
1 

 

 

 

 

                                        

 

 

技術戦略研究センター 

 Technology Strategy Center (TSC)  

 

 

 

 

 

番号 国・機関 

 

分野・タイトル・概要 

                                                           公開日 

【ナノテクノロジー・材料分野】  

64-1 

ｱﾒﾘｶ合衆国・
コロラド大学
ボールダー校
(CU Boulder) 

    2018/8/13 

ビール製造廃棄物で作る高効率ウィンドウコーティングに乾杯 
(Cheers to that: Beer waste transformed into high-efficiency window covering) 

・ CU Boulder が、窓にコーティングすることで太陽エネルギーを捕獲・貯蔵する透明な断熱性エアロ
ゲルを開発。火星等の地球外での住居で使用すれば大幅な温度差への対応が可能となる。 
・ 90%が気体である同材料の超軽量性は、固体材料で作る網目模様に数十億個もの微細孔中に空
気を閉じ込めることで実現。エアロゲル中で相互にリンクするナノ粒子の複雑なネットワークが熱の通
過を妨げ優れた断熱性能を提供する。 
・ 通常、このようなエアロゲルのネットワークでは光を散乱するため不透明となるが、同材料ではセル
ロースを採用し、その分子を均一な格子パターンにすることで光の透過を促して透明化した。 
・ このセルロースの原料として、IPA（インディア・ペール・エール）の醸造プロセスで廃棄される麦芽汁
を使用。地域のビール製造業者から収集し、特殊なバクテリアを添加してセルロースを作製。高価値
な材料の埋立廃棄を回避して再利用し、原料を安価に製造できる。 
・ 現在、セルロースの作製には 2週間程度を要するが、それ以外のエアロゲル製造プロセスは迅速。
同材料は薄くフレキシブルなフィルムでガラスの約 1/100 と超軽量。手のひらに同材料を載せてその
表面に着火しても熱を感知しないほどの高耐熱性を有する。 
・ 当面は住居や超高層ビルの窓ガラスに貼り付けて冷房や暖房のエネルギー効率を大幅に向上さ
せるフィルムとしてのアプリケーションを想定。同材料の製造の迅速化が課題であるが、窓ガラス製造
企業との提携を検討中。 
・ 同技術は今夏、宇宙旅行の支援を視野に入れた高度なエネルギー技術を探求する米国内のコン
テストである NASAの 2018iTech competitionで優勝。同研究はまた米国立科学財団(NSF)およびエネ
ルギー省(DOE）の ARPA-Eが支援。 
・ 窓ガラスでの断熱の他に、車輌の断熱や消防隊員を保護するスマートな布地、また手に直接コーテ
ィングした透明でフレキシブルなグローブ等、多様なアプリケーションが考えられる。 

URL:  https://www.colorado.edu/today/2018/08/13/super-insulating-gel  

（関連情報)  

      

Nano Energy 掲載論文(アブストラクトのみ：全文は有料) 

Flexible transparent aerogels as window retrofitting films and optical elements with tunable 
birefringence 

URL:  https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S221128551830168X?via%3Dihub  

（関連情報)  

      

NASA’s 2018 iTech competition 

NASA iTech Forum Showcases Innovators’ Top Energy Solutions 

URL:  https://www.nasa.gov/directorates/spacetech/itech/feature/Top_Energy_Solutions  

 

《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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64-2 

ｱﾒﾘｶ合衆国・
デラウェア大
学(UD) 

    2018/8/16 

よりスマートなテキスタイルを実現する新しいセンサー 
(Novel sensors could enable smarter textiles) 

