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(1123-1) 

【電子・情報通信分野】 

 

仮訳 

 

 

注射で埋め込む微細なセンサーで 

体内のアルコールの長期モニタリングが可能に(米国) 

2018年 4月 10日  

 

カリフォルニア大学サンディエゴ校のエンジニアたちは、超小型で極小電力で作動する注

射可能な、長期間かつ継続的に複数回使用ができるアルコールモニタリング用バイオセン

サーを開発した。このチップは、とても小さく、皮膚のすぐ下に埋め込むことができ、ス

マートウォッチや専用パッチのようなウェアラブルデバイスから、ワイヤレスで電力供給

が可能だ。 

 

 

 

 

「本研究の最終的なゴールは、薬物乱用中毒患者の治療プログラムのために、継続して使

えて目立たないアルコールモニタリングデバイスを開発することです。」と、プロジェクト

リーダーであるカリフォルニア大学サンディエゴ校ジェイコブ・スクール・オブ・エンジ

ニアリングのドリュー・ホール(Drew Hall)電子工学教授は言う。同氏はまた、カリフォル

ニア大学サンディエゴ校の Center for Wireless Communications および、Center for 

Wearable Sensorsにも所属している。ホール教授の研究チームは、本研究を 4月 10日に

アルコールモニタリングチップは、皮下に埋め込めるほど超小型。 

写真提供：David Baillot/UC San Diego Jacobs School of Engineering 

 

http://cwc.ucsd.edu/
http://cws.ucsd.edu/
http://cws.ucsd.edu/
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アメリカ合衆国・サンディエゴにて開催された 2018 IEEE Custom Integrated Circuits 

Conference (CICC)にて発表した。 

 

薬物乱用治療プログラムの課題のひとつとして、継続的なモニタリングを行うための使い

やすいツールが存在しないことがあげられる。現在では一般的に、呼気分析装置（ブレサ

ライザー）が、アルコールの血中濃度を測定するために使用されているが、被験者による

起動を要し、かつあまり正確ではなく重く無骨なデバイスである、とホール教授は指摘し

た。一番正確な測定方法は、血液検査であるが、これには熟練の技師による施術が必要で

ある。皮膚の上に直接装着できる電子タトゥー型センサーは、信頼性のある新しい代替手

段ではあるが、いつでも簡単に取り外すことができてしまい、かつ 1回しか使用できない。 

 

「この超小型の注射可能なセンサーは、診療所で手術なしで装着処置ができ、患者は処方

された治療法を長期間にわたってモニタリングすることができます。」と、ホール教授は言

う。 

 

このバイオセンサーチップは、約 1㎣ほどの大きさで、皮膚下で細胞間をとりまく間質液

に注入することができる。チップには、アルコールに対して選択的に反応する酵素のアル

コールオキシダーゼに包まれたセンサーが組み込まれており、同酵素の働きが電気化学的

に検出できる副生物を発生させる。この電気信号は、近くにあるスマートウォッチなどの

ワイヤレスデバイスに送信されるが、同時にチップに無線で電力を供給する。チップの 2

個の他センサーが、バックグラウンド信号と pH レベルを測定し、それらが互いに打ち消

しあって、アルコール測定をより正確なものとする。 

 

 

 

アルコールモニタリングチップの大きさを、1 セント硬貨や 16 標準規格注射針と比較し

たもの。 
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研究者はこのチップを、最小限の電力で稼働できるように設計した。センサーの消費電力

は 970nW で、これはスマートフォンでの通話に要する電力使用量の約 100 万分の一程度

である。「電源であるウェアラブルデバイスの電池寿命に、チップがあまり負荷をかけるよ

うなことはしたくありません。また、人体に埋め込むため、内部で局所的に大量な熱を発

したりするような、潜在的に有害なバッテリーなども使用したくはありません。」と、ホー

ル教授は話す。 

 

このような、超低電力でチップを稼働する方法の一つは、バックスキャッタリング（後方

錯乱通信）によるデータの送信である。これには、近くのスマートウォッチなどのデバイ

スがチップに無線周波数信号を送り、チップはそれらの信号を変調・反射して、スマート

ウォッチに送り返す。研究者チームはまた、このチップのために、超低電力センサー読み

出し回路を設計し、測定時間をわずか 3秒間にまで短縮させて、電力消費量を低減させた。 

 

 

 

 

研究者チームは、このチップを、体内に埋め込まれた環境と類似させた状態で、体外テス

トをした。これは、ブタの皮下で希釈したヒト血漿とエタノールの混合液中に同センサー

を注入した設定で行った。 

 

研究者らは、将来的には、このチップを生きた動物で実験することを計画している。ホー

ル教授の研究グループは、カリフォルニア大学サンディエゴ校の Qualcomm Institute 

Innovation Spaceを拠点とするスタートアップ、CARI Therapeuticsと共同研究を進めて

いる。また、カリフォルニア大学サンディエゴ校の依存症専門精神科医で薬物乱用障害を

チップの厚みを、1 セント硬貨と比較したもの。 
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専門としているカルラ・マリエンフェルド(Carla Marienfeld) 研究員とも共同研究を進め

ており、次世代におけるリハビリモニタリングに向けて同チップを最適化中。ホール教授

の研究グループはまた、身体内の他分子や薬物をモニタリングできるような同チップの別

バージョンも開発を進めている。「これは、概念実証的なプラットフォーム・テクノロジー

です。このチップが、アルコールに対して使用できることは実証できましたが、他の乱用

薬物を検出できるチップを作製して、それらを混合して患者に注入し、長期的かつ個人化

した医療モニタリングの提供を考えています。」と、ホール教授は語る。 

 

研究チームは、このテクノロジーに関連する仮特許を出願した。ライセンスに関する詳細

は、下記まで： 

Skip Cynar, Innovation and Commercialization Office on UCSD campus : 

scynar@ucsd.edu  

TEL : 1-(858)-532-2672  

 

論文タイトル：  “A Sub-1 μW Multiparameter Injectable BioMote for ContinuoCus 

Alcohol Monitoring.” Authors of the study are Haowei Jiang*, Xiahan Zhou*, Saurabh 

Kulkarni, Michael Uranian, Rajesh Seenivasan, and Drew A. Hall at UC San Diego. 

*共同研究者. 

 

National Science Foundation (1621825), the National Institutes of Health 

(R41DA044905)および Samsung社が一部支援した。 

 

 

翻訳：NEDO（担当 技術戦略研究センター 企画課） 

 

出典：本資料は、カリフォルニア大学サンディエゴ校(UCSD)の以下の記事を翻訳したも

のである。 

“Tiny Injectable Sensor Could Provide Unobtrusive, Long-term Alcohol Monitoring” 

(https://ucsdnews.ucsd.edu/pressrelease/tiny_injectable_sensor_could_provide_unobtr

usive_long_term_alcohol_monitori ) 

(Repreinted with permisson of the University of California, San Diego) 

mailto:scynar@ucsd.edu
https://ucsdnews.ucsd.edu/pressrelease/tiny_injectable_sensor_could_provide_unobtrusive_long_term_alcohol_monitori
https://ucsdnews.ucsd.edu/pressrelease/tiny_injectable_sensor_could_provide_unobtrusive_long_term_alcohol_monitori
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(1123-2) 

【ロボット・AI技術分野】 

 

仮訳 

 

 

生涯学習機械の新アプローチの実現に向けて 

研究開発チームを選定(米国) 

2018年 5月 3日  

 

