 

Soft material for soft actuators 

URL:  https://www.nature.com/articles/s41467-017-00685-3  

【環境・省資源分野】  

47-9 
スイス連邦
材料試験研
究所(EMPA) 

  
 

2017/9/26 

新しい難燃剤が市場に参入 
(New flame retardant enters market) 

・ EMPA が、マットレスや室内装飾用品で利用されるフォーム(発泡体)を作る難燃剤と環境に優しいそ
の製造方法を開発し、特許を取得。 
・ 塩素を含む従来の難燃剤とは異なり、新難燃剤の EDA-DOPO は無毒で高性能。新開発した合成方
法は経済性と環境への配慮に優れ、他の DOPO 由来の化合物の製造も容易化。 
・ Metadynea Austria GmbH が製造し、充分な需要があれば FoamPartner Group がマットレス等用の難
燃性ポリウレタン(PU)フォームを生産する予定。今年 6 月の特許取得以来、Metadynea Austria GmbH
は同難燃剤を 1.5 トン製造。 
・ EDA-DOPO は、火災の際に有毒ガスを発生する従来のハロゲン化合物難燃剤代替の布石となるも
の。難燃剤（9,10-ジヒドロ-10-オキサ-ホスファフェナントレンオキサイド）由来の化合物である
EDA-DOPO は、有毒ガスを発生せず、フォーム材料として UL94 規格で最高レベルの遅燃性(UL94HB)
を達成。 
・ 難燃性の室内装飾用品は、航空機やホテル等の人が多く集まる場所において特に使用が義務にな
っているが、環境基準が厳格化している。多くの国ではハロゲン化合物難燃剤の使用が禁止されてお
り、世界中で無毒性の新しい代替品が望まれている。 
・ EDA-DOPO を使用したフォームの製造は開始しているが、EU の化学物質に関する規制である
REACH への認可申請のため販売は保留中。現在、フォームのサンプルの燃焼試験を実施しており、
REACH の認可を受け次第世界市場で販売予定。 

URL:  https://www.empa.ch/web/s604/eda-dopo-flame-retardant  

  

http://engineering.columbia.edu/news/hod-lipson-lifelike-robots
https://www.nature.com/articles/s41467-017-00685-3
https://www.empa.ch/web/s604/eda-dopo-flame-retardant
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【バイオテクノロジー分野】  

47-10 

ｱﾒﾘｶ合衆国
・ボイス・トン
プソン研究

所 

    2017/10/1 

バイオリアクター・オン・チップが藻類バイオ燃料の展望を再建 
(Bioreactors on a chip renew promises for algal biofuels) 

・ ボイス・トンプソン研究所とテキサス A&M 大学が、藻類小滴バイオリアクター・オン・チップを開発。脂
質の生成に最も優れた藻類株の研究に革新をもたらす可能性が期待。 
・ 藻類の細胞は油分に包まれた微小な水滴中に被包されており、この藻類の小滴を 25 セントサイズの
チップ上に落とすと、各小滴は高度に制御された環境のマクロバイオリアクターとして機能。藻類細胞が
数日間で成長・増殖し、脂質の生成を含む生体反応を経る遺伝子的に均質のコロニーを形成する、ハ
イスループットの脂質含有量分析と成長速度測定の両方を可能にする初のマイクロシステム。 
・ エクソンモービル社が今夏、細胞毎の脂質生成量が 2倍の藻類株を発見するなど、より迅速により多
量の脂質を生成する藻類株の特定が急がれている。今日の技術による藻類遺伝子の組み換えは比較
的容易であるが、ターゲットとする遺伝子の特定には時間とコストがかかる。藻類培養を突然変異原に
晒して作る数百万個の各細胞で脂質生成増量等の望ましい発現を調べる試験を経ることで初めて、全
ゲノムの解読により突然変異株が特定できるようになる。 
・ 研究者らは、まず、多様な成長速度と脂質生成量を備えた藻類で同チップシステムを実証。次に、細
胞の質量を示すクロロフィルによる蛍光測定と、脂質に結合する蛍光分子の使用によりチップ上で化学
的に変異した細胞 20 万個をスクリーニングし、成長速度が速く脂質生成量の多い変異株を特定。 
・ ただし、成長速度と脂質含有に最も優れた変異株の発見の確率は極めて低いため、スループットの
加速が不可欠。このため、一回の実験で数百万個の小滴をスクリーニングできる大型のチップ等のツー
ル開発にすでに着手。バイオ燃料生産に最も適した藻類株特定のプロセスの高速化を目指す。 

