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78-1 

スウェーデン
王国・リンショ
ーピング大学 

    2019/3/25 

一つ三役のセンサーを実現するセルロースベースの新材料 
(New cellulose-based material gives three sensors in one) 

・ リンショーピング大学が、圧力、温度、湿度の 3 種類のパラメーターを一度に測定するセンサーとし
て機能する、セルロースベースのエアロゲル材料を開発。 
・ このようなマルチパラメーターを測定する機能は、在宅患者のモニタリング、ロボティクスや機能性
テキスタイル等、多くのアプリケーションにて有用だが、単一回路上に複数のセンサーを統合するには
種々の技術的課題があった。 
・ 同新センサーは、イオンと電子の両方を伝導し、その熱電効果を活用するポリマーの弾性エアロゲ
ル材料を開発することで実現。 
・ 同新材料は、セルロースのナノファイバーとポリチオフェン系導電性ポリマー(PDOT:PSS)を水で混
合し、真空中でフリーズドライした後にポリシランを添加して弾性を付与したスポンジ状のエアロゲル。
同材料に電位をかけると一般的な抵抗器のように電流は直線的に増加し、圧力をかけた場合には電
気抵抗が低下して電流が流れやすくなる。 
・ 同材料ではまた、材料両端の冷温差が大きいほど電圧が高くなる熱電効果の活用により温度変化
も測定できる。湿度の測定では、温度の高い端から低い端へのイオンの移動速度を利用。イオンの移
動速度は湿度に影響を受けるため、イオンが移動しない場合では湿度がゼロとなる。 
・ 温度勾配を示す電子と湿度レベルを示すイオンの熱電反応がそれぞれ異なる速度で起こるため、 
時間経過に対する電気信号を追跡することでそれらを区別できたことが同技術の新規点。また、3 種
類の信号を個別に読み取る方法も開発した。 
・ 同センサーの IoTでの活用、複雑化の回避と製造コスト低減の可能性が期待できる。さらに、デリケ
ートな製品のパッケージングでの使用も考えられる。 
・ クヌート＆アリス・ヴェレンベリ財団 の Tail of the Sun project、Wallenberg Wood Science Center、
Vinnova Digital Cellulose Center およびリンショーピング大学 AFM における先進的な機能性材料開発
への同国政府による戦略的投資が本研究に資金を提供した。 

URL:  https://liu.se/en/news-item/nytt-cellulosa-baserat-material-ger-tre-sensorer-i-en  

（関連情報)  

      

Advanced Science 掲載論文(フルテキスト） 

A Multiparameter Pressure–Temperature–Humidity Sensor Based on Mixed Ionic–Electronic 
Cellulose Aerogels 

URL:  https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/advs.201802128  

  

海外技術情報(2019年 5月 24日号) 
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78-2 

英国・ウォーリ
ック大学 

    2019/4/1 

高耐久性の光滑剤やフロントガラス、ディスプレーに使用できる透明なポリエチレンフィルムをアルミ
並みに強化する新技術 
(New technique to make transparent polythene films as strong as aluminium that could be used in 
impact resistant glazing, windscreens, and displays) 

・ ウォーリック大学の WMG(ウォーリック・マニュファクチャリング・グループ）とロンドン大学クイーン・メ
アリーが、アルミニウムのように強靭だが超軽量の透明なポリエチレンフィルムの製造技術を開発。 
・ 同新材料の使用することで、光滑剤、フロントガラス、サンバイザーやディスプレーの耐久性を向上
させながらガラスのような透過性を維持しつつ軽量化が図れる。 
・ 重く割れやすいガラスの代替として、透明プラスチック材料であるポリカーボネート(PC)やポリメタク
リル酸メチル樹脂(PMMA)が注目されているが、アルミニウムのような工学材料に比べるとこれらの材
料では機械的性能が不十分。 
・ 高密度ポリエチレン(HDPE)の温延伸による、高強度プラスチックフィルムを製造する現行技術によ
り、金属のような従来の工学材料を超える材料が製造できる。  
・ 延伸前のポリマーの微細構造は茹でたスパゲティーに例えられるような状態であるが、延伸後にポ
リマー分子がまっすぐな乾麺のように整列することで、ポリマーの強度が向上する。 
・ ただし、延伸処理したポリエチレン材料は、延伸プロセスで発生する欠陥や空隙により半透明にな
る。これにより機械的特性と光透過性の両方を必要とするアプリケーションが制限される。 
・ 添加剤を使用することで高強度と 90%の透過性を獲得した例もあるが、今回、添加剤を使用するこ
となく HDPEに強度と剛性を付与しながら透過性を保持する製造後工程技術を新たに開発した。 
・ 同技術では、HDPEの溶融温度を下回る温度領域にて HDPEポリエチレンシートを延伸することで、
90%の透過性を達成。強度と透過性の最適なバランスが、90℃から 110℃の間の延伸温度で得られる
ことがわかった。 
・ このような透過性は、高温度の延伸による分子鎖移動の促進によりシートの欠陥が発生せず、欠
陥で起こる光の散乱が低減することで得られる。 
・ 同新材料のヤング率は 27GPa、延伸方向における最大引張強度は 800MPa で、PC と PMMA のそ
れらの 10 倍超（参考としてアルミニウムのヤング率は 69GPa、航空機グレードのアルミニウム合金の
引張強度は最大で約 500MPa）。ポリエチレンの密度は 1000kg/㎥を下回り、アルミニウムでは約
2700kg/㎥であるため、重量ベースでは透明フィルムが性能を上回る。 