DARPAは、継続的に学習し、作動しながら進化する機械学習や AIシステムの、パラダイ

ムチェンジングアプローチを探求する研究チームを選定した。 

機械学習（ML）や人工知能（AI）のシステムは、近年画期的に進化している。しかしなが

ら、予め設計されたタスクを実行することしかできず、事前にプログラミングされたり、

トレーニングを受けたりしたこと以外の突発的状況に直面した際には、適応することがで

きない。DARPAの「L2M(Lifelong Learning Machines)(生涯学習機械)プログラム」は、

生体システムから着想を得て、過去学習したことを忘れることなく、システムが継続的に

新しい状況に適応していけるような、まったく新しい機械学習の手法を探る。 

 

2017 年の最初の発表を皮切りに、DARPA の L2M プログラムでは、次の二つの技術分野

下で研究開発を行うチームを選定した。まず、システムおよびそのコンポーネントの開発

に重点をおいた開発を実施するチームと、そして、生物の学習メカニズムを探求し、その

成果を計算プロセスに応用することを目的としたチームである。この二つの技術分野での

成果は、AIがタスク実行中に学習、進化して、新しい状況に応じて過去に取得したスキル

と知識を適応し、固有のシステム制限を組み込み、そして、自動的な運転における安全性

を強化する、という新方法論を生み出すことが期待されている。 

 

L2M研究チームは、現在、その多種多様な専門性を、学習した知識を失うことなくリアル

タイムで新しい状況に適応する計算システムの理解に注力している。カリフォルニア大学

アーバイン校の研究チームでは、海馬と大脳皮質の二重記憶構造の研究を予定している。

この研究チームでは、既存のメモリーへの入力情報を比較することにより、可能性のある

結果を予測できる過去の学習内容を保持しながら適合性のより優れたMLシステムづくり

を目標としている。タフツ大学の研究チームでは、サラマンダー（訳注：陸棲傾向の強い

有尾類）のような動物にみられる再生メカニズムを検証し、おかれた環境の変化に適応す

るために構造や機能を直ちに学習できる、フレキシブルなロボットを開発することを目指

している。ワイオミング大学のチームは、文脈（コンテキスト）を使用して、新しい感覚

入力で再構築できる適切なモジュラー記憶を特定して、新しい状況に適した挙動を迅速に
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構成する、生体の記憶想起プロセスを応用した新しい計算システムの開発に取り組む。 

 

「L2Mプログラムでは、私たちは、最先端の AIや神経ネットワークの単なる進歩を目指

そうとしているわけではありません。むしろ、経験をベースとして継続的に進化できる、

機械学習に根本的な変革をおこすようなアプローチを考えています。」と、L2M 研究のプ

ログラムマネージャーであるハヴァ・シーゲルマン(Hava Siegelmann)氏は語る。「この、

新しい研究を担当するために選定された研究チームは、世界のトップレベルにおけるさま

ざまな科学分野で活躍する分野横断的な研究者チームから構成され、彼らのアプローチ方

法は、どれも多様性に富むものです。」 

 

L2Mプログラムは、まだ初期段階ではあるが、すでにコロンビア大学工学部、ホッド・リ

プソン(Hod Lipson)氏が率いる研究チームでは、成果を上げ始めている。ホッド氏とその

研究チームは、最近、自己再生ニューラルネットワークの構築とトレーニングに関する課

題の特定および解決に成功し、Arvix Sanity 誌に論文を掲載した。ニューラルネットワー

クでは、あらゆるパターンを生成するためのトレーニングは可能でも、自らの構造を再生

させるためのトレーニングは、逆説的に難しい。ネットワークは学習するごとに変化する

ので、目標も継続的に変化する。研究チームは、機械が自らの構造についての知識を利用

して、適応・改善できるシステムを開発することに焦点を当てる。「このチームの自己再生

ニューロネットワーク研究は、生涯学習におけるブレイクスルーを導く他の多くのアプロ

ーチのひとつにすぎないのです。」と、シーゲルマン研究員は語る。 

 

「私たちは、AI テクノロジーの大きな進展の入り口に立っています。」と、シーゲルマン

氏は述べる。「L2M プログラムは、既存のシステムの進展を超えた、さらなる独創性や努

力を要するものです。L2Mプログラムは、AIシステムが経験より学び、既存の AIよりさ

らに賢く、さらに安全に、そしてさらに信頼性を増すようになることを目指しています。」 

 

メディアからの問い合わせ先は、下記より： 

DARPA Public Affairs:  OUTREACH@DARPA.MIL 

 

 

 翻訳：NEDO（担当 技術戦略研究センター 企画課） 

 

出典：本資料は、国防総省国防高等研究計画局(DARPA))の以下の記事を翻訳したもので

ある。 

“Researchers Selected to Develop Novel Approaches to Lifelong Machine Learning” 

(https://www.darpa.mil/news-events/2018-05-03) 

(Repreinted with permisson of the Defense Advanced Research Projects Agency) 

https://arxiv.org/abs/1803.05859v3
mailto:outreach@darpa.mil
https://www.darpa.mil/news-events/2018-05-03
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(1123-3) 

【電子・情報通信分野】 

 

仮訳 

 

 

NUSエンジニアらが自己起動して電池が切れると動作する 

スマートマイクロチップを開発 (シンガポール) 
2018年 5月 3日 

 

ゲームチェンジングな技術がより小型で安価な IoTデバイスとその長寿命化を可能に 

 

モノのインターネット(IoT)は、まだ開発初期段階ではあるが、さまざまな産業の未来を形

作り、かつ私たちの日常生活に重要な影響を与えるものである。概念から実用への IoTデ

バイスの移行における主要な課題のひとつとして、限られたエネルギー源による長時間の

デバイスの動作、つまり、極めて高度なエネルギーの効率化を求められている、というこ

とがあげられる。センサー等の、IoT デバイスは、通常、遠隔で定期的な点検が難しい場

所で大量に使用されており、よって自己効率化は必須である。 

 

現在の IoTデバイスに使用されている電池は大型で、電力供給先のチップ 1個の 3倍高価

である。それら電池のサイズは、センサーノードの寿命によって決まり、電池交換の頻度

もそれによって決まる。これは、メンテナンスコストにも影響を及ぼし、電池を廃棄する

際には環境にも負荷を与える。電池は通常、その寿命を延ばすために、太陽電池など、環

境中の限られた電力を使って、ゆっくり充電される。しかしながら、現在の IoTデバイス

は電池なしでは稼働することができず、小型の電池は、より頻繁に完全に充電されなけれ

ばならない。ほとんどの場合、IoT デバイスは電池が切れるたびに動作が停止してしまう

ため、電池の小型化は IoTデバイスの継続的な稼働を妨げる要因となる。 

 

 



NEDO 海外レポート NO.1123, 2018.11.09. 