URL:  
https://btiscience.org/explore-bti/news/post/bioreactors-on-a-chip-renew-promises-for
-algal-biofuels/  

(関連情報）  

  
  

Plant Direct 掲載論文(フルテキスト） 

High-throughput droplet microfluidics screening platform for selecting fast-growing and high 
lipid-producing microalgae from a mutant library 

URL:  http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/pld3.11/full   

【新エネルギー分野】  

47-11 

英国・ランカ
スター大学 

  
 

2017/9/18 

車輌の往来で発電する舗道の開発 
(Developing roads that can generate power from passing traffic) 

・ ランカスター大学の研究チームは、圧電性セラミックのスマートマテリアルを開発、舗道に埋め込み、
車輛の振動で発電。 
・ 本研究では、通常約 2,000～3,000台/時の交通量で、1kmあたり約 1～2メガワットのエネルギー回収
を設計、最適化。これは蓄電された場合、街灯 2,000～4,000 台分の電力に相当。 
・ 英国の道路を運営する地方自治体は 1日あたり約 1,800～3,600ポンドの節約が可能。新規設置、運
営費用は、このうち約 20%を占める。 
・ 車輛の往来で発生するエネルギーを変換し、街灯、信号機及び電気自動車の充電ポイントで発電で
き、リアルタイム交通量監視も利用可能。 
・ 開発が進めば、今後は英国や EUのその他の地域で実地試行。 

URL:  
http://www.lancaster.ac.uk/news/articles/2017/developing-roads-that-can-generate-pow
er-from-passing-traffic/  

(関連情報）  

  
  

CORDIS SAFERUP プロジェクト 

Sustainable, Accessible, Safe, Resilient and Smart Urban Pavements 

URL:  http://cordis.europa.eu/project/rcn/211745_en.html  

  

https://btiscience.org/explore-bti/news/post/bioreactors-on-a-chip-renew-promises-for-algal-biofuels/
https://btiscience.org/explore-bti/news/post/bioreactors-on-a-chip-renew-promises-for-algal-biofuels/
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/pld3.11/full
http://www.lancaster.ac.uk/news/articles/2017/developing-roads-that-can-generate-power-from-passing-traffic/
http://www.lancaster.ac.uk/news/articles/2017/developing-roads-that-can-generate-power-from-passing-traffic/
http://cordis.europa.eu/project/rcn/211745_en.html
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【新エネルギー分野（風力発電）】  

47-12 
英国・

Innovate UK 

  
 

2017/10/3 

英国ハンバー地域が洋上風力維持管理に関する研究拠点に 
(Humber to host UK centre of excellence for offshore wind operations and maintenance) 