・ UD が、ポリエチレンイミンの機能をもたせたカーボンナノチューブ(CNT)による導電性ナノコンポジッ
トコーティングを開発。 
・ 電気誘導蒸着(EPD)で繊維にコーティングすることで、広範囲の圧力を感知するセンサー機能を付
加。同大学が開発した同 EPD プロセスでは、繊維の表面に強力に結合する均一性の高いナノコンポ
ジットコーティングを作る。同プロセスは将来的なアプリケーションに向けた産業規模への拡大が可
能。 
・ 金属による繊維の被覆や金属ひもの繊維への織り込み等で作製する現行のスマートテキスタイル
では、繊維の快適さや耐久性が低減。 
・ 繊維にセンサー機能を付与する新ナノコンポジットコーティングはフレキシブルで手触りも良く、ケブ
ラー、ウール、ナイロン、スパンデックスやポリエステル等の様々な天然・人工繊維での使用を試験済
み。コーティングの薄さは 250～750nm(紙一枚の約 0.25～0.75%の薄さ）で、一般的な履物や衣類に加
わる重量は僅か 1g。また、 同センサーコーティングの原料は安価で、室温下にて溶媒には水を使用
して処理されるため、比較的環境に優しい。 
・ 同センサーをコーティングした繊維のアプリケーションとして、歩行中の足部の圧力測定が考えられ
る。得られたデータは、医師による負傷後の平衡失調の精査やアスリートの怪我の回避に役立てる。
トレッドミルやモーションキャプチャー等の生体機械的な研究室技術と靴に埋め込んだ同センサー機
能との比較対照も実施する。 
・ 靴に埋め込んだ同センサーの予備試験では、数千ドルの研究室用デバイスである歩行板に匹敵す
るデータを収集できた。収集したデータは研究者や治療専門家による分析・性能評価に利用でき、ヘ
ルスケアのコスト低減の可能性やスポーツ医学や術後回復、小児集団の運動障害評価での利用も期
待できる。 
・ 同大学ではカーボンナノチューブやナノチューブベースのコンポジットセンサーの研究を長期にわた
り実施。橋梁や大規模な構造物のき裂等を検出する構造モニタリング等の他のアプリケーションにも
ナノチューブベースのセンサーを使用している。 

URL:  https://www.udel.edu/udaily/2018/august/smart-textiles-nanotube-sensors/  

（関連情報)  

      

ACS Sensors 掲載論文(アブストラクトのみ：全文は有料） 

Thin and Flexible Carbon Nanotube-Based Pressure Sensors with Ultrawide Sensing Range 

URL:  https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acssensors.8b00378  

64-3 
ｱﾒﾘｶ合衆国・
ｻﾝﾃﾞｨｱ国立
研究所(SNL) 

    2018/8/16 

サンディア研究所が世界最強の摩耗耐久合金を開発 
(Most wear-resistant metal alloy in the world engineered at Sandia National Laboratories) 

・ SNLが、高強度鋼の 100 倍の耐摩耗性を有する白金-金(Pt-Au)合金を新たに開発。 
・ 金属同士の摩擦の繰り返しによる摩損、変形や腐食の防止には保護処理が必要。エレクトロニクス
の金属接触可動部は金や貴金属合金等の高価なコーティングで保護されるが、最終的な摩損は避け
られない。 
・ 例えば新しい Pt-Au 合金コーティング処理したタイヤを 1 マイル（約 1.6km)横滑りさせた場合、消耗
するのは単一原子層分のみという超耐摩耗性を提供する新合金コーティングは、電子産業の材料の
みで 1 億ドル超/年のコスト低減を可能にする。航空宇宙システム、風力発電タービンからマイクロエ
レクトロニクス、レーダーシステムに至る様々な産業分野のあらゆるサイズのエレクトロニクスをよりコ
スト効果的、長寿命で高信頼性のものにする。 
・ 同新合金は、従来的な 90%の白金と 10%の金の組合せの合金を新しいエンジニアリング方法で作
製。金属の耐摩耗性はその硬度によるものだが、SNL は摩耗は熱に対する金属の反応であるという
新しい理論を提唱。同理論を実証できる金属、その割合と製造プロセスを厳選した。 
・ 従来の合金開発では結晶粒度を小さくすることで材料強度を向上させるが、高ストレスや高温度下
において特に疲労時に軟化する。新合金では長時間にわたる横滑りのストレスサイクル後もその微細
構造に大きな変化が見られず、優れた機械的・熱的安定性を提示。他の Pt-Au 合金に比して硬度は
低いが、優れた耐熱性と 100 倍もの耐摩耗性を備える。 
・ 同新合金の新理論は、個々の原子が材料全体の特性に与える影響を計算するシミュレーションよ
り獲得。 
・ 同新合金の摩耗試験中に、合金上部にグラフェンのように滑らかでダイヤモンドのように硬いダイ
ヤモンドライクカーボンのコーティングの黒い膜が形成することを偶然に発見。このようなコーティング
膜の製造には高価な真空チャンバーと炭素種の高温プラズマを要するが、同新合金はこれを自然に
合成。新合金の安定性と耐摩耗性が、摩擦中にカーボンを含有する分子の結合と劣化を促してダイ
ヤモンドライクカーボンを形成すると考える。 
・ このような現象は、同新合金の卓越した性能をさらに高めるとともに、より簡易・コスト効果的に上質
な潤滑剤を大量に製造する可能性を提供する。 