 

8 

 

 

 

このテクロジーギャップを埋めるために、シンガポール国立大学の研究チームのエンジニ

アたちは、『BATLESS』という、電池が切れた場合でも稼働しつづけることができる、革

新的なマイクロチップを開発した。同マイクロチップは、新しいパワーマネジメント技術

により設計されており、超小型のオンチップ太陽電池の使用により自己起動して、微弱な

光の下でも、電池に頼らず動作を継続させることができる。この研究のブレイクスルーに

より、IoTセンサーノードへのエネルギー供給に必要な電池サイズと製造コストを、10分

の一まで低減させる。本研究結果は、アメリカ・サンフランシスコで開催された、固体素

子回路やシステム・オン・チップの研究開発に関する第一線の国際会議である、

International Solid-State Circuits Conference (ISSCC) 2018 で発表された。 

 

シンガポール国立大学の研究チームリーダー、工学部電子機械工学課のマッシモ・アリオ

ト(Massimo Alioto)准教授は、「IoTデバイス用の電池は大幅に小さくすることが可能であ

ることを実証しました。IoT デバイスの継続的な稼働のために、電池は必ずしも必要なも

のではないのです。この根本的な課題に取り組んだことは、電池に頼らない IoTセンサー

ノーズの最終的な目標に向けた、大きな前進であり、世界中の無数の IoTデバイスの未来

の道筋を描くものです。」と、語った。 

 

 

 

Massimo Alito 准教授（中央）と研究チーム。電池切れでもチップが自己起動して動くという、スマートマ

イクロチップ 『BATLESS』を開発。この新しいテクノロジーが、より小型で安価な IoT デバイスを可能に

する。 
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電池無しで動く 

IoT デバイスの、電池に頼らない(battery indifference)能力により、電池が切れた場合で

も、継続して稼働することができる。この能力は、ミニマム・エネルギーとミニマム・パ

ワーの 2種類のモード間を切り替えることで機能する。電池からエネルギーが得られると

きには、チップはミニマムエネルギーモードで稼働し、電池寿命を最大限に利用する。し

かし、電池が切れてしまった場合には、チップはミニマムパワーモードに切り替わり、約

0.5ｎW という超微量の電力で稼働する。これは、スマートフォンでの通話にかかる電力

の 1/10億という量である。電力は、約 0.5㎡の超小型オンチップ太陽電池や、振動、熱等

による環境からのエネルギーで供給できる。 

 

このような、チップのミニマム・エネルギーとミニマム・パワーのモードを変換する機能

は、センチメートル単位からミリメートル単位まで、電池の大幅な小型化を可能にした。

『BATLESS』のマイクロチップは、特定のイベントのセンシング、プロセス、キャプチャ

ーとタイムスタンピングを継続して実行し、電池のエネルギー供給が再開すると、クラウ

ドへワイヤレスでデータを送信する。電池が切れているときの、ミニマム・パワーモード

でも、低速度の通信で十分な IoTデータ（温度、湿度、光、圧力等の時間の経過でゆっく

り変化するパラメーター）であれば同マイクロチップは十分に対応できる。多くの他のア

プリケーションの中でも、『BATLESS』は、とりわけスマートビルディングや環境モニタ

リング、エネルギー管理や生活空間の居住者のニーズへの適応等のアプリケーションに適

している。 

 

アリオト准教授は、こう補足する。「『BATLESS』は、バッテリーの充電の有無に左右され

ない新しいタイプのチップの、史上初の例です。ミニマム・パワーモードでの消費エネル

ギーは、ミニマム・エネルギー固定運転に設計された最高水準の既存のマイクロコントロ

ーラーと比べても、1/1000 から 1/100000 です。また、我々の 16 ビットのマイクロコン

トローラーは、ミニマム・パワー固定運転に設計された他のマイクロコントローラーと比

べても、10万倍速く動きます。つまり、『BATLESS』マイクロチップは、2種類のモード

変換のフレキシビリティにより、可能な限り広範囲にわたるエネルギー、電力、速度のト

レードオフをカバーします。」 

 

電池無しでセルフスタート 

『BATLESS』は、また、自己起動を可能にする新しいパワーマネジメント技術を装備し、

極微量のオンチップ太陽電池から直接電源を得るので、電池のサポートは必要ないのであ

る。研究チームは、夕暮れ時の弱い光である nW パワーに相当する 50 ラックスの屋内照

明光度でこれを実証した。このことにより、電池不要のチップにおける未解決の課題に対

処し、電池の有無に左右されない『BATLESS』ができたのである。 
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今後の予定 

シンガポール国立大学の機械工学研究チームは、センサーからワイヤレス通信に至るまで

の全シグナルチェインを網羅して、マイクロコントローラーやパワーマネジメントに関す

る現在の研究を押し広げる、完全に電池不要のシステムソリューションを探求中だ。 

 

研究チームは、電池サイズをミリメートル規模まで縮小するソリューションを実証し、長

期的には、電池の完全な排除を目指す。これは、シンガポールのスマート国家(Smart 

Nation)としてのビジョンや世界の IoT ビジョン実現の大きな一歩となるとともに、私た

ちの地球をよりグリーンに、よりスマートにするものである。 

 

  

翻訳：NEDO（担当 技術戦略研究センター 企画課） 

出典：本資料は、シンガポール国立大学(National University of Singapore : NUS)の以

下の記事を翻訳したものである。 

“NUS engineers invent smart microchip that can self-start and operate when battery 

runs out” 

(http://news.nus.edu.sg/press-releases/BATLESS-smart-microchip) 

(Repreinted with permisson of the National University of Singapore) 

http://news.nus.edu.sg/press-releases/BATLESS-smart-microchip
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(1123-4) 

【ナノテクノロジー・材料分野】 

 

仮訳 

 

希少元素が高速エレクトロニクスのための優れた材料を提供(米国) 

2018年 5月 24日 

 

インディアナ州ウェストラファイエット – パデュー大学の研究者らが、希少元素である

テルルの 2次元材料を新たに開発した。コンピューターチップでより優れた電流の流れを

実現するトランジスタ開発が見込まれる。 

 

この発見は、エンジニア達がコンピュー

ターチップのトランジスタの動作速度の

向上に使用しようと開発を試みていた 2

次元薄膜のリストに新たに加わるもので

あり、携帯電話やコンピューターなど電

子デバイスや赤外線センサーなどのディ

フェンス技術で、より速くデータを処理

すること可能となる。 

 

グラフェン、黒リンやシリセン等その他の

2次元材料は、高速デバイスのための効果

的なトランジスタのナノ製造に必要とな

る、室内温度下での安定性、実現可能な製造技術に欠けている。 

 

 

「高速エレクトロニクスの実現には、全

てのトランジスタに、大量の電流が流れ

る必要があります。」と、パデュー大学

Richard J. and Mary Jo Schwartz 

Electrical and Computer Engineering

の Peide Ye教授は言う。「現在、トラン

ジスタ配線を構成する 1次元のワイヤー

の断面積は、とても小さいのです。しか

し、2次元材料にすることによって、シ

ートのように働き、より広い表面に電流

パデュー大学研究者の Wenzhuo Wu 氏と Peide Ye 氏
は、テルレンの 2次元材料を開発。高速電子デバイスのさら
なる高速化が期待される。（写真提供：パデュー大学
Vincent Walter） 写真ダウンロードは、こちらから。 

希少元素テルルより検出した少量の 2次元材料、テルレン
は、コンピューターチップトランジスタを、よりスケーラブルで
効率的にする。 

https://engineering.purdue.edu/ECE
https://engineering.purdue.edu/ECE
https://engineering.purdue.edu/ECE/ECE/People/ptProfile?resource_id=3198&group_id=2571
https://news.uns.purdue.edu/images/2018/ye-tellerene.jpg
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を流すことができます。」 

 

研究者たちがテルル元素から発見した 2次元薄膜であるテルレン(Tellurene)は、電子

と後に残る正孔である電荷キャリアが高速で移動する、安定したシート状のトランジス

タ構造を有する。テルル元素の希少性にもかかわらず、テルレンで有利な点は、2次元

材料で製造されたトランジスタの、より大規模な生産が容易になることだ。研究者たち

は、本研究を、『Nature Electronics』に掲載した。 

 

