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【ナノテクノロジー・材料分野】  

65-1 

ｱﾒﾘｶ合衆国・
バージニア工
科大学 

    2018/8/15 

バージニア工科大学研究者らが地球上で最強の材料の一つを 3D プリントする新方法を開発 
(Virginia Tech researchers develop novel process to 3D print one of the strongest materials on Earth) 

・ バージニア工科大学とローレンスリバモア国立研究所(LLNL)が複雑な 3D 構造のグラフェンエアロ
ゲルを作製する積層造形技術を開発。 
・ 押出しプロセスのプリンティングによる従来の作製方法では、グラフェンの基本的な構造である 2D
シートの作製のみが可能だったが、同技術は従来の解像度を 1 桁上回るグラフェンオブジェクトの 3D
プリンティング作製を実現。グラフェンによるあらゆるサイズや形状の作製が理論的に可能となる。 
・ 高い熱伝導性と導電性を有する強靭なグラフェンによる 3D オブジェクトは、蓄電池、航空機、熱管
理やセンサー等の産業での利用が期待される。 
・ グラフェンシートを重ねた 3D 形状のグラファイトは機械的特性に欠けるが、空気が充満した孔でグ
ラフェンシートを分離すると、グラフェンの特性を保持したグラフェンエアロゲルと呼ばれる多孔質グラ
フェン構造ができる。同技術による新設計と製造の自由度が、グラフェンエアロゲルでは達成できなか
った強度や導電性等の最適化につながると期待。 
・ グラフェンエアロゲル構造の作製では、まずグラフェンの前駆体である酸化グラフェン(GO)のシート
を架橋結合して多孔質のハイドロゲルを形成。この GO ハイドロゲルを超音波で破壊して光硬化性ア
クリルポリマーを添加し、投影マイクロ光造形法によりアクリルポリマーの長鎖に GO が閉じ込められ
た様々な形状の 3D 構造を作製する。最後にこの 3D 構造のポリマーを燃焼させて全体を融合させる
と、高純度で軽量なグラフェンエアロゲルが残る。 
・ 他の製造プロセスでは解像度が 100 ミクロンのところ、同新技術では実際のグラフェンシートのサイ
ズに近い 10 ミクロンを達成。グラフェンの優れた特性を損なうことなく複雑な 3D 構造の作製を実証し
た。本研究には Air Force Young Investigator Award と国立科学財団(NSF)が資金を提供。 

URL:  https://vtnews.vt.edu/articles/2018/08/engineering-3dprinted-graphene.html  

（関連情報) 

      

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

Additive manufacturing of complex micro-architected graphene aerogels  

URL:  https://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2018/mh/c8mh00668g#!divAbstract  

  

 

《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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65-2 

英国・マンチェ
スター大学 

    2018/8/22 

グラフェンのラミネートが原油・ガス輸送パイプの腐食を低減 
(Graphene laminated pipes could reduce corrosion in the oil and gas industry) 

・ マンチェスター大学と The Welding Institute (TWI)が、海底から原油やガスを輸送するパイプを保護
するグラフェン単層のラミネートを開発。 
・ 原油・ガス輸送パイプはポリマーや複合材製の内部層が鋼鉄製の外部層で覆われた構成。パイプ
中を高圧力・高温で通過する液体中の二酸化炭素(CO2)、硫化水素(H2S)や水が保護層から浸出する
と、鋼鉄層の強度が腐食により損なわれて重大な破損につながる恐れがある。 
・ 研究チームはグラフェン単層を使用してもガスが問題なく通過できることを確認していたが、パイプ
の内張りのポリアミド 11(PA11)にグラフェンナノプレートレットペーパー(GNP)の薄膜をラミネートするこ
とで、極めて優れた保護機能を提供する構造を作製できた。 
・ このような多層ラミネート構造を 60℃の温度及び通常の 400 倍の気圧下で試験した結果、グラフェ
ンラミネート無しの PA11構造に比して CO2の浸出を 90%超低減し、H2Sは不検出レベルであることを
確認。 
・ グラフェンは世界で初めて発見された 2 次元材料で、柔軟性、透過性と銅を上回る導電性を有し、
遮断が困難なガスであるヘリウムをブロックできる。原油・ガスパイプの腐食によるコストは米国のみ
で 14 億ドル。同技術は海底輸送パイプの寿命を延長し、その結果として修理回数の低減が見込め
る。 
・ 優れた特性を数多く有するグラフェンの大規模な利用は容易ではないが、同技術は研究室から移
行したグラフェンの実用例として重要なステップであると考える。 
・同研究結果は、TWI の Innovation Network を通じた最先端の試験設備と組織内の専門性の活用に
よる産業界の最もチャレンジングな課題の新しい解決策探求における、TWI と世界有数の大学との効
果的な協働活動の一例。 
・ 同技術のようなグラフェン膜の利用は、新たな市場を数多く展開し、食品パッケージングやガス分離
等の多様な産業プロセスに革新をもたらす可能性を有する。 

