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79-1 

スウェーデン
王国・チャル
マース工科大

学 

    2019/4/11 

クリーンエネルギー実現の可能性を拓く世界最速の水素センサー 
(World's fastest hydrogen sensor could pave the way for clean energy)  

・ チャルマース大学が、環境中の水素を高速検出するパラジウム-金合金を使用したオプティカルナ
ノセンサーを開発。 
・ 金属ナノ粒子が光を吸収することで起こるプラズモン現象をベースとした同ナノセンサーは、自動車
産業が求める厳しい要件である大気中の 0.1%の水素を 1 秒以内に検出し、色の変化で表示する。 
・ 同ナノセンサーを囲むポリマーコーティングが、水素を検出する金属ナノ粒子への水素ガス分子の
取込みを加速させることでセンサーの応答時間を向上。さらに、水素以外の分子の侵入とセンサーの
機能停止を防止する効果的なバリアとして機能する。現行の水素センサーのような頻繁な再較正も不
要。 
・ 水素ガスは不可で無臭だが揮発性と燃焼性を有し、空気中の僅か 4%の水素で酸水素ガスを生成し
て最小のスパークで発火するため、極微量の水素の検出は安全性確保において極めて重要。 
・ 高効率水素センサーは、電力ネットワーク産業、化学・原子力発電産業や医療診断向上において
求められる。例えば、呼気に含まれる水素ガスの量により、炎症や食物不耐性が特定できる。 
・ 長期的な目標として、3D プリンティング技術による同ナノセンサーの効率的な連続製造を目指す。 
・ 本研究には、スウェーデン戦略的研究財団(SFF)が Plastic Plasmonics プロジェクトの枠内におい
て資金を提供した。 

URL:  
https://www.chalmers.se/en/departments/physics/news/Pages/Worlds-fastest-hydrogen-
sensor-could-pave-the-way-for-clean-hydrogen-energy.aspx  

（関連情報)  

      

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

Metal–polymer hybrid nanomaterials for plasmonic ultrafast hydrogen detection 

URL:  https://www.nature.com/articles/s41563-019-0325-4  
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79-2 

シンガポール
・南洋（ナンヤ
ン）理工大学

(NTU) 

    2019/4/15 

NTU の科学者らが飲料水の品質をモニタリングする携帯デバイスを開発 
(NTU Singapore scientists invent handheld device for quick monitoring of drinking water quality) 

・ NTU が、飲料水に含まれる微量の重金属を僅か 5 分で検出する、ポータブルなセンサーデバイス
を開発。 
・ 同センサーは、キレート剤とオプティカル測定システムを組み合わせたもの。キレート剤は血液中で
検出した重金属イオンに結合し、重金属イオンと他の分子や酵素の相互作用を防いで体外への排出
を促す。オンサイトでの水質検査に加え、家庭用の水処理システム等の機器に統合できる。 
・ 重金属は高濃度でない限り、色合いや味覚、臭いで特定できないことから、飲料用水の品質検査
は通常研究室で実施される。このような検査は極めて正確であるが、完了には最低でも一日かかる。 
・ 現在市場にあるポータブルなセンサーデバイスは重金属を高速検出できるが、試験前にサンプル
と緩衝液の混合プロセスを要する。また、このような試験キットのセンサーは酸素、熱や湿度の影響を
受けるため、空気に曝された後 30 分以内に使用する必要がある。 
・ 他のポータブルセンサーには、センシングプローブに水銀等の金属電極を使用するものや、試験紙
の色の変化で判断するものがあるが、環境への重金属の漏出の懸念や読み取りにおける客観性の
課題がある。 
・ 新ポータブルセンサーは、使い捨てセンサーカートリッジにサンプル水を数滴垂らすだけで ppb の
精度で重金属を検出。このような高感度は世界保健機構(WHO)標準に沿ったシンガポールの安全性
限界要件に合致するもの。同センサーは、同国の Environmental Public Health Act が定める 10ppb を
上回る、5ppb レベルで鉛を検出できる。 
・ 同センサーはまた、酸素の影響を受けずに最高 40℃で作動。市販のセンサーの 2 倍の性能で、24
種類の重金属をオンサイトで高速検出する。 
・ 同センサーは、キレート剤で改変したオプティカルファイバーセンサーと、これを照射するレーザー
より構成。接続したプロセスユニットが結果を表示する。サンプル水に重金属汚染があれば、オプティ
カルファイバーセンサーのキレート剤に金属イオンが結合して出力光のスペクトルが変化し、プロセス
ユニットがサンプル中の重金属濃度を計算。全行程は約 5 分で完了する。 
・ 同センサーは市場への投入に見合う充分な機能を備えるが、現在、水ろ過システムや電気ケトル
等の家庭用品への同技術の導入について検討している。 
・ 同技術について特許 2 件を出願し、NTU のスピンオフ企業である Waterply を設立。地元企業の協
力により同センサーの精度向上に向けたデータ収集を実施中。同社はまた、中国の国有企業との協
力で水質汚染に対処するための次世代水質センサーを開発している。 
・ 本研究は NTU の南洋環境水処理研究所(NEWRI)および NTU 企業の NTUitive が支援した。 