「テルル元素は、地殻上に豊富にあるわけではありませんが、溶液を使用する製造技術で

ほんのわずかの量で合成できます。我々は、2 次元のテルレン材料を、同じバッチでかな

り高い生産収率で製造することができます。」と、パデュー大学産業工学課、アシスタント・

プロフェッサーのWenzhuo Wu氏は語る。「溶液の容器をスケールアップさえすれば、生

産性は高まるのです。」 

 

電子機器は通常、室温下で使用されるため、室温下で自然に安定しているテルレンを使用

したトランジスタは、同様の安定性や性能を得るために真空チェンバーや低温度を必要と

する他の 2次元材料を使用したトランジスタより、さらに実用的であり、コスト面でも効

率的である。 

 

テルレンの大きな結晶サイズにより、結晶間の電子移動の障壁が低減する。これは、より

細かくて結晶数の多い他の 2次元材料における課題となっていた。 

 

「室温下での高速電荷移動は、より実用的な応用が利くことを意味します。」と、Ye 氏は

言う。電子と正孔のより高速な移動が、チップ全体に高電流をもたらすのだ。 

 

テルレンは基板を必要とすることなく自己組織化で製造できるため、研究者チームは、機

械的な振動や熱を電気に変換するフレキシブルなプリンテッドデバイスといった、コンピ

ューターチップトランジスタ以外のアプリケーションでの活用の可能性を見込んでいる。 

 

「テルレンは、マルチファンクショナルな材料です。そして、パデュー大学は、この新し

い材料が生まれた場所なのです。」とWu氏は語る。「これは、実用的技術のために特性を

制御した 2次元材料のスケーラブルな製造の実現により近いものである、と私たちは考え

ているのです。」 

 

Wu氏と Ye氏による本研究は、以下より支援を受けた： Purdue’s College of Engineering 

and School of Industrial Engineering, the National Science Foundation, Oak Ridge 

Associated Universities, the Air Force Office of Scientific Research, the Army Research 

https://www.nature.com/articles/s41928-018-0058-4
https://engineering.purdue.edu/IE
https://engineering.purdue.edu/IE/people/ptProfile?resource_id=126298
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Office and the Semiconductor Research Corporation. 

本研究の論文の共著者らは、様々な奨学金やグラントなどより研究資金を得た。 

 

 

 翻訳：NEDO（担当 技術戦略研究センター 企画課） 

 

出典：本資料は、パデュー大学(Purdue University)の以下の記事を翻訳したものであ

る。 

“Rare element to provide better material for high-speed electronics” 

(https://www.purdue.edu/newsroom/releases/2018/Q2/rare-element-to-provide-better-

material-for-high-speed-electronics.html ) 

(Repreinted with permisson of Purdue Univeristy) 

https://www.purdue.edu/newsroom/releases/2018/Q2/rare-element-to-provide-better-material-for-high-speed-electronics.html
https://www.purdue.edu/newsroom/releases/2018/Q2/rare-element-to-provide-better-material-for-high-speed-electronics.html
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(1123-5) 

【ロボット・AI技術分野】 

 

仮訳 

 

Magnetic 3-D-printed structures crawl, roll, jump, and play catch  

New printing technique could be used to develop remotely controlled  

biomedical devices 

MIT News 

 

ほふく、回転、跳躍、キャッチボールする磁性3Dプリント構造体(米国) 

新しいプリンティング技術が遠隔制御できるバイオ医療デバイス開発の可能性を拓く 

 

Jennifer Chu | MIT News Office  

June 13, 2018 

2018年 6月 13日 

本記事に関する Youtubeビデオ 

 
  

左から: Yoonho Kim 氏, Xuanhe Zhao 氏, Hyunwoo Yuk 氏 

写真提供: Melanie Gonick/MIT 

 

http://news.mit.edu/2018/magnetic-3-d-printed-structures-crawl-roll-jump-play-catch-0613
http://news.mit.edu/2018/magnetic-3-d-printed-structures-crawl-roll-jump-play-catch-0613


NEDO 海外レポート NO.1123, 2018.11.09. 

 

15 

 

MITのエンジニアらは、操り人形が糸なしで動くように、磁気波で動作を制御できるソフ

トな３Dプリント構造体を開発した。 

 

この磁気で操作することができる多彩な３Dプリント構造体は、皺を寄せる滑らかな表面

のリング、固く閉じる長尺の管、自動で折り畳まるシートや、ほふく、回転、跳躍し、移

動中のボールをキャッチできる速さで素早く閉じるクモのような「手」、などである。また、

微小な丸薬を包んで卓上を移動するように制御させることもできる。 

 

研究者たちは、それらの構造物を、磁性の微細粒子を含んだ新タイプの３Dプリントイン

クを使用して作製した。３Dプリンターのノズルに取り付けた電磁石が、ノズルを通じて

インクを射出する際に、磁性粒子を単一方向に揃える。３Dプリント構造体内の個別部分

での磁性配向を制御することにより、多数の個別部分が外部磁場に反応して、複雑な形状

へのほぼ即時的な変化や、様々な挙動が可能な構造体やデバイスを作製することができる。 

 

マサチューセッツ工科大学機械工学部・土木環境工学部内のNoyce Career Development

准教授、Xuanhe Zhao氏は、研究チームの技術を、磁気制御するバイオ医療デバイスの作

製に使用できるかもしれない、と言う。 

 

「私たちは、バイオ医療の分野で、この技術の応用が期待できると考えています。」と、

Zhao氏は言う。「たとえば、構造体を血管周囲に配置して血液循環の制御をしたり、磁気

によるデバイスの誘導で消化器官を撮像したり、細胞サンプルを抽出したり、妨害物を除

去したり、または、特定の薬を特定の場所へ運んだりすることができます。設計とシミュ

レートの後に、プリントをするだけで、様々な機能を備えた構造体を作製できるのです。」 

 

Zhao氏と研究チームの研究結果は、本日『Nature』誌に掲載された。共著者には、Yoonho 

Kim氏、 Hyunwoo Yuk 氏、MIT 及び Shawn Chester of the New Jersey Institute of 

Technologyの Ruike Zhao氏等がいる。 

 

移動するフィールド 

 

同研究チームが開発した磁気を利用して制御する構造体は、柔軟な成形用材料で、様々な

機械的手段により変形したり動き回るように設計された、ソフトな駆動装置に分類される。

例えば、ハイドロゲルデバイスは、温度や pH が変化すると膨張し、形状記憶ポリマーや

液晶エラストマーは、熱や光といった十分な刺激が加わると変形し、空気圧や水圧デバイ

スは、空気や水の注入により作動し、誘電エラストマーは、電圧により伸張する。 

 

しかし、ハイドロゲルデバイス、形状記憶ポリマー、液晶エラストマーは、反応が遅く、
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変形には数分から数時間がかかる。空気や水で稼働するデバイスは、ポンプにつなぐため

の接続チューブが必要であり、遠隔操作アプリケーションには、非効率である。誘電エラ

ストマーには、通常、1,000ボルトを超える高電圧を要する。 

 

「人体のような密閉空間で、操作ワイヤーなしで特定のタスクを実行できるソフトロボッ

トの候補となれるようなものは、ありません。」Kim氏は言う。「だからこそ、この磁気ア

クチュエーションの発想には、とても大きな望みがあるのです。なぜならば、迅速に、強

力に、人体に無害で、遠隔操作ができるからです。」 

 

他の研究グループでも、磁気で作動する材料を開発しているが、それらの動作は、比較的

簡素なものである。ほとんどの場合、研究者たちは、液体ポリマーに電磁ビーズを混合し

て、それを型に流し込み、材料が固まったら、型から構造体をはずす前に磁場にさらすこ

とで、ビーズを均一に磁気化する。 

 