URL:  
https://www.manchester.ac.uk/discover/news/graphene-laminated-pipes-could-reduce-corr
osion-in-the-oil-and-gas-industry/  

（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） 

Graphene/Polyamide Laminates for Supercritical CO2 and H2S Barrier Applications: An Approach 
toward Permeation Shutdown  

URL:  https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/admi.201800304  

65-3 

ｱﾒﾘｶ合衆国･
ペンシルベニ
ア州立大学 

    2018/8/24 

自己治癒するリバースフィルターが新しく多様なアプリケーションの可能性を開く 
（Self-healing reverse filter opens the door for many novel applications） 

・ ペンシルべニア州立大学が、リバースフィルターとして機能する自己治癒膜を開発。 
・ コーヒーフィルター等のように小さな粒子を通して大きな粒子を留める、サイズに基づいた従来のろ
過方式と異なり、安定化させた液体膜の同新膜では物体の運動エネルギーを利用したろ過により大き
な粒子を通して小さな粒子をブロックする。 
・ 同新膜は、質量に応じて大きな運動エネルギーをもつ大きな物体を通過させて、運動エネルギーの
より小さな物体を留める。また、ろ過時に物体を包み込むことで、物体の通過後に膜の表面を完全に
自己治癒する。 
・ 液体と空気間の界面を安定させる物質と水により、生体の細胞膜に類似した最も単純な構造の自
己治癒膜が作製できる。初期プロトタイプ作製には単純な石けん薄膜を使用したが、機械的な堅牢
性、抗菌性や臭気の中和機能等、目的に合せた膜の改良と最適化が可能。特定のアプリケーション
に向けて多種多様にカスタマイズできる。 
・ 屋外での手術の際にサージカルフィルムとしてクリーンルーム環境を再現する等、同新膜の様々な
実用例が考えられる。また、同新膜の自己治癒特性により、汚染物質の侵入を防ぎながら手術ツー
ル等の医療デバイスを通過させることも可能と考える。さらに、衛生上の課題が残る開発途上地域で
の利用も期待できる。 
・ 今後は機能をさらに拡張させた膜の開発に取り組み、他の研究者らと共同で同新膜の実用に向け
た試験と実証を進める。同技術について国際特許出願済み。 
・ 本研究には、国立科学財団(NSF)の Graduate Research Felloowship および NSF CAREERアワード
と Wormely Family Early Career Professorship が資金を提供。 

URL:  
https://news.psu.edu/story/533260/2018/08/24/research/self-healing-reverse-filter-opens
-door-many-novel-applications  

（関連情報) 

      

Science Advances 掲載論文(フルテキスト） 

Free-standing liquid membranes as unusual particle separators 

URL:  http://advances.sciencemag.org/content/4/8/eaat3276  

https://www.manchester.ac.uk/discover/news/graphene-laminated-pipes-could-reduce-corrosion-in-the-oil-and-gas-industry/
https://www.manchester.ac.uk/discover/news/graphene-laminated-pipes-could-reduce-corrosion-in-the-oil-and-gas-industry/
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/admi.201800304
https://news.psu.edu/story/533260/2018/08/24/research/self-healing-reverse-filter-opens-door-many-novel-applications
https://news.psu.edu/story/533260/2018/08/24/research/self-healing-reverse-filter-opens-door-many-novel-applications
http://advances.sciencemag.org/content/4/8/eaat3276
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【電子・情報通信分野】  

65-4 

ｱﾒﾘｶ合衆国・
カリフォルニ
ア大学サンデ
ィエゴ校
(UCSD) 