URL:  
https://media.ntu.edu.sg/NewsReleases/Pages/newsdetail.aspx?news=38f2f666-7fb5-4fd6-
8d39-c132538acc62  

（関連情報)  

      

ACS Sensors 掲載論文(アブストラクトのみ：全文は有料） 

An Advanced Hand-Held Microfiber-Based Sensor for Ultrasensitive Lead Ion Detection 

URL:  https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acssensors.8b01031  

  

https://media.ntu.edu.sg/NewsReleases/Pages/newsdetail.aspx?news=38f2f666-7fb5-4fd6-8d39-c132538acc62
https://media.ntu.edu.sg/NewsReleases/Pages/newsdetail.aspx?news=38f2f666-7fb5-4fd6-8d39-c132538acc62
https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acssensors.8b01031
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79-3 

ｱﾒﾘｶ合衆国・
カリフォルニ
ア大学ロサン
ゼルス校
(UCLA) 

    2019/4/15 

降雪で発電する新デバイス 
(Best in snow: New scientific device creates electricity from snowfall) 

・ UCLA が、降雪で発電する摩擦帯電型ナノ発電デバイス、snow TENG (snow-based triboelectric 
nanogenerator)を開発。 
・ 小型でフレキシブルな薄いプラスチックシート状の同デバイスは、正電荷を帯びた雪と負電荷を帯
びたシリコーンを組合せたもので、雪がシリコーンの表面に接触することで発電する。 
・ 雪は電子を放出しやすいが、もう一方の材料がそれらの電子を取り込む効率によって同デバイスの
性能が決定する。アルミ箔やテフロン等様々な材料を試した結果、シリコーンが最も多く電荷を発生さ
せることがわかった。 
・ 積雪により太陽光発電パネルの出力が低減する冬期には、同デバイスと太陽光パネルを組み合わ
せることで、降雪時のエネルギー供給を補うことも可能となる。 
・ 同デバイスはまた、スキー等のウィンタースポーツのモニタリングや、ランニングやジャンピング等
のアスリートのパフォーマンスのより正確な評価・改善に利用することもできる。 
・ さらに、スマートウォッチでは検出が困難な、クロスカントリースキーでの主要な運動パターンの把
握に利用できる可能性もあり、アスリートとそのパフォーマンスや挙動を正確に追跡・検出する次世代
の自己発電型ウェアラブルデバイスとして期待できる。 
・ シリコーン層と電極から成る同デバイスは 3D プリンティングで作製。シリコーンの加工と入手のし易
さにより低コスト製造が可能と考える。シリコーンは、潤滑剤、電線絶縁体やバイオ医療インプラント
等、幅広く産業利用される材料であるが、今回、エネルギーハーベスティングの可能性が見出された。 
・ 同大学研究チームでは、水と油脂の分離膜、太陽エネルギーで安価・効率的に発電・貯蔵するデ
バイスや、難燃性ナノ発電デバイスの FRTENG 等も開発している。 
・ 本研究は、同大学研究チームのスピンオフ企業である Nanotech Energy および Dr. Myung Ki Hong 
Endowed Chair in Materials Innovation の資金により実施された。 

URL:  
http://newsroom.ucla.edu/releases/best-in-snow-new-scientific-device-creates-
electricity-from-snowfall  