「今までは、引き延ばしたり、縮んだり、曲げたりできる構造体しか作ってきませんでし

た。」と、Yuk氏は語る。「課題となっているのは、どのようにして、構造体やロボットを、

より複雑なタスクができるように設計するか、ということなのです。」 

 

ドメインゲーム 

 

研究チームは、均一な配向の磁性粒子をもつ構造体ではなく、様々な磁性粒子の配向を有

する、構造中の個別部分である磁性「ドメイン」の作製方法を探求した。外部磁場にさら

されると、それぞれの個別部分は異なった動きをし、その動きは磁場に反応して粒子が動

く方向によって決まる。このようにして、研究チームは、３Dプリント構造体のより複雑

な接合と挙動の実現可能性を予測した。 

 

研究者らによる新しい３Dプリンティングプラットフォームでは、構造体の個別部分（ド

メイン）をプリントすることができ、プリンターのノズルを取り巻く電磁石の方向を変え

ることで、特定ドメインの磁性粒子の配向を、プリント中に調整できる。 

  

研究チームはまた、プリント構造体が磁場によってどのように形を変えるか、について予

測する物理モデルを開発した。構造体の弾性や、構造体中のドメインのパターン、外部磁

場の加えられ方などによって、構造体全体がどのように変形し、挙動したりするかを予測

する。Ruike 氏は、同モデルでの予測が、研究チームによる様々なプリント構造体で実験

した結果と、ほぼ一致することを確認した。 

 

皺寄せリング、自己開閉する管やクモのような「手」などに加えて、研究チームは他の複
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雑な構造体、たとえば 2方向に素早く伸縮する「オーセチックな」構造体などをプリント

した。また、Zhao氏と同僚たちは、電気回路装置と赤・緑の LEDライトが埋め込まれた

リングもプリントした。外部磁場の配向性によって、リングが変形し、プログラムされた

通りに赤や緑に発光する。 

 

「私たちは、誰でも使用できるプリンティングプラットフォームと予測モデルを開発しま

した。各々が構造体やドメインパターンを自由に設計し、予測モデルで検証し、プリント

して様々な機能を実行させることができます。」と、Zhao氏は言う。「構造体やドメイン、

磁場の複合的な情報をプログラムすることによって、ロボットのようなインテリジェント

マシーンなどもプリントすることが可能です。」 

 

ジョージア工科大学機械工学教授の Jerry Qi氏は、この研究グループの設計は、特にバイ

オ医療の分野において、高速で遠隔操作可能なソフトロボティックスを実現する、という。 

 

「この研究はとても画期的です。」と、同研究には加わっていなかった Qi氏は言う。「人体

の中や、簡単にはアクセスできないような部分などに、ソフトロボットを使用することが

できるのです。今回発表の論文で報告されたテクノロジーを使用すれば、ワイヤリングを

使用することなく、外から身体に磁場を加えることができます。この高速な反応スピード

によって、ソフトロボットは短時間に多量の活動をすることができます。これらのことは、

実用にはとても重要なのです。」 

 

本研究は一部、米国立科学財団(NSF)、Office of Naval Research、およびMIT Institute 

for Soldier Nanotechnologiesが支援した。 

 

  

翻訳：NEDO（担当 技術戦略研究センター 企画課） 

 

出典：本資料は、マサチューセッツ工科大学(Massachusetts Institute of Technology)の

以下の記事を翻訳したものである。 

“Magnetic 3-D-printed structures crawl, roll, jump, and play catch” 
(http://news.mit.edu/2018/magnetic-3-d-printed-structures-crawl-roll-jump-play-catch-

0613)  

(Reprinted with permission of MIT News: http://newsoffice.mit.edu/) 

http://news.mit.edu/2018/magnetic-3-d-printed-structures-crawl-roll-jump-play-catch-0613
http://news.mit.edu/2018/magnetic-3-d-printed-structures-crawl-roll-jump-play-catch-0613
http://newsoffice.mit.edu/
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(1123-6) 

【電子・情報通信分野】 

 

仮訳 

 

 

広範囲の健康状態をモニタリングする低コストのプラスチック 
センサー(英国) 
2018年 6月 22日 

 

 

 

国際共同研究チームは、外科合併症や神経変性病などの広範囲にわたる健康状態を診断し

たり、モニタリングしたりするのが可能な、半導体プラスチックを使用した低コストのバ

イオセンサーを開発した。 

 

このバイオセンサーは、汗や涙、唾液や血液中の乳酸塩やグルコース等の重要な代謝物の

量を測定し、診断デバイスに統合すれば、より迅速、安価でかつ正確な健康状態のモニタ

リングが可能となる。この新しいデバイスは、今までのセンサーに比べるとかなりシンプ

ルに設計されており、健康状態を細胞質レベルまでモニタリングすることができるとい

う、広範囲に渡った新しい可能性を秘めている。本研究結果は、『Science Advances』誌

に掲載された。 

 

このデバイスは、英・ケンブリッジ大学とサウジアラビア・アブドラ王立科学技術大学

（KAUST）が率いる共同研究チームが開発した。現在使用されているような半導体プラス

チックは、太陽電池やフレキシブルエレクトロニクス用途に開発されているが、生物学的

応用分野の利用にはまだ広まりが見られない。 

 

「私たちの研究では、センシング材料に酵素を使用した従来の電気化学バイオセンサーの
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様々な制約を克服しました。」と、論文の筆頭著者であるケンブリッジ大学化学工学・バイ

オテクノロジー研究科ポスドク研究員のアナ・マリア・パッパ (Anna-Maria Pappa)氏は

言う。「従来のバイオセンサーでは、センサー電極とセンシング材料間の通信があまり効率

的ではなく、信号を伝達促進・強化する分子ワイヤを追加することが必須でした。」 

 

パッパ氏と同僚たちは、同センサーを作製するために、インペリアル・カレッジ・ロンド

ンが開発した、電気化学反応で発生する電子を直接受け取る分子ワイヤとして機能する、

新しく合成されたポリマーを使用した。同材料は、汗や涙、血液等の液体に接触すると、

イオンを吸収して膨張し、液体と融合する。これにより、金属電極を用いた従来のセンサ

ーを大幅に上回る高感度が可能となる。 

 

また、同センサーをトランジスタ等のより複雑な回路に統合すると、小型のデバイスサイ

ズにもかかわらず信号が増幅されて、代謝物質濃度の微量な変化に反応する。 

 

センサー初期試験では、フィットネスアプリケーションに役立つ乳酸値測定や患者の手術

後の経過観察を実施した。しかしながら、研究者たちによると、センサーは、適切な酵素

を取り込むことにより、グルコースやコレステロール等の他の代謝物質用に、容易に改造

することができるとのことだ。また、センサーが検出可能な濃度範囲は、デバイスの形状

を変更することで調整できる。 

 

「酵素とのコミュニケーションを強化させることが可能な電子受容ポリマーを利用して、

代謝物質を直接検出することができたのは、今回が初めてです。今までは、容易ではあり

ませんでした。」と、パッパ氏は言う。「このことは、材料を特定の代謝物質と相互作用す

るよう設計できるといった、バイオセンシングに新しい方向性を拓き、従来を大きく上回

るに高感度で高精密度のセンサーを作製することにつながるでしょう。」 

 

同バイオセンサーは、金や白金などを使用していないため、より低コストで製造でき、フ

レキシブルでストレッチャブルな基板に容易に取り込め、ウェアラブル端末や埋め込み式

のセンシングアプリケーションで使用できる。 

 