URL:  https://warwick.ac.uk/newsandevents/pressreleases/new_technique_to  

（関連情報)  

      

Polymer 掲載論文(アブストラクトのみ：全文は有料） 

Glass-like transparent high strength polyethylene films by tuning drawing temperature 

URL:  https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0032386119302605?via%3Dihub  

78-3 

スウェーデン
王国・リンショ
ーピング大学 

    2019/4/1 

新しいポリマー混合物で超高感度熱センサーを作製 
(New polymer mixture creates ultra-sensitive heat sensor) 

・ リンショーピング大学の Laboratory of Organic Electronics、チャルマース工科大学、シュトゥットガル
ト・メディア大学(ドイツ）およびケンタッキー大学(米国）が、フレキシブル、透明でプリント作製できる超
高感度熱センサーを開発。 
・ 材料中の温度差により電圧差が起こる熱電材料をベースに、今回、電荷担体として電子でなくイオ
ンを利用する熱電材料を開発。電子では 100μV/Kのところ、イオンによる新材料では 10mV/K と熱電
効果が百倍向上。微小な温度差でも強力な信号を発する。 
・ 同熱電材料は、複数のイオン性ポリマーゲルから成る電解質。p 型ポリマーゲルでは正電荷を帯び
たイオンが、ｎ型ポリマーゲルでは負電荷を帯びたイオンがそれぞれ電流を運ぶ二極性(ambipolar)の
イオン性ポリマーゲル。高導電性の n 型ポリマーゲルはこれまであまりみられなかった。 
・ 同イオン性ポリマーゲルのスクリーン印刷により、微小な温度差を強力な電気信号に変換する高感
度熱センサーを作製。同センサーモジュールは n型レッグと p型レッグが連結した構成。レッグの連結
数で発生する電気信号の強度が決まる。36 本のレッグが連結したモジュールでは、1K の温度差で
0.333Vを発電する。 
・ 透明で柔らかく、プリント作製できる同熱センサーは大面積での使用が可能。傷の治癒状況を示す
絆創膏、電子スキンやスマートビルディングまで幅広いアプリケーションが考えられる。 
・ 本研究には、クヌート＆アリス・ヴェレンベリ財団 の Tail of the Sun project、Swedish Foundation for 
Strategic Research(SSF)、Swedish Research Council およびスウェーデン・イノベーションシステム庁
(VINNOVA)が資金を提供した。 

URL:  https://liu.se/en/news-item/ny-polymerblandning-ger-superkanslig-varmesensor  

（関連情報)  

      

Nature Communications 掲載論文(フルテキスト） 

Polymer gels with tunable ionic Seebeck coefficient for ultra-sensitive printed thermopiles 

URL:  https://www.nature.com/articles/s41467-019-08930-7  

https://warwick.ac.uk/newsandevents/pressreleases/new_technique_to
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0032386119302605?via%3Dihub
https://liu.se/en/news-item/ny-polymerblandning-ger-superkanslig-varmesensor
https://www.nature.com/articles/s41467-019-08930-7
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78-4 

ｱﾒﾘｶ合衆国・
ﾏｻﾁｭｰｾｯﾂ工
科大学(MIT) 