    2018/8/16 

日常品をスマートなコネクティッドデバイスに変換するタグ 
(These Tags Turn Everyday Objects Into Smart, Connected Devices) 

・ UCSDが、水筒や壁等の日常的な製品に貼り付けて「スマートな」IoTデバイスに転換するRF金属タ
グ技術、『LiveTag』 を開発。日常品を IoT の一部に取り込むことのできる、低コスト、バッテリーフリ
ー、チップレスでプリント作製可能なセンサー開発の試み。 
・ 同金属タグは薄くフレキシブルで紙のような基板に銅はくのパターンを印刷したもので、WiFi ルータ
ーからの無線信号を反射するリフレクターとして機能。ユーザーが指で同金属タグに触れることで反
射した WiFi 信号を歪め、離れた場所にある WiFiレシーバーが検出する。 
・ 同金属タグは薄型のキーバッドを始め、WiFi接続したスピーカーや照明等の IoT機器を遠隔操作す
るスマートなホームコントロールパネルとしても機能できる。 
・ 同金属タグは WiFi 周波数領域中の特定の信号のみを反射するように設計されており、タグを構成
する材料の種類やプリントするパターンを変えることで Bluetooth、LTEやセルラー信号を反射するよう
に再設計できる。電池やシリコンチップ等の電子部品をもたないため充電や修理等メンテナンスも不
要。 
・ 概念実証として、再生/一時停止、次曲ボタンと音量調整のスライドバーを備えた、紙の薄さのミュ
ージックプレーヤーコントローラーを作製。各ボタンやスライドバーは最低でも1枚の金属タグから構成
されるため、ユーザーがそれらに触れるとWiFiデバイスに信号を送信する。現時点ではWiFiレシーバ
ーの遠隔トリガーのみ試験済みだが、壁、ソファーの肘置きや衣類等にの日常品に貼りつけて、WiFi
接続したミュージックプレイヤーやスピーカーの遠隔操作も可能と考える。 
・ また、金属製以外の材料(金属が信号をブロックするため)のウォーターボトルにボトルに同金属タグ
を貼り付ければ、指によるタッチコマンドと同様の効果により、ボトルの水でボトル内の水量をモニタリ
ングできる。同金属タグは特定の水量レベルで離調するマルチ共振器を備え、ユーザーのスマートフ
ォンに脱水症状を防ぐためのメッセージを送ることも可能と考える。 
・ 将来的なアプリケーションとして、例えば退院後の心臓発作患者の運動活動量のモニタリングによ
る回復状態の低コスト評価や、小売店で買い物客が手に取る商品の追跡を想定。監視カメラよりも顧
客のプライバシーを保護できる。 
・ 同金属タグが現在動作できるのは 1m 以内の WiFi レシーバーのみのため、同金属タグの感度と検
出可能領域の向上が課題。同金属タグのより安価な大量生産を目指し、標準的な紙とインクによる印
刷によるタグ作製方法を開発する。 

URL:  
https://ucsdnews.ucsd.edu/pressrelease/these_tags_turn_everyday_objects_into_smart_conne
cted_devices?_ga=2.124507914.1675796927.1534468258-1326091980.1534207348  

（関連情報) 

      

USENIX Symposium on Networked Systems Design and Implementation Conference 発表論文(フルテ
キスト） 

LiveTag: Sensing Human-Object Interaction Through Passive Chipless WiFi Tags 

URL:  https://pages.cs.wisc.edu/~chuhan/wp-content/uploads/LiveTag_NSDI.pdf  

  

https://ucsdnews.ucsd.edu/pressrelease/these_tags_turn_everyday_objects_into_smart_connected_devices?_ga=2.124507914.1675796927.1534468258-1326091980.1534207348
https://ucsdnews.ucsd.edu/pressrelease/these_tags_turn_everyday_objects_into_smart_connected_devices?_ga=2.124507914.1675796927.1534468258-1326091980.1534207348
https://pages.cs.wisc.edu/~chuhan/wp-content/uploads/LiveTag_NSDI.pdf
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65-5 

ｱﾒﾘｶ合衆国・
ミネソタ大学 

    2018/8/22 

コンピューターの処理能力とメモリーの効率を向上させる新材料 
（New material could improve efficiency of computer processing and memory） 