「埋め込み可能なデバイスは、発作の発生中やその直前など、ストレス下での脳の代謝活

動をリアルタイムで観測して、発作予測や治療評価を実施する、などといったことを可能

にします。」と、パッパ氏は語る。 

 

研究者たちは今後、人間の細胞の代謝活動を、身体外でリアルタイムにモニタリングする

センサーを開発する予定だ。パッパ氏が所属するバイオ電子システム技術グループ(The 

Bioelectronic Systems and Technologies group)では、人間の臓器を正確に模倣できるモ
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デル開発に加え、それらをリアルタイムに精密に評価する技術の開発に焦点をおいている。

今回開発されたセンサー技術で同モデルを使用すれば、薬品の効能や毒性の試験に利用で

きる。 

 

この研究は、Marie Curie Foundation、KAUST Office of Sponsored Research、 

Engineering and Physical Sciences Research Council が資金を提供した。  

 

参考資料： 

A.M. Pappa et al. ‘Direct metabolite detection with an n-type accumulation mode 

organic electrochemical transistor.’ Science Advances, (2018). 

DOI: 10.1126/sciadv.aat0911 

 

  

翻訳：NEDO（担当 技術戦略研究センター 企画課） 

出典：本資料は、ケンブリッジ大学(University of Cambridge)の以下の記事を翻訳した

ものである。 

“Low-cost plastic sensors could monitor a range of health conditions” 
(https://www.cam.ac.uk/research/news/low-cost-plastic-sensors-could-monitor-a-range-

of-health-conditions)  

(Reprinted with permission of the University of Cambridge) 

https://www.cam.ac.uk/research/news/low-cost-plastic-sensors-could-monitor-a-range-of-health-conditions
https://www.cam.ac.uk/research/news/low-cost-plastic-sensors-could-monitor-a-range-of-health-conditions
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(1123-7) 

【ナノテクノロジー・材料分野】 

 

仮訳 

 

 

 

ヒート・イズ・オフ：UCLAエンジニアらが世界最高効率の熱管理用
半導体材料を開発（米国） 

2018 年 7 月 18 日 

 

新しい材料は、従来の材料より、ホットスポットの熱をより速く逃がす。このことは、

コンピューターチップの動作やエネルギー効率化に劇的な向上を見出す。 

 

コンピューターチップの動作を遅くする「ホットスポット」を改善しようと、UCLA のエ

ンジニアたちは、他に知られている半導体や金属材料に比して、より効果的に廃熱を引き

寄せて放散させる、無欠陥ヒ化ホウ素という新しい半導体材料を開発した。 

 

これは、コンピューター・プロセッサーや他の電子機器、また LED といった光ベースの

デバイスなどの温度調節に、大きな革新をもたらす。 

 

 

 

 

この研究論文は、『Science』誌に掲載された。主任研究員は、UCLA の機械・航空工学専

門、ヨンジー・フー(Yongjie Hu) 准教授。 

 

コンピューター・プロセッサーは、ナノメーターサイズへの微細化が進んでおり、現在で

は、単一チップに何十億個ものトランジスタが搭載されている。この現象は、ムーアの法

UCLA機械・航空工学専門 Yongjie Hu,准教授 

 

http://science.sciencemag.org/content/early/2018/07/03/science.aat5522
https://www.mae.ucla.edu/yongjie-hu/
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則によって説明されており、それは、単一チップのトランジスタの数が約 2 年ごとに倍増

するというものだ。各世代の微細化したチップは、コンピューターを高速化、高機能化さ

せ、より多くの作業を可能にしている。しかし、より多くの仕事量は、より多くの熱を発

生することを意味する。 

 

電子機器の熱の管理は、エレクトロニクスの性能最適化における大きな課題の一つである。

高熱は、次の二つの理由により問題である。まず、トランジスタサイズの微細化により、

熱発生量が同じ面積で増加する。この高熱は、プロセッサのスピードを遅くし、特に、熱

が集中して温度が上昇するチップの「ホットスポット」では、プロセッサの速度が低下す

る。また、このようなプロセッサの冷却には、大量のエネルギーを消費する。まずもって、

CPU の熱の発生を抑えることができれば、作動速度の向上や冷却に要するエネルギー量

の低減の可能性が見込めるのだ。 

 

 

 

 

 

UCLA の本研究は、材料の設計や作製、予測モデリング、そして温度の精密測定といっ

た、Hu 氏と学生たちによる長年の研究の積み重ねの結果である。 

 

写真：ホットスポット箇所を表示したコンピューターチップの回路図（下）、無欠陥ヒ化ホウ素の電子顕微鏡図（中）、

ヒ化ホウ素の回析パターン図（上）          写真提供：Hu Research Lab/UCLA Samueli 
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UCLA 研究チームが初めて開発した、無欠陥ヒ化ホウ素は、記録的に高度な温度調節機

能をもち、現在利用されている炭化ケイ素（SiC）や銅等の材料よりも、3 倍以上速く熱

を伝導するので、ホットスポットに集中しがちな熱は、急速に拡散する。 

 

「この材料は、小さなスマートデバイスから、先進的なコンピューター・データセンター

機器まで、あらゆるエレクトロニクスの大幅な性能向上とエネルギー消費量の低減を促し

ます。」と、Hu 氏は言う。「この材料の半導体特性と実証済みのスケーラビリティにより、

現行の製造プロセスに取り入れられる可能性も高いです。今のコンピューター用の最先端

半導体素材を代替し、電子産業界に革新をもたらすかもしれません。」 

 

本研究の共著者は、UCLA の Hu 研究室の大学院生、Joonsang Kang 氏、Man Li 氏、 

Huan Wu 氏、Huuduy Nguyen 氏である。 

 

電子や光通信のデバイスへの影響に加えて、本研究は、材料中の熱移動に関する新たな基

本原理を提示した。 

 

「この成功は、新しい材料開発にあたって、実験と理論を組み合わせたことによる力を実

証しました。私は、このアプローチが引き続き、エネルギーやエレクトロニクス、光通信

など、様々な分野の科学フロンティアを押し進めていく可能性があると信じています。」

と Hu 氏は言う。 

 

本研究は、National Science Foundation、Air Force Office of Scientific Research、

American Chemical Society’s Petroleum Research Fund、UCLA’s Sustainable LA 

Grand Challenge、および Anthony and Jeanne Pritzker Family Foundation の支援を

受けた。 

 

 

翻訳：NEDO（担当 技術戦略研究センター 企画課） 

出典：本資料は、カリフォルニア大学ロスアンゼルス校サミュエリ工学部(UCLA 

Samueli School of Engineering)の以下の記事を翻訳したものである。 

“The heat is off: UCLA engineers develop world’s most efficient semiconductor material 

for thermal management” 

(https://samueli.ucla.edu/the-heat-is-off-ucla-engineers-develop-worlds-most-efficient-

semiconductor-material-for-thermal-management/  

(Reprinted with permission of UCLA Samueli School of Engineering)  

http://www.hu.seas.ucla.edu/
https://samueli.ucla.edu/the-heat-is-off-ucla-engineers-develop-worlds-most-efficient-semiconductor-material-for-thermal-management/
https://samueli.ucla.edu/the-heat-is-off-ucla-engineers-develop-worlds-most-efficient-semiconductor-material-for-thermal-management/
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(1123-8) 

【電子・情報通信分野】 

 

仮訳 

Introducing the latest in textiles: Soft hardware 

Researchers incorporate optoelectronic diodes into fibers and 

 weave them into washable fabrics. 