（関連情報)  

      

Nano Energy 掲載論文(アブストラクトのみ：全文は有料） 

All printable snow-based triboelectric nanogenerator 

URL:  https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2211285519302204?via%3Dihub  

  

http://newsroom.ucla.edu/releases/best-in-snow-new-scientific-device-creates-electricity-from-snowfall
http://newsroom.ucla.edu/releases/best-in-snow-new-scientific-device-creates-electricity-from-snowfall
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2211285519302204?via%3Dihub
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79-4 

ｱﾒﾘｶ合衆国・
ﾏｻﾁｭｰｾｯﾂ工
科大学(MIT) 

    2019/4/29 

新しいポリマーフィルムは熱を貯めずに放散 
(New polymer films conduct heat instead of trapping it) 

・ MIT が、セラミックや金属を超える伝熱性を備えたポリマーフィルムを開発。 
・ 軽量、フレキシブル、耐腐食性で、金属による従来の熱導体の代替として、ラップトップコンピュータ
ーの放熱材や、車輌・冷蔵庫の冷却素子等のアプリケーションが期待できる。長期的には新アプリケ
ーションや新産業の創出、さらに金属の熱交換機の代替を見込む。 
・ 同大学は 2010 年に標準的なポリエチレンの 300 倍という、ほとんどの金属に匹敵する伝熱性を有
する細径ファイバーの製造を報告。熱交換機やコアプロセッサ製造業者を含む多様な産業が関心を
示したが、これらのアプリケーションには扱いが容易なフィルムへのスケールアップが必須であると認
識。 
・ これには、熱伝導ポリマーシートの製造方法の開発に加え、その熱伝導性を試験する機器の構
築、さらに同材料の微細構造画像を分析するコードの開発を要した。 
・ ポリエチレンを始めとするポリマーの微細構造では、分子鎖が茹でた麺のようにからまった状態の
ため熱伝導が遮断される。この状態をほどいて熱が容易に移動できる平行鎖を形成するため、からま
った分子鎖を解きほぐす溶液に市販のポリエチレンパウダーを溶解。カスタムメードのフローシステム
でさらに分子鎖をほどき、液体窒素冷却したプレートに流し込んで厚いフィルムを形成。その後ロール
・ツー・ロールでフィルムを加熱・延伸し、薄いプラスチックのラップを作製した。 
・ カスタムメードした機器により同フィルムの熱伝導性を試験した結果、ほとんどのポリマーでは熱伝
導率が 0.1～0.5W/m K のところ、同フィルムでは 60W/m K であることを確認(熱伝導性に最も優れた
ダイヤモンドで約 2,000W/m K、セラミックで 30W/m K、鋼鉄で約 15W/m K)。 
・ 米エネルギー省(DOE)の放射光施設の Advanced Photon Source(APS)にて X 線小角散乱により、
同フィルムを構成する個々のファイバーのナノスケール構造を調査し、このような優れた熱伝導性の
理由を解明した。 
・ ただし、同フィルムで観られるのはフィルムを構成するファイバーの長さに沿った熱伝導であり、熱
が移動するのは一定の方向のみ。ラップトップや電子デバイス内で特定の方向に熱を逃がすには有
効であるが、多方向へのより効率的な熱伝導が望ましい。優れた熱伝導性を備えた等方性ポリマー
が実現できれば、多くの熱伝導材料を代替できると考える。 
・ 今後は製造プロセスの調整と多種類のポリマーの使用により、さらに優れた熱伝導ポリマーの開発
を進める。 
・ 本研究は、DOE の EERE Manufacturing Program、MIT Desphande Center、および DOE の Basic 
Energy Science programs が一部支援した。 

URL:  http://news.mit.edu/2019/metal-like-polymer-films-conduct-heat-0430  

（関連情報)  

      

Nature Communications 掲載論文(フルテキスト） 

Nanostructured polymer films with metal-like thermal conductivity 

URL:  https://www.nature.com/articles/s41467-019-09697-7  

  

http://news.mit.edu/2019/metal-like-polymer-films-conduct-heat-0430
https://www.nature.com/articles/s41467-019-09697-7
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【電子・情報通信分野】  