    2019/4/2 

色と熱特性を分離した材料を開発 
(Researchers tune material’s color and thermal properties separately) 

・ MITが、色と熱がそれぞれ有する特性を個別に設定できる、薄く強靭なポリマー材料を開発。 
・ 熱を反射して涼しさを保つ極薄い黒色フィルムのサンプルを始め、可視光への反応に関わらず赤
外光を反射・吸収する様々な色合いのフィルムを作製した。 
・ 熱を反射するカラフルなビルファサード、窓や屋根、光を吸収して熱を放散するソーラーパネル用カ
バー、衣類やテント、バックパック用の軽量なファブリック等、色が物体の熱収支に及ぼす影響を考慮
することなく、使用する環境に対応して熱を吸収・反射する製品での多様なアプリケーションが期待で
きる。 
・ 熱の放散に優れず硬くて脆く厚みのあるガラスでは、色合いの調整は容易でも熱への反応の調整
が困難。さらに、着色したガラスに特定の方向から太陽光が当たるとホットスポットが発生し、ガラスで
は放散しにくい。熱の伝導・放散がうまくできなければ、熱が材料を損傷する恐れがある。 
・ これらのことはプラスチックの多くにも当てはまる。プラスチックは多様に着色できるが、ほとんどが
熱を収集して捕獲し、反射しない。 
・ エレクトロニクスアプリケーションに向けた、フレキシブルで軽量なポリマーに熱伝導性を付与する
過去の研究において、ポリエチレン等のポリマーを引き伸ばし、熱伝導性が得られるようにその内部
構造が変えられることを発見。今回、この技術に色特性を追加して多機能材料を開発した。 
・ 新ポリマーフィルムの作製では、ポリエチレンのパウダーと化学溶媒の混合物にフィルム着色用の
ナノ粒子を加える。例えば黒色フィルムの作製にはシリコン粒子を、赤、青、緑、黄色のフィルムの作
製では市販の色素を加える。 
・ ナノ粒子を添加したこれらのようなフィルムをロール・ツー・ロール装置で加熱・軟化させて引き伸ば
すとフィルムの透明度が向上し、通常ではからまったスパゲティー状のポリマー鎖がまっすぐに整列し
て並行なファイバーを形成。 
・ 完成したサンプルフィルムをソーラーシミュレーター下に置くと、より多く引き伸ばしたフィルムにおい
て熱の放散が優れることを確認。整列した長いポリマー鎖が熱移動の経路を提供し、これらの直線状
のポリマー鎖に沿って熱源から「バリスティック(弾道的）」にフォノンとして熱が放散することでホットス
ポットの形成を回避する。 
・ また、引き伸ばしを抑えると、からまったポリマー鎖にてホットスポットを形成し、フィルムの保温性
が向上。このように、フィルムを引き伸ばす程度を調整することで、材料の色合いに関係なく熱伝導特
性が調整できる。使用するナノ粒子の選択では、色合いだけでなく、不可視な放射熱との相互作用も
考慮した。 
・ ポリマー材料の色合いと熱特性を、その寸法と内部構造に基づいて計算するアルゴリズムを提供
するウェブサイトの公開を予定。現在、保温・放熱が設計できる軽量な衣類を作る、ナノ粒子を埋め込
んだポリエチレンの織り糸を開発中。 

URL:  http://news.mit.edu/2019/researchers-change-materials-color-thermal-0402  

（関連情報)  

      

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

Optical engineering of polymer materials and composites for simultaneous color and thermal 
management  

URL:  https://www.osapublishing.org/ome/abstract.cfm?uri=ome-9-5-1990  

  

http://news.mit.edu/2019/researchers-change-materials-color-thermal-0402
https://www.osapublishing.org/ome/abstract.cfm?uri=ome-9-5-1990
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78-5 

ｱﾒﾘｶ合衆国・
タフツ大学 

    2019/4/4 

衣類に織り込んでガスを検出するスマートな繊維を開発 
(That’s “sew” smart! Scientists invent threads to detect gases when woven into clothing)  