MIT News 

 

テキスタイルの最先端： ソフトなハードウェア (米国) 

オプトエレクトロニック・ダイオードを繊維に埋め込んで洗えるファブリックを作る 

 

David L. Chandler | MIT News Office  

August 8, 2018 

2018年 8月 8日 

本記事に関する Youtubeビデオ 

 
 

MIT と AFFOAの研究者らが初めてエレクトロニクスを埋め込んだファイバーを開発。同ファイバーは極めてフレキ

シブルなため、柔らかなファブリックに織り上げ、ウェアラブルな衣料の作製ができる。 

写真: 研究者らが提供  

http://news.mit.edu/2018/optoelectronic-diodes-fibers-fabrics-soft-hardware-0808
https://youtu.be/cukWPV4PUSo
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織物や繊維の開発における最先端は、身に着けることができるソフトなハードウェアのよ

うな、エレクトロニクスデバイスが埋め込まれた布地である。 

 

MIT の研究者たちが、LED や光検出ダイオードを含む高速オプトエレクトロニクス半導

体デバイスを埋め込んだ繊維（ファイバー）を開発し、アメリカ・サウスカロライナ州の

Inman Mills が、そのファイバーを柔らかく洗濯可能な布地に織り上げて、通信システム

を作製した。これは、最新のエレクトロニクスで鍵となる要素である、長年の目標であっ

た半導体デバイスを組み込んだ「スマートな」布地開発を達成したことになり、それは、

高度な機能をもつ布地の開発において、今まで欠けていた部分であった。 

 

研究者たちによると、この発見は、繊維における新しい「ムーアの法則」を引き出すもの

であると言う。まさに、マイクロチップの能力が数十年において成長してきたように、繊

維の能力が、時間とともに急速かつ飛躍的に向上する、ということだ。 

 

この研究論文は、今週、MITの元大学院生、Michael Rein氏と彼の研究アドバイザーの

MIT materials science and electrical engineering 教授で AFFOA (Advanced 

Functional Fabrics of America)CEOの Yoel Fink 氏、そしてMIT、 AFFOA 、Inman 

Mills 、スイス・ローザンヌ工科大学(EPFL)、 Lincoln Laboratoryなどの研究チームに

よって、『Nature』誌に発表された。 

 

光ファイバーは、従来、本質的に繊維のスケールアップモデルである「プリフォーム」と

よばれる円柱形の物体を作製し、それを加熱することで製造される。柔らかくなったプリ

フォームを、張力で下方に引き延ばしてできた繊維をスプールに巻き取る。 

 

この新たな繊維作製における重要なブレイクスルーは、プリフォームに砂粒の大きさの発

光半導体ダイオードと、髪の毛ほどの幅の一対の銅ワイヤーを加えたことにある。繊維の

線引きプロセスにおいて炉中で加熱されると、ポリマープリフォームが部分的に液化し、

銅ワイヤーでつながれたダイオードが中央に並ぶ長い繊維を形成する。 

 

同ファイバーの、固体コンポーネントは、標準的なマイクロチップ技術を使用して作製さ

れた、LEDと光センシングダイオードという 2種類の電気ダイオードである。「デバイス

とワイヤーの両方は、周りのすべてが縮んでも、元の寸法を維持します。」と、Rein氏は

言う。完成した繊維を織って布地を作り、衣料として可能な素材であることを、10回洗

濯することで実証した。 

 

「このアプローチは、繊維作製の工程において、新しい洞察を加えるものです。」と、本

論文の筆頭著者であり、新工程へと導く概念を開発した Rein氏は言う。「繊維を全て液
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状から線引きするかわりに、私たちは、微粒子状のデバイスと、細い金属ワイヤーを一緒

に混合しました。」 

 

繊維自体に機能を埋め込むことが有利な点の一つは、作製された繊維の防水性である。こ

れを実証するために、研究チームは、この光検出ファイバーを一部、水槽に配置した。水

槽の外側にあるランプは、水を通して、高速の信号形式で音楽（この状況に適した、ヘン

デルの「水上の音楽」）を、水槽の中の繊維に伝えた。水槽の中の繊維は、光のパルスを

裸眼には継続した光に見えるほどの高速で電気信号に変換し、その後、音楽に変換した。

同繊維は水中で、数週間性能を維持した。 

 

原理は単純であるように思えるが、継続的な機能を保ち、繊維を安定して量産できるよう

にするには、長く困難なプロセスであった。Jason Cox氏と Chia-Chun Chung氏が率い

る AFFOAのスタッフは、生産量、処理量、および全体的な信頼性の向上のための道筋を

拓き、同繊維を産業化する準備を整えた。同時に、Inman MillsのMarty Ellis氏は、従

来型の産業製造規模の織り機を使用して、この繊維を布地に織る技術を開発した。 

 

「この論文では、半導体デバイスを繊維に埋め込むためのスケーラブルな手段について説

明しています。私たちは、将来における繊維版の「ムーアの法則」の出現を期待している

のです。」と、Fink は言う。「私たちはすでに、通信や光、生理学的モニタリングなどに、

繊維の基本的な能力を拡張し得ています。この先、繊維は、ただ美しさや着やすさのみで

選ばれるのではなく、より付加価値を備えたサービスを提供することになるでしょう。」 

 

この技術を取り込んだ最初の商品は、来年にも市場に出るのではないか、と Fink 氏は言

う。研究開発から商品化までの展開が、類を見ない速さだ。そのような速い展開が、そも

そも、AFFOA のような産官学間の協力体制を確立した理由の重要な部分であったのだ、

と彼は言う。この繊維の最初のアプリケーションは、通信や安全維持に特化した商品とな

る。「これは、初の繊維情報システムとなるでしょう。私たちは今、前例のないスピードと

規模で、国内の生産者や産業にこの技術を移行しようとしているところです。」と、Fink

氏は言う。 

 

Fink氏によると、商業アプリケーションの他にも、AFFOAを支援する主要な組織である

アメリカ国防総省が「この技術を、兵士たちへ適用できないか模索中。」とのことだ。 

 

通信の他にも、同繊維はバイオ医療分野においても有意義なアプリケーションが可能であ

る、と研究者たちは言う。例えば、同繊維によるデバイスは、心拍数や血中の酸素レベル

を測定するリストバンドの作製や、治療の経過を継続的にモニタリングする絆創膏などに

織り込むことができるかもしれない。 
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本研究は、MIT Materials Research Science and Engineering Center (MRSEC)の

MRSEC Program of the National Science Foundation、U.S. Army Research 

Laboratory 及び U.S. Army Research Office による Institute for Soldier 

Nanotechnologies、そして、Assistant Secretary of Defense for Research and 

Engineering より一部支援を受けた。 

 

 

翻訳：NEDO（担当 技術戦略研究センター 企画課） 

出典：本資料は、マサチューセッツ工科大学(Massachusetts Institute of Technology)の

以下の記事を翻訳したものである。 

“Introducing the latest in textiles: Soft hardware – Researchers incorporate 

optoelectronic diodes into fibers and weave them into washable fabrics” 
(http://news.mit.edu/2018/optoelectronic-diodes-fibers-fabrics-soft-hardware-0808)  

(Reprinted with permission of MIT News: http://newsoffice.mit.edu/) 

http://news.mit.edu/2018/optoelectronic-diodes-fibers-fabrics-soft-hardware-0808
http://newsoffice.mit.edu/
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(1123-9) 

【バイオテクノロジー分野】 

 

仮訳 

 

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(米国) 