URL:  https://share-ng.sandia.gov/news/resources/news_releases/resistant_alloy/  

https://www.udel.edu/udaily/2018/august/smart-textiles-nanotube-sensors/
https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acssensors.8b00378
https://share-ng.sandia.gov/news/resources/news_releases/resistant_alloy/
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（関連情報)  

      

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

Achieving Ultralow Wear with Stable Nanocrystalline Metals 

URL:  https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/adma.201802026  

【電子・情報通信分野】  

64-4 

オーストラリア
連邦・ 

ロイヤルメル
ボルン 
工科大学
(RMIT) 

    2018/8/2 

呼気検査による診断を超越するガスセンサーピル 
(Gas sensing gut pill beats breath test diagnosis) 

・RMITが開発したガスセンサーカプセルが、胃腸障害診断のベンチマークとして従来診断不可能な症
状を解明し、呼気試験を超える可能性を提供。 
・ メルボルンを拠点とするスタートアップの Atmo Biosciences が商業化を予定しているビタミンカプセ
ル剤サイズの同ガスセンサーは、胃腸中の水素、二酸化炭素、酸素をリアルタイムで検出・測定し、
携帯電話にデータを送信する。二回目の臨床試験では、呼気による間接的な測定では検出できなか
ったガスの情報獲得を確認。 
・ 呼気試験による誤検知・検知漏れの発生率は重要な課題であるが、同カプセルセンサーでは呼気
試験の 3,000倍を超える濃度でのバイオマーカー測定が可能。また、非侵襲的であるため日常の生活
を維持したまま試験を継続できる。 
・ 腸内ガスは小腸内細菌増殖症（SIBO)や糖質吸収不全症等の診断に用いられている。世界では 5
人に 1 人が生涯で胃腸障害を患うが、信頼できる試験方法の欠如によりその診断のほぼ 1/3 が未確
定となっている。 
・ 同カプセルセンサーによる検出結果では腸内水素濃度測定での高感度・高 SN 比を示し、腸内ガス
生成部位の貴重な情報を提供。同新技術は消化器に関する不明な点を解明し、症状に対する有効な
診断や処置へのアクセスを支援する。 
・ 1回目の臨床試験では、胃が酸化化学物質を分泌して通常より長く胃に留まる異物を分解して処理
するという、これまでに報告のない免疫機構を発見。2 回目となる今回は、腸内での水素生成の測定
にて同ガスセンサーカプセルと呼気試験による間接的な測定を直接比較した。 

URL:  
https://www.rmit.edu.au/news/all-news/2018/august/gas-sensing-gut-pill-beats-breath-te
st-diagnosis  

（関連情報)  

      

Alimentary Pharmacology & Therapeutics 掲載論文(フルテキスト） 

The safety and sensitivity of a telemetric capsule to monitor gastrointestinal hydrogen production in 
vivo in healthy subjects: a pilot trial comparison to concurrent breath analysis 

URL:  https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/apt.14923  

64-5 

ｱﾒﾘｶ合衆国・
ラトガース大

学 

    2018/8/5 

ワイヤレスでスマートフォンにつながるスマートなリストバンドが健康状態と環境暴露をモニタリング 
(Smart Wristband With Wireless Link to Smartphones Could Monitor Health, Environmental Exposures) 

・ ラトガース大学が、赤血球数やバクテリアを始め空気中の有機・無機粒子をモニタリングするスマー
トなリストバンド型センサーを開発。獲得したデータはスマートフォンにワイヤレス送信する。 
・ 現行のウェアラブルデバイスが測定できるのは、心拍数や身体活動等の限られたパラメーターの
み。血流中の様々な血球数をモニタリング・カウントできるウェアラブルデバイスは、パーソナルな健康
モニタリングを次のレベルへ進展させる。 
・ 同リストバンドは、フレキシブルな回路基板と金電極を埋め込んだ極細(の人間の毛髪の直径以下）
チャネルを備えたバイオセンサーで構成され、電気信号を処理する回路、データをデジタル化するマ
イクロコントローラー、データをワイヤレスで送信する Bluetoothモジュールを有する。 
・ 針で指を刺して得られた血液サンプルがチャネルに送られて血球数をカウントする。ワイヤレス送
信したデータはスマートフォンのアプリで処理・表示される。 
・ 屋外、オフィスや病院等において医療従事者が迅速に血液検査結果を得られるようになり、高価で
かさ張る機器が不要に。例えば赤血球数が低い場合には内出血等が考えられる等、血球数は疾病
の診断に使用できる。 
・ 継続的な健康状態のモニタリング後に離れた場所にいる医師へのデータ送信や、採鉱における環
境中の微粒子の測定等、多様なバイオ医療・環境アプリケーションでの利用が考えられる。 