・ タフツ大学が、ガスを検出すると色が変わるセンサーとして機能する、化学物質反応性色素処理し
た織糸を作製する技術を開発。 
・ 50ppm の極微小粒子を検出する同織糸の色の変化は目視で確認できるが、スマートフォンのカメラ
を使用すればさらに正確に把握できる。このような織糸で作製した衣類は、医療現場、職場や軍事、
救助等で、洗濯して再利用できる手頃な安全ツールとなる。 
・ 揮発性ガスの検出で一般的に利用される電子デバイスの精度を代替するものではないが、テキス
タイルへのガス検出機能の統合により機器使用やそのためのトレーニングが不要となることで、労働
者や財源不足のコミニュティーが容易に入手して利用できる技術と考える。 
・ 本研究では、マンガンベースのテトラフェニルポルフィリン(MnTPP)、メチルレッド(MR)およびブロモ
チモールブルー(BTB)の色素を使用してセンサー機能を概念実証。MnTPP と BTB はアンモニアを、
MR は塩化水素を検出する。これらのガスはクリーニング用品や化学物資の生産において排出され
る。 
・ 3 段階のプロセスで織糸に色素を閉じ込める。まず織糸を色素に浸し、次に酢酸で処理して織糸の
表面を粗くして繊維を膨張させ、染料と織糸の間の結合相互作用を促進し、最後にポリジメチルシロ
キサン(PDMS)で処理して織糸と染料を封じ込めるシーリングを作る。 
・ フレキシブルなこのシーリングは疎水性で洗濯による色素の浸出を防ぐ一方で、PDMS はガスを浸
透させるため、分析対象物が反応性色素に届く。水に溶けたアンモニアを水中で検出することも可
能。スマートなファブリックとして石油・天然ガス堀削での CO2 や揮発性有機化合物検出に利用でき
る。色素は洗濯や水中で利用しても希釈せず、定量化の可能な検出を継続して実施できる。 
・ 分光法での測定と同様に、織糸に閉じ込めた色素の色がガス濃度に比例して変化。スマートフォン
によるガス検出と色の変化の定量化や複数の織糸と色素を使用したカラーシグネチャの読み取りも可
能なため、検出をスケールアップして多数の分析対象物の同時測定や比色による特定もできると考え
る。 
・  本研究には、米国科学財団 (NSF)の Institutional Graduate and Research Traineeship(DGE-
1144591) for R.O.が資金を提供した。 

URL:  
https://now.tufts.edu/news-releases/s-sew-smart-scientists-invent-threads-detect-
gases-when-woven-clothing  

（関連情報)  

      

Scientific Reports 掲載論文(フルテキスト） 

Colorimetric Gas Sensing Washable Threads for Smart Textiles 

URL:  https://www.nature.com/articles/s41598-019-42054-8  

  

https://now.tufts.edu/news-releases/s-sew-smart-scientists-invent-threads-detect-gases-when-woven-clothing
https://now.tufts.edu/news-releases/s-sew-smart-scientists-invent-threads-detect-gases-when-woven-clothing
https://www.nature.com/articles/s41598-019-42054-8
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【電子・情報通信分野】  

78-6 

スイス連邦工
科大学ローザ
ンヌ校(EPFL) 
(ローザンヌ工
科大学) 

    2019/4/4 

コンパクトなレーザー光源で汚染物質を検出 
(Detecting pollution with a compact laser source) 

・ EPFL が、大気中の汚染物質や呼気中の分子を検出する、シンプルな中赤外レーザー光源を開
発。 
・ 同様な対象物の検出に従来より利用されている大型のレーザー光源に比して、小型のスーツケー
ス程のサイズに大幅にコンパクト化した同システムは、標準的なレーザーと数マイクロメートルのフォト
ニックチップから構成。 
・ 中赤外光の波長領域は環境や健康分野で重要な役割を担う粒子の検出に有効であるが、このよう
なレーザーシステムでは複雑で壊れやすいハードウェアを含み、輸送が困難であった。 
・ 市販のファイバーレーザーとマイクロメートルサイズの導波路チップによる同新レーザー技術では、
中赤外領域の光波を安定して放射する。分光器を使用して同光源の性能を実証し、無色の高燃焼性
ガスであるアセチレンの検出に成功した。 
・ 同システムのコンパクトなファイバーレーザーが放射する特定の波長領域の光は、1 マイクロメート
ル×0.5 ミリメートルの導波路を介して伝送され、その周波数が変化する。同システムでは元の波長強
度の 30%を維持して中赤外波長領域の光を生成する。導波路の形状を変えることで光波長を調整でき
る。 
・ 初めて分光レーザー光源を完全統合し、従来システムでの全パーツを精確に並べるプロセスが不
要となる。 
・ 今回の開発は、あまり活用できていない波長領域である中赤外光技術の小型化を促進するもので
あり、同システムの開発をさらに進めることで、持ち運びが容易なオンチップ検出器の開発も可能と考
える。 