79-5 

ｱﾒﾘｶ合衆国・
ミシガン工科

大学 

    2019/4/9 

新しい RFID システムですべてのモノを IoT に 
(All things can be part of the Internet of Things with new RFID system) 

・ ミシガン工科大学、ワシントン大学と Intel Corporation から成る研究チームが、日常的な製品の IoT
センサーのネットワークへの取り込みを可能にする、RFID 信号処理と機械学習アルゴリズムによる新
システム、『IDAct』を開発。 
・ 同システムは、現在 IoT に存在する 142 億個の「スマート」な電子デバイスと数千億個の非スマート
な日用品を橋渡しするもの。あらゆる場所に存在する日用品には、そのセンシング機能向上とそれら
の周囲環境とのインタラクティブなアプリケーションの創出能力の機会が潜在する。 
・ RFID リーダーとあらゆる物体に貼り付けられる安価なバッテリーフリーの RFID タグを使用する同シ
ステムは、薬品の容器に貼り付けて服薬履歴の追跡、コップで水分補給レベルのモニタリング、また、
ヨガマットでエクササイズ状況に合わせて照明、温度や BGM を調整する等、様々なアプリケーション
が可能。さらに、服薬や日常的な活動の非侵襲なモニタリングによる高齢者介護での活用も考えられ
る。 
・ RFID システムでは、タグがリーダーから受ける電磁エネルギーを吸収して独自のコードを発信し、
物体や信号の有無を検出する.。従来より商品の棚卸しや盗難防止等において物体の追跡に使用さ
れている。。 
・ 新システムでは、物体が発する固有の電磁干渉の情報を RFID タグが発する信号と併せて利用。こ
の詳細な信号を読み取って物体の移動や人の接触等を検出する。また、室内の電磁場の変化を検知
することで、例えば人の存在の有無も検出できる。 
・ RFID タグが受けた信号は、オンサイトのコンピューターの機械学習アルゴリズムが分析し、室内で
起こっている活動を判別する。同システムの試験ではラップトップパソコンで分析を実施したが、将来
的には必要なハードウェアを RFID リーダー自体に統合したいと考える。 
・ RFID タグをアパート内の様々な日用品に貼り付け、RFID リーダー一式を設置して同システムの試
験を実施。住人が居る各室から 26 時間分のデータを、対照として空室の 2 時間分のデータをそれぞ
れ収集。96%超の精度で住人の存在を認識できた。 
・ 次には、高齢者介護環境での利用に向けて産業パートナーを募る。本研究は Intel Labs が支援し
た。 

URL:  https://news.engin.umich.edu/2019/04/internet-of-things-with-new-rfid-system/  

（関連情報)  

      

iEEE RFID Conference(2019 4/4 アリゾナ州フェニックス開催）発表論文(フルテキスト） 

IDAct: Towards Unobtrusive Recognition of User Presence and Daily Activities 

URL:  https://ubicomplab.cs.washington.edu/pdfs/idact.pdf  

  

https://news.engin.umich.edu/2019/04/internet-of-things-with-new-rfid-system/
https://ubicomplab.cs.washington.edu/pdfs/idact.pdf
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【ロボット・AI 技術分野】  

79-6 

ｱﾒﾘｶ合衆国・
カリフォルニ
ア大学バーク
レー校(UCB) 

    2019/4/9 

AI のために開発する人に優しく安価なロボット『Blue』 
（Meet Blue, the low-cost, human-friendly robot designed for AI） 