URL:  
https://news.rutgers.edu/smart-wristband-wireless-link-smartphones-could-monitor-health
-environmental-exposures/20180806#.W3p2x7mChjo  

（関連情報)  

      

Microsystems & Nanoengineering 掲載論文(フルテキスト） 

Fully integrated wearable impedance cytometry platform on flexible circuit board with online 
smartphone readout 

URL:  https://www.nature.com/articles/s41378-018-0019-0  

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/adma.201802026
https://www.rmit.edu.au/news/all-news/2018/august/gas-sensing-gut-pill-beats-breath-test-diagnosis
https://www.rmit.edu.au/news/all-news/2018/august/gas-sensing-gut-pill-beats-breath-test-diagnosis
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/apt.14923
https://news.rutgers.edu/smart-wristband-wireless-link-smartphones-could-monitor-health-environmental-exposures/20180806#.W3p2x7mChjo
https://news.rutgers.edu/smart-wristband-wireless-link-smartphones-could-monitor-health-environmental-exposures/20180806#.W3p2x7mChjo
https://www.nature.com/articles/s41378-018-0019-0
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64-6 

ｱﾒﾘｶ合衆国・
ﾏｻﾁｭｰｾｯﾂ工
科大学(MIT) 

    2018/8/8 

テキスタイルの最先端： ソフトなハードウェア 
(Introducing the latest in textiles: Soft hardware) 

・ MIT、AFFOA(Advanced Functional Fabrics of America)、Inman Mills、スイス・ローザンヌ工科大学
(EPFL)とリンカーン研究所が、衣類に織り込むことのできる高速オプトエレクトロニクス半導体デバイ
ス(LED と光検出ダイオード）を埋め込んだファイバー（繊維）を開発。 
・ 半導体デバイスを取り入れることで高度な機能を持たせた「スマートな」ファブリックを開発する長年
の研究目標を達成。繊維の機能性が指数関数的に急速に向上する、繊維版「ムーアの法則」の端緒
となる研究結果と考える。 
・ 従来、光ファイバーは、円柱状のプリフォームを加熱熔融して延伸し、連続的に巻き取って作製す
る。新しいスマート繊維では、このプリフォームに砂の粒子サイズの LED・光検出ダイオードと極微細
な銅ワイヤ一対を添加し、繊維への延伸時の過熱によりポリマープリフォームが部分的に液化して銅
ワイヤでつながれたダイオードが並ぶ長い繊維を中央に形成する。 
・ 同繊維に統合された 2種類のデバイスと銅ワイヤは、延伸プロセス時に周囲が収縮しても元のサイ
ズを維持。同繊維は 10 回の洗濯を耐久する布地へと織り上げることができて、衣類用の実用的な材
料としての可能性を実証。 
・ 同繊維の耐水性について、同繊維を水槽に配置し、水槽の外のランプが水を介して高速光信号と
して音楽を同繊維に送信して実証。同繊維が光のパルスを電気信号に変換後、音楽に変換する。同
繊維は水中で数週間動作した。 
・ 継続した動作や安定した大量製造が課題であったが、AFFOA が収率および処理量と全体的な信
頼性の向上の道筋を拓いて同繊維の産業への移行を準備。また、Inman Mills が従来型の産業製造
規模の織機を使用して同繊維を布地に織り上げる技術を開発した。 
・ 同研究結果は、半導体デバイスを繊維に統合するスケーラブルな手法を示すもの。既に通信、照
明、身体モニタリング等で繊維の基本的機能の拡張が見られるが、今後はより高付加価値のサービ
スを提供し、審美・快適さ以外の選択基準を創出すると考える。 
・ 同繊維を統合した製品は、世界初のファブリック通信システムとして 2019 年に商業化を予定。現
在、前例のない速さと規模で同技術を国内製造業者や産業へと移行中。米国防総省が制服に取り入
れることを検討している。 
・ 通信以外のバイオ医療分野におけるアプリケーションとして、心拍数や血中の酸素レベルを測定す
るリストバンドや、治癒プロセスを継続的にモニタリングする絆創膏等が考えられる。 