URL:  https://actu.epfl.ch/news/detecting-pollution-with-a-compact-laser-source/  

（関連情報)  

      

Nature Communications 掲載論文(フルテキスト） 

Mid infrared gas spectroscopy using efficient fiber laser driven photonic chip-based supercontinuum 

URL:  https://www.nature.com/articles/s41467-019-09590-3  

78-7 

ｱﾒﾘｶ合衆国・
ウィスコンシン
大学マディソ

ン校 

    2019/4/3 

スペクトルを広げる：日常生活で使用できるプロ仕様のピンサイズセンサー 
(Broadening the spectrum: A professional-quality pin-sized sensor with everyday applications) 

・ ウィスコンシン大学マディソン校が小型でシンプルな分光器を開発。精度を損なうことなく携帯電話
のカメラに統合できる。 
・ 物質が吸収・放出する光による独自の「指紋」から危険な化学物質等を検出する分光器は、大型・
高価で壊れやすいため研究室外での利用が困難。コンパクトな新分光器は、低い製造コストで高い分
解能を提供する。 
・ 同分光器はまた、画像中の個別のピクセルの情報を収集することで、物質を判別したり、複雑な背
景に埋もれた特定のオブジェクトを認識する、ハイパースペクトルセンシングの機能も備える。この機
能は、鉱物の表面にある高価値な薄層の発見や、多種の植生に覆われた地域での特定の植物の識
別に利用できる。 
・ 分光器は通常、プリズムや回折格子を使用して、物体が放出する光を各波長に対応する周波数帯
域に分光し、カメラの光検出器がそれらの帯域を獲得・分析する。例えば、ナトリウム元素の指紋は
589nm と 590nmの波長で構成されることがわかる。 
・ 様々な色が混合した光の分光において、光線の移動と分離のための長い経路を必要とするため分
光器は比較的大型となるが、新デバイスのサイズは僅か 200×200 マイクロメートル（ボールペンチッ
プの約 1/20 の面積）。標準的なデジタルカメラのセンサー上に直接配置できるほど精密。 
・ 同デバイスの小型化は、センサーに届く前に入射光を複数回往復させる特殊設計材料により実
現。このような内部での光の反射により、材料を追加することなく光が移動する経路を延伸し、デバイ
スの分解能を向上させた。 
・ また、数字の 5 と 9 が重なった、肉眼では識別できない画像について同デバイスでスナップショット
を撮影。それぞれのスペクトル情報を獲得して解読し、ハイパースペクトルイメージング機能を実証し
た。 
・ 今後は同デバイスの分解能と取り込むイメージの明瞭度を向上させ、より高性能のセンサー開発を
目指す。 

URL:  
https://www.engr.wisc.edu/broadening-spectrum-professional-quality-pin-sized-sensor-
everyday-applications/  

（関連情報)  

      

Nature Communications 掲載論文(フルテキスト） 

Single-shot on-chip spectral sensors based on photonic crystal slabs 

URL:  https://www.nature.com/articles/s41467-019-08994-5  

https://actu.epfl.ch/news/detecting-pollution-with-a-compact-laser-source/
https://www.nature.com/articles/s41467-019-09590-3
https://www.engr.wisc.edu/broadening-spectrum-professional-quality-pin-sized-sensor-everyday-applications/
https://www.engr.wisc.edu/broadening-spectrum-professional-quality-pin-sized-sensor-everyday-applications/
https://www.nature.com/articles/s41467-019-08994-5
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【ロボット・AI技術分野】  

78-8 

ｱﾒﾘｶ合衆国・
パデュー大学 

    2019/4/8 

3D プリンターで作るロボットが老齢期を見守る 
(Robots created with 3D printers could be caring for those in golden years) 