・ ミネソタ大学が率いる研究チームが、半導体産業規模での使用が可能なセレン化ビスマス(Bi2Se3)
ベースのトポロジカル絶縁体材料を開発。 
・ 同新材料は、コンピューティングやメモリ効率の大幅な向上が期待できる新しいスピン-電子特性を
提供。半導体産業より既にサンプルの要請を受注。 
・ その特殊なスピン・電子輸送特性と磁気特性により材料研究コミュニティーや半導体産業が関心を
寄せるトポロジー絶縁体は、通常は単一結晶成長プロセスや薄膜上に結晶を成長させる分子ビーム
エピタキシー法で作製されるが、いずれの場合も産業利用のためのスケールアップが困難とされてい
る。 
・ 今回、薄膜蒸着技術であるスパッタリングにより、半導体や磁気産業のアプリケーションにスケール
アップ可能なトポロジカル絶縁体を初めて作製。また、スパッタリングによるトポロジカル絶縁体層中
の 6nm を下回るナノサイズ結晶粒子が、材料中の電子の挙動の制御を可能にする「量子閉じ込め効
果」の新たな物理特性を創出することを発見。 
・ 同材料の試験では、コンピューティングプロセスやメモリーの効率性が現行の材料に比して 18 倍向
上したことを確認。同大学の高分解能透過電子顕微鏡(TEM)により、同材料のナノサイズ結晶粒子と
薄膜におけるそれらの結晶粒子の界面を特定した。同研究による発見は基礎的なものだが、半導体
産業や MRAM 技術産業の更なる進展の端緒を開くものと考える。 
・ 二硫化ビスマスベースのトポロジカル絶縁体のような量子材料の製造におけるスパッタリングプロ
セスの利用は、材料分野の研究者らや既存の理論では支持されていないが、同大学は
Semiconductor Research Corporation (SRC)と米国防高等研究計画局(DARPA)による支援の下、トポ
ロジカル絶縁体の作製と次世代コンピューティングやメモリデバイスでの応用の実用的な道筋を探る
ための研究を 4 年前に開始している。SRC を通じて特許出願済み。 
・ 本研究は、ミネソタ大学 Center for Spintronic Materials, Interfaces and Novel Architectures 
(C-SPIN)、Microelectronics Advanced Research Corp. (MARCO) および国防高等研究計画局
(DARPA)の後援によるSemiconductor Research Corporation programの資金提供により実施。本研究
の一部は、ミネソタ大学 Materials Research Science and Engineering Center を通じて国立科学財団
(NSF) (No. DMR-1420013）および National Nanotechnology Infrastructure Network (NNIN)を通じて
NSFが一部支援したミネソタ大学 College of Science and Engineeringの Minnesota Nano Centerの支
援により実施。 

URL:  
https://twin-cities.umn.edu/news-events/new-material-could-improve-efficiency-computer
-processing-and-memory  

（関連情報) 

      

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

Room-temperature high spin–orbit torque due to quantum confinement in sputtered BixSe(1–x) films 

URL:  https://www.nature.com/articles/s41563-018-0136-z  

  

https://twin-cities.umn.edu/news-events/new-material-could-improve-efficiency-computer-processing-and-memory
https://twin-cities.umn.edu/news-events/new-material-could-improve-efficiency-computer-processing-and-memory
https://www.nature.com/articles/s41563-018-0136-z
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【ロボット・AI技術分野】  

65-6 

ｱﾒﾘｶ合衆国・
スタンフォード

大学 

    2018/8/17 

スタンフォード大学エンジニアらがより迅速・効率的に画像を分類する新しい AI カメラを開発 
(Stanford engineers create new AI camera for faster, more efficient image classification) 