URL:  http://news.mit.edu/2018/optoelectronic-diodes-fibers-fabrics-soft-hardware-0808  

（関連情報)  

      

Nature 掲載論文(アブストラクトのみ：全文は有料） 

Diode fibres for fabric-based optical communications 

URL:  https://www.nature.com/articles/s41586-018-0390-x  

  

http://news.mit.edu/2018/optoelectronic-diodes-fibers-fabrics-soft-hardware-0808
https://www.nature.com/articles/s41586-018-0390-x
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64-7 

ｱﾒﾘｶ合衆国・
カリフォルニ
ア大学サンデ
ィエゴ校
(UCSD) 

    2018/8/13 

ストレッチャブルなエレクトロニクスをスマートフォンのような多目的仕様に「構築」 
(‘Building up’ Stretchable Electronics to be as Multipurpose as Your Smartphone) 

・ UCSDが、硬貨ほどの薄く小型なサイズのまま多様な機能を搭載可能な 3Dストレッチャブル電子デ
バイスの作製方法を開発、 
・ 同研究は、50 層もの回路が複雑につながって大量のチップやコンポーネントが高密度に詰め込ま
れた硬いエレクトロニクスが提供するマルチ機能と高性能を 3D ストレッチャブルエレクトロニクスで実
現する試み。 
・ 新しい 3Dデバイスは、相互に接続したストレッチャブルでフレキシブルな回路基板 4層から成り、各
層は「アイランド-ブリッジ」設計のパターンでシリコーンエラストマー基板の上に構築される。センサ
ー、アンテナ、Bluethooth チップ、増幅器やキャパシタ等の硬く微細な電子部品が付着したエラストマ
ーである各「アイランド」を、薄くバネのような形状の銅ワイヤの「ブリッジ」で接続することで、電子機能
を損なわずに回路の引き伸ばし、折曲げやねじ曲げが可能に。 
・ ストレッチャブル・エレクトロニクスの 3D 構築では、VIA(垂直相互接続アクセス）による各回路層の
接続が課題。回路の各層を通る微細な導電孔である VIA は従来リソグラフィーとエッチングで作製さ
れ、硬い電子基板では有効だが柔軟なエラストマーには適用できない。 
・ これを解決するため、まずエラストマーに黒色有機色素を混合してレーザービームからのエネルギ
ーの吸収能力を向上させ、各エラストマー層に回路を作製して積層し、特定の箇所にレーザービーム
を照射してVIAを作製。その後VIAに導電材料を充填して各層を電気的に接合する。レーザーは産業
で広く利用されているため、同技術の移転が容易。 
・ 概念実証として、身体の様々な場所に貼り付けて多様な電気信号をワイヤレスでモニタリングする
ストレッチャブルな電子パッチの「スマート絆創膏」を作製。胸部や腹部での着装で心電計(ECG)のよう
に心臓からの信号、額では小型の脳波(EEG)センサーのように脳波、頭の側面では眼球の動き、前腕
では筋肉活動を測定する。また、ロボットアームの遠隔操作にも使用できる。さらに、呼気、皮膚の温
度や身体挙動のモニタリングも可能。このように、様々なセンサー機能を単一の小型絆創膏に品質を
損なうことなく統合できる。 
・ 同スマート絆創膏では性能、伸縮性、柔軟性での劣化無く 6ヶ月超の寿命を確認。最大で 10m離れ
たスマートフォン等ととワイヤレス通信し、約 35.6 ミリワット(レーザーポインター7 本分のエネルギーに
相当)で作動する。 
・ 産業パートナーと共同で同技術の最適化と改善を予定。臨床現場での試験を目指す。 

URL:  
https://ucsdnews.ucsd.edu/pressrelease/building_up_stretchable_electronics?_ga=2.20396744
7.652862291.1534207348-  

（関連情報)  

      

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

Three-dimensional integrated stretchable electronics 

URL:  https://www.nature.com/articles/s41928-018-0116-y  

  

https://ucsdnews.ucsd.edu/pressrelease/building_up_stretchable_electronics?_ga=2.203967447.652862291.1534207348-
https://ucsdnews.ucsd.edu/pressrelease/building_up_stretchable_electronics?_ga=2.203967447.652862291.1534207348-
https://www.nature.com/articles/s41928-018-0116-y
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【ロボット・AI技術分野】  