・ オフショア再生エネルギー(ORE)カタパルトとハル大学の 200 万ポンドの新共同事業として、ハンバー
地域に、洋上風力の維持管理研究拠点(Operations and Maintenance (O&M) Centre of Excellence)が設
立される予定。 
・ この 5 ヶ年パートナーシップでは、洋上風力発電所の維持管理方法の改良を目指して、一連の研究
革新プロジェクトを実施。 
・ 維持管理活動は、洋上風力発電所の生涯コストの約 1/4を占めており、英国企業が自社製品やサー
ビスを提供できる場。ハンバー河口には洋上風力発電所の補修経験が豊富にあるので、発電所の補修
もできる研究拠点を設立し、急成長中の国際市場への輸出を担いながら、専門技術を積み上げつつ地
域のサプライチェーンを構築するのに、同地の経験値は非常に有効。 
・ 洋上風力発電の価格はここ 2年で半額にまで劇的に低下し、当該産業が、英国のエネルギーミックス
の中核となることは明らか。 
・ 本研究拠点はハル大学に本拠地を置く予定で、最初の課題は、産業界とサプライチェーンと連携して
実現可能性の調査を展開することと、維持管理研究開発に関するロードマップを定義すること。 
・ ハンバーは、Siemens Gamesa Renewable Energy の洋上風力業務の重要拠点であり、ブレード製造
および組立、設置、維持管理サービス施設の中心地。維持管理研究拠点の設立で、地域、国、世界規
模に成長している洋上風力産業に価値が付加。 
・ OREカタパルトの配送運用やメンテナンス革新等に係る強力な実績と、Siemensの維持管理ケースス
タディーや産業フォーラム、更にハル大学の物流、人間行動、海中環境サイエンス等に係る学問的知識
が組み合わさることで、洋上風力発電所の維持管理方法に関する世界トップレベルのプロジェクトが実
施可能に。 

URL:  
https://ore.catapult.org.uk/press-release/humber-host-uk-centre-excellence-offshore-wi
nd-operations-maintenance/  

【新エネルギー分野（バイオマス）】   

47-13 

ｱﾒﾘｶ合衆国
・ミシガン州
立大学
(MSU) 

     2017/9/14 

カメリナオイル収率向上の支援に１千万ドルの助成金 
($10M DOE grant to help boost camelina oilseed yield) 

・ MSU が米国エネルギー省（DOE)からの 1 千万ドルの資金提供を受け、有望バイオ燃料であるカメリ
ナオイル収率向上を目的としたプロジェクトをけん引。 
・ カメリナは大豆、ひまわりやキャノーラと比べて少ない水で早く成長し、害虫や病気に強い。主要なゲ
ノム遺伝制御に着目することで、炭素回収とオイル生産増加の関係を解明。 
・ 本プロジェクトでは代謝モデルを生成、光合成の産物で最終的に油となるショ糖の変換方法を予測。
１エーカーあたり最大 300%の生産増が目標。 
・ カメリナはキャノーラと比べて、ゲノムが小さく操作が容易で、主要ゲノム構造が特定しやすい。また
モデル植物のため、油を生産するその他食用植物とゲノム構造が類似。 
・ 同油は航空用燃料、薬用、化粧品等として利用。耕作限界の土地でも栽培でき、少ない肥料で既存
の設備を活用して輪作可能という利点あり。 

URL:  
http://msutoday.msu.edu/news/2017/10m-doe-grant-to-help-boost-camelina-oilseed-yie
ld/?utm_campaign=media-pitch&utm_medium=email  

  

https://ore.catapult.org.uk/press-release/humber-host-uk-centre-excellence-offshore-wind-operations-maintenance/
https://ore.catapult.org.uk/press-release/humber-host-uk-centre-excellence-offshore-wind-operations-maintenance/
http://msutoday.msu.edu/news/2017/10m-doe-grant-to-help-boost-camelina-oilseed-yield/?utm_campaign=media-pitch&utm_medium=email
http://msutoday.msu.edu/news/2017/10m-doe-grant-to-help-boost-camelina-oilseed-yield/?utm_campaign=media-pitch&utm_medium=email
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【新エネルギー分野（燃料電池・水素）】  

47-14 

ｱﾒﾘｶ合衆国
･国立標準
技術研究所

(NIST) 

  
 

2017/10/4 

印刷機を止めよう：NISTが高速で燃料電池の「印刷」の仕上がりを評価する方法を発見                                                                                                        
(Stop the Presses: NIST Finds a Way to Measure Fuel Cell 'Printing' at a Fast Clip)  