・ スタンフォード大学が、より優れたエネルギー効率で画像を高速認識する新型の AI カメラシステム
を開発。デバイス自体に埋め込める小型サイズでの作製の可能性も期待できる。 
・ AI は自動運転車やドローン等を支える画像認識技術で重要な役割を担うが、AI のアルゴリズムを
処理するコンピューターの大型のサイズやその緩慢な処理速度がポータブル医療デバイス等の将来
的なアプリケーションにおける課題となっている。 
・ 同大学は、光学と電子の 2 種類のコンピューターを組合せ、画像分析に特化したハイブリッドコンピ
ューターを設計。デジタルコンピューターでのエネルギーを大量消費する計算を不要とするオプティカ
ルコンピューターのプロトタイプカメラ（オプティカル畳み込み層）と、従来のデジタル電子コンピュータ
ー層から構成される。 
・ オプティカルコンピューター層は、（デジタルコンピューターでは計算に頼る）多様なフィルタリング手
法で画像データを処理。カスタムメードの光学系を光が通過することで自然にフィルタリング処理が行
われるため、入力エネルギーが不要。AI の計算処理を光学系にアウトソースして無数の計算処理プ
ロセスを光の速さでスキップするこのような設計が、処理にかかる時間と計算に消費されるエネルギ
ーを節約する。 
・ 同ハイブリッドシステムプロトタイプは、同様な計算処理をプログラムした既存の電子コンピューティ
ングプロセッサに匹敵する速度と精度を有しながら、計算にかかるコストを大幅に低減する。 
・ 研究室に設置した現在のプロトタイプは小型ではないが、将来的にはポータブルビデオカメラやドロ
ーン等に適合する小型化が可能と考える。 
・ 同システムのシミュレーションおよび実用実験では、自然な背景での航空機、自動車、猫等の画像
認識に成功。自動運転車のように迅速な意思決定が必要なアプリケーションでは特に有用と考える。 
・ プロトタイプの小型化に加え、オプティカルコンポーネントの処理能力のさらなる向上について検討
中。現在画像認識を担っているトランクサイズのコンピューターの代替を目指す。 
・ 本研究は、国立科学財団(NSF)、Stanford Graduate Fellowship、Sloan Research Fellowshipおよび
サウジアラビア・アブドラ王立科学技術大学(KAUST) Office of Sponsored Researchの資金提供により
実施。 

URL:  https://news.stanford.edu/2018/08/17/new-ai-camera-revolutionize-autonomous-vehicles/  

（関連情報) 

      

Scietific Reports 掲載論文(フルテキスト） 

Hybrid optical-electronic convolutional neural networks with optimized diffractive optics for image 
classification 

URL:  https://www.nature.com/articles/s41598-018-30619-y  

  

https://news.stanford.edu/2018/08/17/new-ai-camera-revolutionize-autonomous-vehicles/
https://www.nature.com/articles/s41598-018-30619-y
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【環境・省資源分野】  

65-7 

ｱﾒﾘｶ合衆国・
ライス大学 

    2018/8/15 

油汚濁水の原油を最後の一滴まで分離させるナノ粒子 
(Particles pull last drops of oil from well water) 

・ ライス大学が、油ガス井採掘で排出する油汚濁水(produced water)から原油滴を効率的に分離して
回収する磁性ナノ粒子複合材を開発。 
・ 油汚濁水中では、採掘のために貯留層に注入する界面活性剤等が高圧により原油と水を混合させ
て安定した油中水滴型エマルションを形成するが、同磁性ナノ粒子複合材は、全処理後に残る乳化し
た原油の 99%超を安定して分離。生産フローから原油をほぼすべて分離する現行の方法はあるが、最
後の 5%が強固に乳化した状態を維持し、回収がほぼ不可能。 
・ 同大学は、鉄ナノ粒子にアミンを添加して同磁性ナノ粒子複合材を作製。正電荷を帯びたアミンが
負電荷を帯びた原油滴をナノ粒子に結合させ、その後磁石を使用して溶液から原油滴とナノ粒子を分
離する。 
・ 研究室で作製したエマルションでの同ナノ粒子の試験では、手動や機械による攪拌により原油と水
の結合が壊れて数分内には原油とナノ粒子が結合。少量の原油が上部層に浮かび、試験管を磁石
に接触させると原油と結合したナノ粒子が低部層へと引き付けられ、中間層に透明な水が残る。 
・ 使用後のナノ粒子は、原油を回収する一方で溶剤による洗浄で再利用が可能。連続して 6 回の繰
り返し利用を実証したが、同効果をさらに継続させることが可能と考える。 
・ 現在、大量の油汚濁水を処理して自動的にナノ粒子を再利用するフロースルーリアクターを開発
中。オフショア石油リグサイトでの処理済みの水の海洋への返還を可能にする有益な技術と考える。 

URL:  https://news.rice.edu/2018/08/15/particles-pull-last-drops-of-oil-from-well-water-2/  

（関連情報) 

      