64-8 

ｱﾒﾘｶ合衆国・
ﾊｰﾊﾞｰﾄﾞ大学
ヴィース研究

所 

    2018/8/6 

マルチ機能を備えたソフトロボットがさらに小型化 
(Soft multi-functional robots get really small) 

・ ハーバード大学ヴィース研究所、ジョン A.ポールソン工科大学応用科学研究科（SEAS）およびボス
トン大学の研究チームが、ミクロメートルスケールの構造から成るミリメートルスケールのソフトロボット
の統合的な製造プロセスを開発し、マイクロ流体オリガミによるリコンフィギュラブルな空気圧式/水圧
式(Microfluidic Origami for Reconfigurable Pneumatic/Hydraulic: MORPH)デバイスを作製。 
・ センチメートルスケールのソフトロボットは他にも既に開発されているが、より微細なサイズスケール
で作動するマルチ機能とフレキシビリティーを備えたソフトロボットの製造が不可能だった。 また、微
細なソフトロボットは構造が極めて単純で、形状や挙動のアクチュエーションが 1 自由度に限定されて
いる。 
・ 新製造プロセスでは 3種類の製造技術を組合せ、シリコーンゴムのみから 18自由度を備えたソフト
ロボットスパイダーを作製。ミリメートルサイズのオーストラリア・ピーコックスパイダーに着想を得た同
ソフトロボットでは、構造、挙動、色およびマイクロメートルレンジでの微細構造の変化が可能。硬質の
ロボットと同等の複雑性や機能性を微細スケールで実現する可能性が期待できる。 
・ 同製造技術では、最初にソフトリソグラフィー技術によりシリコーンゴム 12 層によるソフトロボットの
ベースを作製し、次に各層をレーザーマイクロマシーニング技術で型通りに切り抜いた後に下層と結
合させてソフトスパイダーの大まかな 3D 構造を作る。 
・ 最後に、注水誘発によるセルフ・フォールディング技術により、各層に埋め込まれたマイクロ流体チ
ャネルアクチュエーターの 1 セットに UV 硬化樹脂等の位相変化材料を注入して外部から圧力を加え
る。これが各層と隣接する層で最終的な形状への局所的な折曲がりを誘発し、樹脂が硬化することで
固定。このように、例えばソフトスパイダーの膨張した腹部や下方に湾曲する脚の最終的な形状を作
る。 
・ 他のマイクロ流体チャネルのセットは追加的なアクチュエーターとして機能できる。着色した液体を
流すことでロボットの眼球のカラー化や、ピーコックスパイダーのような腹部の色パターンの擬態、脚
部の歩行を模倣した挙動の誘発も可能。 
・ MORPH ソフトロボットのより微細なサイズとフレキシビリティーは、全く新しい内視鏡検査や顕微鏡
下手術の手法を可能にし、このような医療アプリケーションに注視する研究者をソフトロボティクス分
野へと導く可能性が期待できる。 

URL:  https://wyss.harvard.edu/soft-multi-functional-robots-get-really-small/  

（関連情報)  

      

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

Increasing the Dimensionality of Soft Microstructures through Injection‐Induced Self‐Folding 

URL:  https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/adma.201802739  

  

https://wyss.harvard.edu/soft-multi-functional-robots-get-really-small/
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/adma.201802739
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【環境・省資源分野】  

64-9 

欧州連合
（EU） 

CORDIS 

    2018/8/8 

鉄鋼所排気ガスのよりグリーンな新しい展望 
(New, greener prospects for steel waste gases) 