・ UCB では、AI と深層強化学習を利用して複雑なタスクを学習する、低コストで人間に優しく安全なロ
ボット、『Blue』を開発中。AI 研究分野や一般家庭に容易に導入できる安価で安全なロボットの実現を
目指す。 
・ AI の進展に伴いロボットが高度化しているが、強力で頑丈な従来型ロボットが試行錯誤を通して学
習する場合、周囲の人間やロボット自身に対する安全性が懸念される。同大学は、AI に最適な低コス
トでデリケートなロボットの設計と開発に着目する。 
・ 同大学研究チームでは、外部企業が作製したロボットを使用して、ロボットの学習を試行錯誤や人
間の指導により支援する深層強化学習アルゴリズムの開発を、過去 10 年間において先導してきた。 
・ 『Blue』を構成するプラスチックのパーツや高性能モーターは、5,000 ドル以下で製造・組立てが可
能。平均的なボディービルダーサイズの 2 本のアームは外部から加わる力に対し高感度で、安全性を
考慮した丸みのあるエッジと最低限のピンチポイントを有する。 
・ それらのアームは、人間が力こぶを作るように強力になったり、弛緩して柔軟になるといった交互の
変化が可能。これは、工場のように組織立っていない家庭へのロボットの導入において重要な機能と
なる。 
・ このような機能を低コストで達成するため、人間のタスクを遂行するにあたり、ロボットが必要とする
動作について調査した結果、ロボットは常に一定の力や精度を維持する必要はなく、ある程度のイン
テリジェンスがあればより人間に近い挙動でのタスク遂行が可能であることがわかった。 
・ 例えば『Blue』では、2ｋｇの重りを一気に持ち上げた後、サーマルリミットに達すると腕を下してクー
ルダウンする時間を要する。これは、人間が洗濯かごを持ち上げて容易に隣の部屋に運ぶことができ
るが、そのかごを 1 マイル(約 1.6km)運び続けるには頻繁な休憩が必要なことと同様。 
・ 現在、精選した初期採用者に向け、10 本のアームを作製しながら『Blue』の耐久性について研究を
進め、同大学のスピンオフ企業である Berkeley Open Arms を通じて大規模製造の課題に対処する。 

URL:  
https://news.berkeley.edu/2019/04/09/meet-blue-the-low-cost-human-friendly-robot-
designed-for-ai/  

（関連情報) 

      

Berkeley Open Arms ウェブサイト 

Accelerating robotics through low-cost hardware 

URL:  https://www.berkeleyopenarms.org/  

  

https://news.berkeley.edu/2019/04/09/meet-blue-the-low-cost-human-friendly-robot-designed-for-ai/
https://news.berkeley.edu/2019/04/09/meet-blue-the-low-cost-human-friendly-robot-designed-for-ai/
https://www.berkeleyopenarms.org/
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【環境・省資源分野】  

79-7 

英国・ケンブリ
ッジ大学 

    2019/4/18 

グリーンな冷却剤の発見 
(Green material for refrigeration identified)  

・ ケンブリッジ大学、スペイン・カタルーニャ工科大学とバルセロナ大学による共同研究で、プラスチッ
ククリスタル（柔粘性結晶）のネオペンチルグリコール(NPG)の巨大な圧力熱量効果を発見。 
・現在、世界のエネルギー量の 1/5 を消費する空調や冷蔵庫の冷媒として利用されている HFCs(ハイ
ドロフルオロカーボン）や HCs(ハイドロカーボン）は、有毒性・可燃性で温暖化の一因であり、冷媒とし
ての効率性にも課題がある。安価で環境に優しい NPG は、それらの代替として期待できる。 
・ 従来の冷却技術では、HFCs や HCs のような流体の圧縮と膨張で起こる熱変化を利用するが、固
体冷媒の NPG ではその微細構造を変化させることで作用する。この変化は磁場や電場、機械的な力
をかけることでも起こる。 
・ 今回、NPG や他の関連有機化合物において、現在商業的に利用される HFCs 等の熱変化に匹敵
する極めて大きな圧力熱量効果を確認した。 
・ 有機材料は、その化学結合の性質により圧縮が容易。NPG はペンキ、ポリエステルや潤滑剤等の
合成で広く利用され、安価で簡単に入手できる。 
・ 炭素、水素と酸素から構成される NPGの分子はほぼ球状で、分子同士の相互作用が微弱なため、
分子は比較的自由に回転できる。圧縮による分子の再構築により、極めて大きな温度変化が得られ
る。 
・ 今回の発見は、性能を低下させること無く安全で環境に優しい冷却技術の開発において、圧力熱
量材料を研究開発の最前線に位置付けるものと考える。 
・ 商業化を支援するケンブリッジ大学の Cambridge Enterprise と協力し、同技術の市場への投入を目
指す。 

URL:  https://www.cam.ac.uk/research/news/green-material-for-refrigeration-identified  

（関連情報)  

      