・ NISTは、水素を燃料とする燃料電池車の燃料電池の触媒を迅速かつ効果的に評価する方法を開
発。評価方法の改善は、燃料電池の経済的な大量生産に一歩近づくためのカギ。 
・ 燃料電池には、水素を電気エネルギーに変換するための白金系触媒の薄い層で形成された触媒が
必要。同触媒は、プラスチックラップに似たポリマーシートの両面に形成された 2 つの薄い層で作製。こ
れらの層は、白金粒子をカーボンと混合してインク状にした黒色の液体混合物がベース。新聞の印刷機
に似た機械が巨大なロールからシートを出す時に、シートの下にインクを置く。インクの白金は 1g当たり
35 ドルと高価。インクを過不足なく使用すると同時に、触媒の作製スピードの改善が課題に。 
・ NISTは、コンピュータチップ製造における小型物質の測定からヒントを得て、チップ上の 10nmよりも
小さい、白金粒子のスケールと同じフィーチャを測定するための光学的手法を導入。シートが毎分 1～
2m移動する間に、微小白金粒子から反射される低レベルの光を検出する既成の技術を利用した新しい
機器を構築。 
・ 幅 1mのシートをスキャンするために、測定機器を配列することにより、それぞれの機器に問題点を特
定させたり、蛍光 X線など他の技術と組み合わせることにより、解像度の精度を改善したりすることは可
能。将来的な触媒への需要を満たすための製造方法のスケールアップやスピードアップに期待。 

URL:  
https://www.nist.gov/news-events/news/2017/10/stop-presses-nist-finds-way-measure
-fuel-cell-printing-fast-clip 

(関連情報） 

  
  

Journal of Power Sources 掲載論文（アブストラクトのみ：全文は有料 

Development of large aperture projection scatterometry for catalyst loading evaluation in proton 
exchange membrane fuel cells 

URL:  http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0378775317309886?via%3Dihub  

47-15 

ｱﾒﾘｶ合衆国
・ﾛｰﾚﾝｽﾊﾞｰ
ｸﾚｰ国立研
究所(LBNL) 

  
 

2017/10/6 

水素のイメージ再構築：壮大なアイデアを提供する小さな分子                                                                                                                                         
(Reimagining Hydrogen: A Small Molecule With Large-Scale Ideas) 

・ 米国エネルギー省(DOE)は、輸送、産業部門にとどまらず、米国経済の多くの領域に利益をもたらす
ような、水素の生産と利用の可能性を探るための取り組みとして「Hydrogen at Scale」（H2@Scale）を発
進。クリーンな水素の大量生産・利用を可能にすることにより、グリッドの復元性、エネルギー安全保
障、CO2 排出削減などの主要課題に取り組む。                                           
・ LBNLは、燃料電池や材料などの分野で、水を水素と酸素に分解する電気分解や、太陽光を利用し
て同様の電気分解を行う光電気化学（PEC）電池などのいくつかの代替技術を研究。 
・ 太陽光発電や風力発電の普及がさらに進めば、将来的に電気料金は大幅に安くなるが、オフピーク
時の電気価格がマイナスになる可能性がある。このような余剰電力を、オフピーク時に間欠的電気分解
装置で利用すれば、非常に安価な水素を生産することが可能に。 
・ 電解槽においても、膜、触媒、モデリングの理解を目的として開発されたツールと技術が数多く適用さ
れており、今後の水素生成のコスト低減に期待。 
・ PEC 電池においては、コスト削減とデバイスへの統合のための改善を研究。 
・ その他の研究プロジェクトとしては、ペロブスカイト太陽電池-水素発生装置、固体酸化物高温電解
槽、国立再生可能エネルギー研究所主導のコンソーシアム「HydroGEN 先進的水分解材料」の活動の
一環である基礎材料研究などが含まれ、触媒の第一原理計算から細胞レベルでのマルチスケールモ
デリング、膜の分析、表面機能化の実行、ベンチマーキングなど、多岐にわたる作業を網羅。 
・ さらに、グリッド統合のためのテクノ経済分析、共通の指標と目標に向けた技術のベンチマーキング、
材料データのリポジトリの構築など、研究開発プロセスを加速するためのツールと分析手法を開発中。 

URL:  
http://newscenter.lbl.gov/2017/10/06/reimagining-hydrogen-small-molecule-large-scale-i
deas/  

  