Environmental Science: Water Research & Technology 掲載論文(アブストラクトのみ：全文は有料） 

Recyclable amine-functionalized magnetic nanoparticles for efficient demulsification of crude 
oil-in-water emulsions  

URL:  https://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2018/ew/c8ew00188j/unauth#!divAbstract  

65-8 

ｱﾒﾘｶ合衆国・
コネティカット
大学(UConn) 

    2018/8/16 

革新的な淡水化技術の新発見 
(New Findings May Lead to Sea Change in Desalination Technology) 

・ UConn が、海水淡水化技術で重要な役割を担う逆浸透膜(RO膜）の新しい製造技術を開発。 
・ エレクトロスプレーイオン化を使用した積層造形法方法により、性能低下しにくく水ろ過に要するエ
ネルギーを低減する超薄膜で極めて滑らかなポリアミド膜を作製。 
・ 40年近く変わりのない従来的な界面重合法による RO膜の製造方法では、水流の最適化や性能低
下の軽減のための重要な課題である膜の薄さや表面の粗さの制御が不可能。新技術ではRO膜のそ
れらの基本的特性を制御できる。 
・ 標準的なポリアミド膜では薄さが 100～200nm で固定されるが、新製造方法では最高 15nm の膜製
造が可能で、4nm 毎の増加が可能。また、RO 膜の標準的な表面の粗さは 80nm 超であるが、新方法
では 2nm を達成。さらに、新製造方法は比較的容易にスケールアップが可能。 
・ 新製造プロセスではまた、従来のような化学浴が不要なため化学薬品の使用量を節約できる。研
究室での膜製造では化学薬品使用量を 95%低減。大規模な膜製造においてこの効果は大きく、従来
方法に比してより環境に優しいプロセスであると考える。 
・ 海水淡水化以外の多様な膜分離プロセスで使用できる新材料開発も期待。同製造技術は特許出
願済みで、現在同大学の Technology Commercialization Services が商業化について検討中。 
・ 本研究は、米国環境保護庁(EPA)による助成金 #RD834872, General Electric Graduate Fellowship 
for Innovation, 国立科学財団(NSF)の DMR:MRI Award # 1726862、コネティカット大学 Academic Plan 
funding program、Department of Chemical and Biomolecular Engineering and Center for Environmental 
Sciences and Engineering の支援により実施。 

URL:  
https://today.uconn.edu/2018/08/new-findings-may-lead-sea-change-desalination-technol
ogy/  

（関連情報) 

      

Science 掲載論文(アブストラクトのみ：全文は有料） 

3D printed polyamide membranes for desalination 

URL:  http://science.sciencemag.org/content/361/6403/682  

  

https://news.rice.edu/2018/08/15/particles-pull-last-drops-of-oil-from-well-water-2/
https://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2018/ew/c8ew00188j/unauth#!divAbstract
https://today.uconn.edu/2018/08/new-findings-may-lead-sea-change-desalination-technology/
https://today.uconn.edu/2018/08/new-findings-may-lead-sea-change-desalination-technology/
http://science.sciencemag.org/content/361/6403/682
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【バイオテクノロジー分野】  

65-9 

ｱﾒﾘｶ合衆国・
バージニア大

学 

    2018/8/15 

バージニア大学の学際的なエンジニアリングチームがスマートな材料の新技術を開発 
(University of Virginia Multidisciplinary Engineering Team Designs New Technology for Smart 
Materials) 