・ EUのファンディングによる STEELANOL(Production of sustainable, advanced bio-ethANOL through 
an innovative gas-fermentation process using exhaust gases emitted in the STEEL industry)プロジェ
クトでは、ArcelorMittal Belgium の主導により、鉄鋼所の排気ガスの回収と発酵によるバイオエタノー
ル生成を実証。 
・ 鉄鋼所で使用される炭素の約 40%が高炉等での製造プロセスにおいて放出されるCOガスは、燃焼
処理か発電に利用されるが、どちらの場合でも CO2 が発生。 
・ 同プロジェクトは、発生源にて CO2 排出を低減させて鉄鋼所のカーボンフットプリントを縮小化を図
る。生成したバイオエタノールは、主に石油との混合やジェット燃料等の生産に利用。 
・ ArcelorMittalは、ヘント鉄鋼所の高炉から排出される COガスを利用してバイオエタノールを生成す
る新施設の建設をベルギーのヘントにて開始。欧州初の商業規模の生産施設として、鉄鋼産業にお
ける温暖化ガス排出の大幅な低減の可能性が期待できる。 
・ 現在、世界の製造業が排出するCO2全量の約 1/4を鉄鋼産業が排出している。新施設で生産され
るバイオエタノール 1 トンで約 830 リットルの石油を代替。ArcelorMittal による CO2 排出は 2.3 トンの
減少となる。 
・ このようなガス転換の新技術は、プロジェクトパートナーである LanzaTech が開発。水、食料、土地
利用や生物多様性に影響を与えない革新的なガス発酵プロセスで、CO をエサとする嫌気性バクテリ
アがバイオエタノールを生成する。 
・ ヘント新施設完成後には年間約 8 千万リットルのバイオエタノール生産を見込み、この生産による
温暖化ガス排出の影響は、化石燃料由来のそれを 65%超下回ると考える。バイオエタノール生産は
2020 年の開始を予定。 
 

URL:  https://cordis.europa.eu/news/rcn/129820_en.html  

（関連情報)  

      

Steelanol ウェブサイト 

Steelanol recycles carbon into sustainable, advanced bio-ethanol 

URL:  http://www.steelanol.eu/en  

【蓄電池・エネルギーシステム分野】  

64-10 

ｱﾒﾘｶ合衆国・
ミシガン大学 

    2018/8/15 

蓄電池開発のブレイクスルー：発火しないリチウム金属の性能を倍増 
(Battery breakthrough: Doubling performance with lithium metal that doesn’t catch fire) 

・ ミシガン大学が、セラミック固体電解質を使用したリチウム金属蓄電池技術を開発。 
・ 現行のリチウムイオン蓄電池の出力を倍増させて、EV の走行距離延長や携帯電話の充電時間短
縮において飛躍的な向上が期待でき、次世代蓄電池の指針となり得る革新的な研究結果と考える。 
・ 1980 年代、液体電解質を使用するリチウム金属蓄電池が初期の携帯電話市場を席巻したが、電
極間を移動するリチウム原子の樹枝状の析出(デンドライト）による短絡で可燃性の液体電解質が発
火する問題があった。1991 年の登場以来標準的な蓄電池として急速に普及したリチウムイオン蓄電
池では、リチウムを吸蔵してデンドライトの形成を防ぐグラファイト製の負極でリチウム金属電極を代
替。安定性を確保したがエネルギー密度や性能の課題がある。 
・ 炭素原子 6 個毎にリチウム原子 1 個のみを吸蔵するグラファイトの充放電容量は約 350mAh/g だ
が、同全固体蓄電池のリチウム金属電極では 3,800mAh/g。また、現行のリチウムイオン蓄電池では
エネルギー密度が最大で約 600Wh/Lのところ、同全固体蓄電池では 1,200Wh/L。 
・ 同大学はリチウム金属電極の表面を安定させるセラミクス層を作製することでデンドライトの形成と
発火の問題を解決。高エネルギー密度とイオンの高伝導性を提供し、発火の危険性や経時劣化のな
いリチウム金属電極の利点を全固体電池に取り入れた。 
・ 安全性の確保に加え、過去に報告された全固体リチウム金属蓄電池に比して充電速度が 10 桁向
上。22 日間の充放電サイクル試験後も、セラミック電解質では性能劣化が見られなかった。 
・ 同固体電解質の性能確認を踏まえ、全固体蓄電池の目標容量達成に向けて薄膜固体電解質層の
製造を開始している。 

URL:  
https://news.umich.edu/battery-breakthrough-doubling-performance-with-lithium-metal-tha
t-doesnt-catch-fire/  

（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） 

Demonstration of high current densities and extended cycling in the garnet Li7La3Zr2O12 solid 
electrolyte 

URL:  https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0378775318306529?via%3Dihub  

https://cordis.europa.eu/news/rcn/129820_en.html
http://www.steelanol.eu/en
https://news.umich.edu/battery-breakthrough-doubling-performance-with-lithium-metal-that-doesnt-catch-fire/
https://news.umich.edu/battery-breakthrough-doubling-performance-with-lithium-metal-that-doesnt-catch-fire/
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0378775318306529?via%3Dihub
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