-工学科学者たちがバクテリアを使用し従来より強く丈夫な生合成のシルク糸を作製 

2018 年 8 月 20 日  

 

 

 

スパイダーシルクは、合金鋼と同等の強度と、防弾繊維のケブラーをも上回る靭性を有す

る、自然界で最も強くて丈夫な素材である。スパイダーシルクの比類ない強度と靭性によ

り、手術用極細縫合糸や防弾衣料など様々なアプリケーションでの利用が求められている。

しかし、クモの縄張り作りや共食いなどの習性のため、天然のスパイダーシルクの大量生

ワシントン大学のエンジニアたちは、天然のシルク同様の強度をもつ生合成シルクを作製するバクテリアを開発。 

写真：Christopher Bowen 
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産は不可能であり、残念ながらそれには至っていない。 

 

これまで、何らかの形態のスパイダーシルクが作製されているが、天然シルクの特性を多

く備えたシルクの設計はできていなかった。 

今回、それを実現した。 

 

ワシントン大学セントルイス校工学・応用科学研究科

(School of Engineering & Applied Science)の研究者たち

は、重要な性能全てにおいて天然のスパイダーシルクに匹

敵する生合成スパイダーシルクを作るバクテリアを開発

した。そして、今後の可能性について、非常に興味深い発

見をした。 

 

8 月 20 日発行の『Biomacromolecules』誌に掲載された

この新しい研究では、現在最高強度を持つものの約 2 倍の

重量の合成シルクにおいても、分子が大きいほどシルクが

強靭であるという、スパイダーシルクの引張強度と靭性が分子の重量と正の相関関係にあ

ることを報告している。 

 

「この相関性については、より小さいサイズのタンパク質においてのみ、すでに知られて

いました。私たちは、このように大きなサイズのタンパク質でも、確実な相関性があるこ

とを発見しました。」と、ワシントン大学セントルイス校工学・応用科学研究科(School of 

Engineering & Applied Science)准教授の Fuzhong Zhang 氏は言う。 

 

生合成スパイダーシルク開発における最大の課題の一つは、十分な大きさのタンパク質を

作製することであった。この課題は極めて甚大であるため、全く新しいアプローチを要し

た。 

 

「私たちはまず、他の研究者がすでに実験済みの、遺伝子の繰り返し配列を作製するとこ

ろから始めました。」と Zhang 研究室の Ph.D.大学院生、Christopher Bowen 氏は言う。

DNA 配列は、シルクタンパク質を作製するクモの配列をモデルにした。理論的には、この

配列を繰り返すほど、タンパク質が大きくなる。 

 

Zhang 氏 

https://engineering.wustl.edu/
https://pubs.acs.org/doi/full/10.1021/acs.biomac.8b00980
https://engineering.wustl.edu/Profiles/Pages/Fuzhong-Zhang.aspx


NEDO 海外レポート NO.1123, 2018.11.09. 

 

30 

 

しかし、DNA 配列が、ある一定の大きさに達した後、

「バクテリアが処理できなくなり、配列を細かく切

断してしまう。」と Bowen 氏は言う。これは、今ま

でにも何度も遭遇した課題であった。Bowen 氏と共

著者らは、この長年の障壁を克服するために、シル

クの DNA に短い遺伝子配列を加えて、タンパク質

間の化学反応を促しそれらを融合させ、これまでで

最大となる、純度の高いタンパク質を生成した。 

 

「私たちは、これまでに作製されたものの 2 倍のサ

イズのタンパク質を作製しました。」と、Bowen 氏

は言う。従来の一番大きな生合成スパイダーシルク

タンパク質は、285 kDa であるところ、このシルク

タンパク鎖は、556 kDa だ。稀により大きなものも

あるが、天然のシルクタンパク質でも、通常は 370kDa である。 

 

Bowen 氏と共著者は、その後、非常に大きな生合成シルクタンパク質で人間の毛髪の直径

の約 1/10 サイズの繊維を作り、その機械的特性を試験した。この生合成シルクは、引張強

度（繊維の切断に必要な最大強度）、靭性（切断前の繊維が吸収する総エネルギー）、そし

て、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

ものである。 

 

Zhang 研究室では今後、生合成シルク繊維を、産業

利用されている様々な石油系生合成繊維の代替とし

ての位置づけを試みる。 

 

「私たちは、この生成プロセスを、更に扱いやすく、

化学物質の使用量を減らして、信頼性と効率性を高

め、よりスケーラブルで経済的なものにすべく研究

を続けます。」 

 

Zhang 研究グループはまた、この新アプローチの制

限についても、調査を進める予定だ。彼らの研究結

果は、天然のスパイダーシルクの性能を完全に再現

する初めての生合成シルク繊維の作製に加えて、よ

り大きなタンパク質を作製すれば、繊維の強度や靭

力度がさらに向上することを強く示唆している。 

 
バイオ生合成シルク 

写真提供：Christopher Bowen  

 

 
ワシントン大学のエンジニアたちは、天

然同様な強度のバイオ生合成シルクを

生成するバクテリアを開発した。 

写真：Christopher Bowen 
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ワシントン大学セントルイス校工学・応用科学研究科(The School of Engineering & 

Applied Science at Washington University in St. Louis)では、新しい収束的パラダイム

を通じた知的成果を集約し、特に医療、健康、エネルギーと環境、企業家精神と安全保障

に応用して強みを築く。96.5 人のテニュア/テニュア・トラックと新しく 28 人の常勤教

員、1,300 人の学部生、1,200 人の大学院生および 20,000 人の卒業生をそろえ、分野や

国境を越えた学術的・産業的なパートナーシップを活用し、21 世紀の最大のグローバル

チャレンジの解決に貢献する。 

本研究は Air Force Office of Scientific Research の Young Investigator Program (grant 

no. FA95501510174)、NASA’s Space Technology Research Grants Program の Early 

Career Faculty grant (grant no. NNX15AU45G)、そして、National Institutes of 

Health, (grant no. P41EB002520) の支援を得た。 

SCHOOL OF ENGINEERING & APPLIED SCIENCEBIOSYNTHETIC 

SILKDRAGLINE SILKSPIDER SILK 

問い合わせ先： Brandie Jefferson 

 

  

翻訳：NEDO（担当 技術戦略研究センター 企画課） 

出典：本資料は、ワシントン大学セントルイス校(Washington University in St. Louis) 

の以下の記事を翻訳したものである。 

“Bigger proteins, stronger threads: Synthetic spider silk” 

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

silk/) 

(Reprinted with permission of Washinton University in St. Louis) 

https://www.wpafb.af.mil/News/Article-Display/Article/818861/afosr-awards-grants-to-57-scientists-and-engineers-through-its-young-investigat/
https://www.nasa.gov/feature/nasa-2015-space-technology-research-opportunities-for-early-career-faculty
https://www.nasa.gov/feature/nasa-2015-space-technology-research-opportunities-for-early-career-faculty
https://www.nih.gov/grants-funding
https://www.nih.gov/grants-funding
https://source.wustl.edu/schools/school-of-engineering-applied-science/
https://source.wustl.edu/tag/biosynthetic-silk/
https://source.wustl.edu/tag/biosynthetic-silk/
https://source.wustl.edu/tag/dragline-silk/
https://source.wustl.edu/tag/spider-silk/
mailto:brandie.jefferson@wustl.edu
https://source.wustl.edu/2018/08/bigger-proteins-stronger-threads-synthetic-spider-silk/
https://source.wustl.edu/2018/08/bigger-proteins-stronger-threads-synthetic-spider-silk/
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