・ バージニア大学が、ペンシルベニア州立大学、メリーランド大学、米国立標準技術研究所(NIST)と
共同で、テキスタイルや衣類等に取り込むことのできる、熱伝導性と機械特性のスイッチング機能を備
えた材料を開発。 
・ イカの歯のタンパク質の DNA 鎖のタンデム反復配列数が、湿度に反応して起こる熱伝導性の変化
に影響することを発見し、水分の存在で熱伝導性のオンオフを切り替えてダイナミックに熱特性を制御
できる材料を開発。温度や熱の流れをオンデマンドで調整する「スマート」なファブリックを始めとする
新デバイスや材料開発が期待できる。 
・ 例えばスポーツウェアに利用すれば、乾燥状態では低熱伝導モードで身体の熱を蓄えて着用者（と
その筋肉）を暖かく保ち、汗をかけばその水分により瞬時に熱伝導を増大させて身体の熱を逃がす。
活動後に汗が蒸発した場合では、低熱伝導モードに戻り身体を再び暖かく保つ。 
・ このような性能を備えた同材料を利用した衣類は、現在市場にある同様な製品を上回る性能を提
供すると考える。例えばポーラーフリースの場合、多様な温度や活動レベルの組合せに対応するため
重量調整の必要があるが、新材料は一枚の衣類で様々な運動・活動状況に対応できる。フリースは
通気性のある材料とされているが、新材料は能動的に衣類から熱を放出させる。 
・ 熱伝導率のオンオフ機能の重要性は大きく、スマートファブリックに加えてより効率的な廃熱の回収
による発電等のアプリケーションも視野に、熱を自己管理する電子デバイスや風力・水力発電方法で
の新たな可能性も考えられる。 
・ 様々な特性を持たせた衣類の製造には、使用する繊維や製造プロセスが多種多様に必要だが、新
材料はワンプロセスで製造できるため、製造コストや炭素排出量の低減につながる。 
・ ペンシルベニア州立大学が発見したイカの歯をベースとした新材料は、強度、自己治癒能力、生体
適合性等のユニークな特性を有し、分子レベルでのプログラミング、特に同材料の場合では熱管理に
最適。同材料はイカの吸盤からの抽出や工業発酵でも合成できる持続可能な資源。 

URL:  
https://engineering.virginia.edu/news/2018/08/university-virginia-multidisciplinary-engineeri
ng-team-designs-new-technology-smart  

（関連情報) 

      

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

Tunable thermal transport and reversible thermal conductivity switching in topologically networked 
bio-inspired materials 

URL:  https://www.nature.com/articles/s41565-018-0227-7  

（関連情報) 

      

イカをベースとしたバイオマテリアルで熱スイッチを発見（ペンシルべニア州立大学発表記事） 
（Thermal switch discovered in engineered squid-based biomaterials） 

URL:  
https://news.psu.edu/story/531115/2018/08/13/thermal-switch-discovered-engineered-sq
uid-based-biomaterials  

  

https://engineering.virginia.edu/news/2018/08/university-virginia-multidisciplinary-engineering-team-designs-new-technology-smart
https://engineering.virginia.edu/news/2018/08/university-virginia-multidisciplinary-engineering-team-designs-new-technology-smart
https://www.nature.com/articles/s41565-018-0227-7
https://news.psu.edu/story/531115/2018/08/13/thermal-switch-discovered-engineered-squid-based-biomaterials
https://news.psu.edu/story/531115/2018/08/13/thermal-switch-discovered-engineered-squid-based-biomaterials


8 

 

65-10 

ｱﾒﾘｶ合衆国・
ワシントン大

学 
セントルイス

校 

    2018/8/20 

より大きなタンパク質がより強靭なファイバーを作る：生合成スパイダーシルク 
(Bigger proteins, stronger threads: Synthetic spider silk) 

・ ワシントン大学セントルイス校が、バクテリアの遺伝子操作により、天然のスパイダーシルクに匹敵
する性能を備えた生合成スパイダーシルクを作製。 
・ 同研究結果では、スパイダーシルクの引張強度と靱性がその分子の重量に相関することを報告。
分子サイズが大きいほど強度が向上するこの相関性はサイズの小さなタンパク質においてのみ知ら
れていたが大きな分子にも当てはまり、現在最高強度のものの約 2 倍の重量の生合成シルクにおい
ても同様。 
・ 生合成スパイダーシルク開発における課題の一つは充分な大きさのタンパク質の作製であるが、こ
れには全く新しいアプローチが必要となる。 
・ 理論的にはシルクプロテインを作る DNA 配列を繰り返すことで大きなサイズのタンパク質ができる
が、DNA 配列が特定のサイズに達するとバクテリアによる処理が不可能となり、配列を細かく切断し
てしまう。 
・ この問題に対処するため、同大学はシルク DNA に短い遺伝子配列を加えることでタンパク質間の
化学反応を促してそれらを融合させ、これまでで最大となる 556kDa のタンパク質を生成。従来最大の
生合成シルクタンパク質は 285kDa で、天然のシルクタンパク質でも例外を除いて約 370kDa。 
・ この生合成スパイダーシルクで人間の毛髪の直径の約 1/10 サイズのファイバーを作製し、その機
械特性を試験。同スパイダーシルクは、引張強度、靱性を始め弾性率や伸張性等の機械的特性にお
いて天然のスパイダーシルクを初めて再現するもの。 
・ 今後は同プロセスの煩雑さや使用する化学物質量を低減し、信頼性と効率性を向上させることで、
同プロセスのスケーラビリティーと経済性の改善を図る。また、同新アプローチにおける制限について
調査を進める。同研究結果は、天然のシルクスパイダーの性能を完全に再現する生合成スパイダー
シルクの作製に加え、より大きなタンパク質を作ることでファイバーの強度と靱性がさらに向上すること
を示唆している。 
・ 本研究は、Air Force Office of Scientific Research の Young Investigator Program（グラント No.. 
FA95501510174)、NASAのSpace Technology Research Grants ProgramのEarly Career Faculty grant 
（グラント No, NNX15AU45G）および国立衛生研究所(NIH)（グラント No..P41EB002520.)の支援により実
施。 