・ パデュー大学が、3D プリンターを使用したソフトロボットの効率的な設計・作製が期待できる、新し
い設計技術を開発。 
・ 材料科学の進展により、触れると形状を変化させるソフトロボット等の製造が可能となっているが、
その複雑な設計や製造・制御方法が商用化を妨げている。 
・ 60 歳を超える世界の高齢者人口は若年者グループを超える速度で増加しており、2050 年までに倍
増すると予測される。これに伴い、病院や介護施設に加えて自宅等で常時サービスが提供できる介
護者の需要増加が見込まれる。 
・ 現在ではプログラムにより介護ロボットが看護士に代わって患者に質問したり、転倒をモニタリング
できるようになっているが、介護者の不足が予測される米国では、2045 年までにロボット支援の市場
はさらに拡大すると見込まれる。 
・ 現在の介護支援ロボットには硬い材料が使用されているため、人間とロボット間での物理的インタ
ラクションにおいて安全性確保の課題がある。 
・ 新技術の設計プロセスによるソフトロボットの作製では、まずソフトロボットの形状を取り込んだ CAD
ファイル作成し、ロボットの関節の動く方向をそのファイルでペイントする。その後、高速コンピューター
アルゴリズムでその CAD モデルを 3D 構築したソフトマシーン(architected soft machine: ASM)に数秒
内で変換する。この 3D ASM は従来の 3D プリンターで作製できる。 
・ この 3D ASM は、リムの先端に結んだナイロン線がけん引する小型モーターが筋肉として機能する
以外は人間のように動き、元の長さの 900%超の引き伸ばしやねじりが可能。また、グリッピング(把持）
や這って前進する等の複雑な動きもできる。 
・ 本研究は軽量な自律的ソフトロボット開発における進展であり、多種多様な環境に合わせてその構
造や動きを自由に変えることのできる ASM の性能は、介護のクオリティーの向上だけでなく、災害対
応ロボティクスとしての役割も期待できると考える。 
・ 同新技術は、Purdue Office of Technology Commercialization を通じて特許取得済み。同技術の試
験と実用化に向けてパートナーを募集中。 

URL:  
https://www.purdue.edu/newsroom/releases/2019/Q2/robots-created-with-3d-printers-
could-be-caring-for-those-in-golden-years.html  

（関連情報)  

      

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

3D‐Architected Soft Machines with Topologically Encoded Motion 

URL:  https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/adfm.201808713  

  

https://www.purdue.edu/newsroom/releases/2019/Q2/robots-created-with-3d-printers-could-be-caring-for-those-in-golden-years.html
https://www.purdue.edu/newsroom/releases/2019/Q2/robots-created-with-3d-printers-could-be-caring-for-those-in-golden-years.html
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/adfm.201808713
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【環境・省資源分野】  

78-9 

ｱﾒﾘｶ合衆国・
ワシントン州
立大学(WSU) 

    2019/3/25 

低温度で汚染物質を除去する触媒開発における進展 
(Catalyst advance removes pollutants at low temperatures) 

・ WSU、ニューメキシコ大学、アイントホーフェン工科大学(オランダ）、パシフィックノースウェスト国立
研究所(PNNL)が、高温を耐久し、ほぼ室温下で汚染物質を除去する白金の単原子触媒を開発。 
・ 1970 年代以来、米国における自動車排気ガス中の汚染物質除去の触媒プロセスでは、白金等の
希少金属を使用した化学反応で CO等を CO2 や窒素、水に転換する。 
・ しかし、自動車の燃費向上に伴うエネルギー使用量の減少と排気ガス温度の低下により、汚染物
質の除去が困難となっており、米国エネルギー省(DOE)では 150℃を下回る温度で有害な排出ガスの
90%を除去する目標を掲げている。 
・ このような目標に向けた触媒は、厳しい環境条件下と低温度下で機能することが求められる。一
方、触媒に必要な白金等の貴金属の高コストも課題。 
・ 酸化セリウムに担持した白金単原子の活性化をベースとする新触媒は、現行技術の性能を上回る
もの。白金使用量がより少なく、全体的なコストを低減させる。 
・ 本研究では、新触媒が高温度下で酸化セリウム上に白金イオンを担持し、熱的に安定することを確
認。高温度下の触媒合成方法により、白金原子が担体に強固に結合する。約 275℃下での CO によ
る活性化処理後には高反応性を示し、室温に近い温度下で汚染物質を除去する酸素を獲得する。 
・ 今後は、他の有機化合物や汚染物質での単原子触媒性能について研究を進める。本研究には、
DOE の基礎エネルギー科学室（BES)および Netherlands Research Center for Multiscale Catalytic 
Energy Conversion が資金を提供した。 