Nature Communications 掲載論文(フルテキスト） 

Colossal barocaloric effects near room temperature in plastic crystals of neopentylglycol 

URL:  https://www.nature.com/articles/s41467-019-09730-9  

79-8 

ｱﾒﾘｶ合衆国・
ウースター工
科大学(WPI) 

    2019/4/18 

特異な微生物と異例の抽出プロセスがバイオ燃料を経済的に生成する技術を可能に 
(An Exotic Microbe and an Unusual Extraction Process May Add Up to an Economical Way to Make a 
Promising Biofuel) 

・ WPI が、超臨界 CO2 と過酷な環境を耐久する遺伝子組換えした微生物を使用したイソブタノール生
成の新プロセスを開発。 
・ 可燃性・有毒性で高コストな有機溶剤による従来のイソブタノール抽出には時間がかかり、イソブタ
ノールの濃度が高まると発酵プロセスが停止する。ガスストリッピングや吸着、蒸留等による収率向上
の試みはあるが、成果が限られていた。 
・ 臨界点を超えた温度・圧力の状態にある超臨界流体の超臨界 CO2 を使用する新方法では、発酵
プロセス停止前に高純度のイソブタノールを高速抽出する。他の抽出方法に比してエネルギー消費量
が 1/6 であることを分析により確認した。 
・ また、コロラド州の天然 CO2 供給源に生息するバチルス・メガテリウム(Bacillus megaterium)の SR7
株が超臨界 CO2 環境でも成長できることを発見。SR7 株はバイオリアクタの厳しい環境だけでなく、こ
れまでの研究で微生物が全滅した環境を耐久する。 
・ この微生物にイソブタノール生成に必要な遺伝子を加え、超臨界 CO2 下での微生物の成長とイソ
ブタノールの生成に成功した。 
・ ただし、この環境下でのより安定したイソブタノール生成方法や、より高速な複製が可能な微生物
の作製方法等、今後解明が必要な課題は残る。 
・ 本研究は、米国立科学財団(NSF)の CAREER Award（50 万ドル）により実施。 

URL:  
https://www.wpi.edu/news/exotic-microbe-and-unusual-extraction-process-may-add-
economical-way-make-promising-biofuel  

（関連情報)  

      

Nature Communications 掲載論文(フルテキスト） 

Engineered microbial biofuel production and recovery under supercritical carbon dioxide 

URL:  https://www.nature.com/articles/s41467-019-08486-6  

  

https://www.cam.ac.uk/research/news/green-material-for-refrigeration-identified
https://www.nature.com/articles/s41467-019-09730-9
https://www.wpi.edu/news/exotic-microbe-and-unusual-extraction-process-may-add-economical-way-make-promising-biofuel
https://www.wpi.edu/news/exotic-microbe-and-unusual-extraction-process-may-add-economical-way-make-promising-biofuel
https://www.nature.com/articles/s41467-019-08486-6
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79-9 

ｱﾒﾘｶ合衆国・
ﾛｰﾚﾝｽﾊﾞｰｸﾚ
ｰ国立研究所

(LBNL) 

    2019/5/6 

プラスチックを作り直す：プラスチック完全リサイクルの打開策を発見 
(Plastic Gets a Do-Over: Breakthrough Discovery Recycles Plastic From the Inside Out) 