URL:  https://source.wustl.edu/2018/08/bigger-proteins-stronger-threads-synthetic-spider-silk/  

（関連情報) 

      

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

Recombinant Spidroins Fully Replicate Primary Mechanical Properties of Natural Spider Silk 

URL:  https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.biomac.8b00980  

  

https://source.wustl.edu/2018/08/bigger-proteins-stronger-threads-synthetic-spider-silk/
https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.biomac.8b00980
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【蓄電池・エネルギーシステム分野】  

65-11 

ｱﾒﾘｶ合衆国・
イリノイ大学
シカゴ校(UIC) 

    2018/8/23 

リチウムイオン蓄電池の電解質を初めて 3D プリントで作製 
(First-ever 3D-printed electrolyte for lithium-ion batteries) 

・ UIC が、高温度射出プロセスによる 3D プリンティング技術でリチウムイオン蓄電池の固体電解質を
作製。 
・ 3D プリンティング技術で電極を作製する例は見られるが、固体電解質を含むリチウムイオン蓄電池
全体の 3D プリント作製は今回が初めて。 
・ リチウムイオン蓄電池の従来の製造プロセスでは、電極と電解質が個別に製造されてから共にケ
ーシングに配置され、最終品の完成にはコンタミを防ぐための環境やコーティング・調節を必要とす
る。蓄電池サイズの変更や特定のデバイスに合わせた改変は、蓄電池製造機器の再設定の必要が
あるため容易にはできない。 
・ 3D プリンティングでは全部品を一括プリント作製できて、より迅速で安価な蓄電池の製造とカスタマ
イゼーションが可能。電極を 3Dプリントで作製したリチウムイオン蓄電池では、従来の方法で製造した
電解質を別プロセスにて追加している。 
・ また、従来の固体電解質製造プロセスでは、製造後のステップにて蒸発させる必要のある様々なコ
ーティングや溶剤等を電池のケーシングに使用。蓄電池の 3D プリント作製で電解質を直接プリントし
た場合、蒸発作用により電解質が収縮して電極から離れ、短絡の原因となる。ケーシング・電極と電
解質の最適な接触の確保に使用されるコーティングは、3D プリント蓄電池への導入が極めて困難。 
・ これらのような課題に対処するため、同大学は独自の高温度 3D プリンターを開発。従来的な室温
下での射出 3D プリントとは異なり、同プリンターは約 120℃で材料を射出して製造後の収縮を回避す
る。また、二酸化チタン粒子を含むポリマーベースの固体電解質用インクが柔軟性と機能性を提供。
蓄電池の 3D プリント作製時に同電解質インクを直接電池に積層できる。  
・ 実験的な同 3D プリント蓄電池は、電解質を従来方法で別途作製したものに比して高い充放電能力
と優れた性能を有する。高温度の直接書込み技術と独自の特殊インクにより、3D プリントリチウムイ
オン蓄電池の可能性を概念実証した。 
・ 本研究は、国立科学財団(NSF)( (No. DMR-1620901）とアルゴンヌ国立研究所(ANL)（No. 4J-30361)
が一部支援。 

URL:  https://today.uic.edu/first-ever-3d-printed-electrolyte-for-lithium-ion-batteries  

（関連情報) 

      

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

Elevated‐Temperature 3D Printing of Hybrid Solid‐State Electrolyte for Li‐Ion Batteries 

URL:  https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/adma.201800615  
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