URL:  
https://news.wsu.edu/2019/03/25/catalyst-advance-removes-pollutants-low-
temperatures/  

（関連情報)  

      

Nature Communications 掲載論文(フルテキスト） 

Tuning Pt-CeO2 interactions by high-temperature vapor-phase synthesis for improved reducibility 
of lattice oxygen 

URL:  https://www.nature.com/articles/s41467-019-09308-5  

78-10 
ｱﾒﾘｶ合衆国・
ライス大学 

    2019/4/1 

世界中の蓄電池をリサイクルする「ブルーグリーン」の新しい溶液 
(New ‘blue-green’ solution for recycling world’s batteries) 

・ ライス大学が、環境負荷のない深共晶溶媒で、リチウムイオン蓄電池カソード(正極）に使用される
金属酸化物からコバルトを抽出する技術を開発。 
・ 一般的な化学物質である塩化コリンとエチレングリコールから構成される深共晶溶媒は、粉末状の
化合物からコバルトを 90%超、使用済み蓄電池からはより少量でも有用な量を回収する。 
・ リチウムイオン蓄電池のような充電式電池は、EVを含む電子機器での需要増大に伴い将来的な環
境への負荷が懸念される。賦存量が限られエネルギー貯蔵デバイスの性能に不可欠なコバルトのよ
うな金属の回収は重要であり、増え続ける蓄電池廃棄物回収の包括的な戦略の構築が必要と考え
る。 
・ 蓄電池からの重要金属回収では酸の使用もあるが、効果的でも環境に厳しく、リサイクルプロセス
全体の高コスト化と作業の危険性を伴う。高温冶金や湿式冶金によるリサイクル方法もあるが、いず
れも高温度プロセスが必要。 
・ 様々な種類の金属酸化物を溶解できる深共晶溶媒は、養鶏飼料添加物とプラスチック前駆体から
構成され、室温下の混合で効果的な溶媒和特性を有する透明で比較的無毒性の液体になる。前駆体
を適切に選択することで、有用な特性を備えた安価で「グリーンな」溶媒ができる。 
・ 同大学では当初、次世代の高温度スーパーキャパシタの電解質として深共晶溶媒の研究を進めて
いたが、同溶媒が金属酸化物スーパーキャパシタのニッケルからイオンを引き抜いていることを発
見。このような電解質としての欠点を、使用済みリチウムイオン蓄電池のリサイクルで活用した。 
.・ 多様な温度・時系にて金属酸化物で深共晶溶媒を試験し、コバルト酸リチウムの粉末では透明な
同溶媒がコバルトの溶解を示すブルーからグリーンの広範囲の色を提示。特定の条件下、180℃(356
℉）にて同溶媒は粉末からリチウムイオンを 90%近く、またコバルトイオンを 99%まで抽出した。 
・ 小型のプロトタイプ蓄電池で 300 回の充放電サイクル後に電極を前述と同様の条件下に置くと、同
溶媒はコバルトとリチウムを溶解し、電極中の他の化合物から金属酸化物を分離した。 
・ 同溶媒に溶解したコバルトは、析出やスチールメッシュへの電気めっきにより回収できることを発
見。電気めっきによる回収後では、溶媒が再利用できる。 
・ 米国エネルギー省(DOE)は、電池の先進的なリサイクリングに技術に向けた新しい取組を開始し、
リチウムイオン蓄電池のリサイクルセンター設立を発表している。本研究は、米国科学財団(NSF)が同
財団の Graduate Research Fellowship Programを通じて支援した。 

https://news.wsu.edu/2019/03/25/catalyst-advance-removes-pollutants-low-temperatures/
https://news.wsu.edu/2019/03/25/catalyst-advance-removes-pollutants-low-temperatures/
https://www.nature.com/articles/s41467-019-09308-5
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URL:  
https://news.rice.edu/2019/04/01/new-blue-green-solution-for-recycling-worlds-
batteries-
2/?utm_source=Homepage&utm_medium=bluegreen&utm_campaign=Homepage%20News  

（関連情報)  

      

Nature Energy 掲載論文(アブストラクトのみ：全文は有料） 

Deep eutectic solvents for cathode recycling of Li-ion batteries 

URL:  https://www.nature.com/articles/s41560-019-0368-4  
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