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0378775317309886?via%3Dihub
http://newscenter.lbl.gov/2017/10/06/reimagining-hydrogen-small-molecule-large-scale-ideas/
http://newscenter.lbl.gov/2017/10/06/reimagining-hydrogen-small-molecule-large-scale-ideas/
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【新エネルギー分野（地熱）】   

47-16 

ﾄﾞｲﾂ連邦共
和国・ﾍﾙﾏﾝ
･ﾌｫﾝ･ﾍﾙﾑﾎ
ﾙﾂ協会
(HGF) 

  
 

2017/10/16 

インドネシア・ラヘンドンの地熱低温実証発電プラントを試運転 
(Commissioning of the geothermal low-temperature demonstration power plant in Lahendong, Indonesia) 

・ 2017年 9月、インドネシア初の地熱低温実証発電プラントがその試運転に成功、現在も試運転中。場
所はインドネシア北スラウェシ州ラヘンドンの地熱地帯。本プラントのコンセプトについては、インドネシ
アの BPPT（技術評価応用庁）と PGE(プルタミナ・ジオサーマル・エネジー)との協業のもと、Helmholtz 
Centre Potsdam – GFZ German Research Centre for Geosciences が開発。本協業の目的は、信頼性
がある効率良い低温発電プラントをインドネシアの地熱サイトにて実証し、同国において広く適用するた
めの基礎を築くこと。 
・ 本プラントは、未使用地熱塩水の一部を 170℃から 140℃にクールダウンして電気を発生させる設
計。試運転の間の地熱流体温度は 145℃であり、電気出力は約 300kW。通常運転の電気容量は 500kW
まで到達する見込みで、ドイツの平均電力消費量を前提とすると、1,200 世帯に電力を供給するのに十
分。 
・ 本プラントは、有機ランキンサイクル(ORC)をベースとし、クローズドウォーター中間回路（温水と冷水
の中間回路）によって地熱源とヒートシンク環境に接続されたもの。 
・ 本技術が確立すると、既設地熱サイトの電気容量が拡大し、インドネシアにおける分散的エネルギー
供給のオプションの 1 つとなることが可能に。本プラントの研究実証操業は 2018 年中旬までは GFZ が
主導し、その後は現地のパートナー組織に譲渡される予定。 

URL:  
http://www.gfz-potsdam.de/en/media-communication/news/details/article/inbetriebnahm
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en/  

【政策等】  

47-17 
英国・国防

省 

  
 

2017/10/14 

ミニドローンで危険な現場の調査を開始と国防相が発表 
(Mini drones set to investigate hazardous scenes, announces Defence Secretary) 

・ 英国国防省と内務省の共同事業の一環として、同国国防相は、危険な現場の査定に可能性がありそ
うなハイテク構想に関し、同構想を有する中小企業に対し資金を提供。このようなコンペに対し政府は 8
億ポンドのイノベーション資金を充当。 
・ 本コンペの勝者は、郵便ポストに投函可能なほど小型で 3 次元画像を中継でき、化学薬品を検出で
きるスネークアイズ、高度なガス検知技術を有する無人飛行機、除染ミッションを遂行可能なニューラル
ネットワークが搭載されたロボット、ポケットサイズの化学物質検出用ドローン等を開発した企業や大
学。 
・ 160 万ポンド以上に相当するアワードは、Autonomy in Hazardous Scene Assessment competition の
一環として出されたもので、通常よりはるかに短期間のうちに設計、実施まで至らせることが目的。 
・ ユーザーコミュニティーを引き続き巻き込んで実証し、これから 12 ヶ月以内に新興技能を成熟させ、
「可能なことを実行する技術」を試し、予想されるユーザーに早く渡して更なる運用評価を施すことが狙
い。 
・ 一次コンペでは 18 の企業に資金が供与されたが、二次コンペではそこから 4 企業が選ばれる予定。 

URL:  
https://www.gov.uk/government/news/mini-drones-set-to-investigate-hazardous-scenes
-announces-defence-secretary  

 

 

 

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。 
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