・ LBNL が、分子レベルで構成要素単位に分解後、機能や品質を損なわずに様々な形状、手触り、色
合いに何度も再構築できる PDK(poly(diketoenamine)プラスチックを開発。 
・ 特定の性質を付与する色素やフィラー等の様々な添加剤を含むプラスチック製品のほとんどでは、
その機能や美観を維持したリサイクルが不可能。PET（ポリエチレンテレフタレート）でもリサイクルされ
るのは僅か 20～30%で、それ以外は焼却や埋立処理されている。 
・ プラスチックは炭素を含んだ基本化合物であるモノマー(単量体）ユニットが繰り返し結合してできた
ポリマー（重合体）と呼ばれる大きな分子より構成。プラスチックを強くするフィラーやフレキシブルにす
る可塑剤等の添加剤の化学物質はモノマーに硬く結合し、リサイクル処理後もプラスチック中に残存
する。 
・ リサイクル処理時には、様々な化学組成のプラスチックを混合・破砕後に溶解して新材料を作る
が、処理前のプラスチックから受け継がれる特性が予測できない。そのため、モノマーを回収して再利
用したり、高品質な製品の製造へとアップサイクルできる循環型材料の実現が困難であった。 
・ PDK をベースとしたプラスチックでは、高濃度の酸溶液に浸すだけで添加剤からモノマーを分離・回
収できる。PDK 接着剤の合成に使用するガラス製品で様々な酸を試験していた際に、接着剤の組成
の変化を発見。 
・ NMR（核磁気共鳴）分光装置で同物質の分子構造を分析すると、オリジナルのモノマーが確認でき
た。その後の試験では、酸が PDK ポリマーをモノマーに分解するだけでなく、添加剤からのモノマーの
分離を促進することを実証した。 
・ 次に、回収した PDK モノマーからポリマーが作製できることを実証。このようなポリマーは、元材料
の特性を引き継がない新しいプラスチック材料となる。さらに、フレキシビリティー等の特性を付加する
ことでアップサイクルも可能。 
・ 現在、将来の廃棄物分類・処理に向けたリサイクル施設の近代化に必要なインフラについて見直す
時期にあり、これらの施設を PDK のようなプラスチックのリサイクルやアップサイクル用に設計できれ
ば、プラスチックの埋立処理や海洋廃棄が回避可能と考える。 
・ 今後は、テキスタイルや 3D プリンティング等の幅広いアプリケーションに向けた、熱的・機械的特性
を備えた PDK プラスチックの開発を予定。さらに、植物をベースとした材料や他の持続可能な資源を
統合した材料開発も目指す。 

URL:  https://newscenter.lbl.gov/2019/05/06/recycling-plastic-from-the-inside-out/  

（関連情報)  

      

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

Closed-loop recycling of plastics enabled by dynamic covalent diketoenamine bonds 

URL:  https://www.nature.com/articles/s41557-019-0249-2  

  

https://newscenter.lbl.gov/2019/05/06/recycling-plastic-from-the-inside-out/
https://www.nature.com/articles/s41557-019-0249-2
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79-10 

ｱﾒﾘｶ合衆国・
コロンビア大

学 

    2019/5/6 

水処理産業に抜本的な変革をもたらしうる急進的な淡水化技術 
(Radical Desalination Approach May Disrupt the Water Industry) 

・ コロンビア大学が、石油・ガス生産、海水淡水化処理や産業プロセスで発生するブライン(超高濃度
塩水)の新しい処理技術、温度スイング溶媒抽出法(temperature swing solvent extraction: TSSE)を開
発。 
・ ブラインが適切に処理されなければ地表・地下水源汚染の恐れがある。シンプルで安価にブライン
を淡水化する方法があれば、農業や産業に幅広く利用できる大量の水資源を得ることができる。 
・ 同 TSSE 技術では、海水塩分濃度の最高で 7 倍の超高濃度ブラインの淡水化を実証。代表的な海
水淡水化技術の逆浸透膜で処理できるのは海水塩分濃度の約 2 倍のブライン。 
・ 現在、超高濃度ブラインは逆浸透膜または水蒸発により淡水化処理されているが、前者では塩分
量に合わせた極めて高い圧力が必要なため効果に乏しく、ブラインを蒸発する後者ではエネルギーを
大量に消費する。 
・ 同大学では、高精度の有機化合物の生成や貴金属の抽出等の化学エンジニアリングプロセスで産
業利用される、比較的安価でシンプルだが効果的な分離技術である溶媒抽出法の研究において、メ
ンブレンや水蒸発による処理が不要な同技術が従来の淡水化技術を代替する優れた技術であること
を確認。 
・ 同技術では、塩水から水を選択的に抽出する温度に依存した水溶性を備えた低極性溶媒を利用
し、メンブレンや水蒸発が不要のため従来方法のような技術的制約がない。さらに、産業廃熱や浅井
戸地熱等の低位熱源からの持続的な熱供給による、安価または無料で得られる 70℃以下の低位熱
で作動する。 
・ 実証試験では、TSSE が最大で 98.4%の塩分を除去し、超高濃度ブラインから 50%超の水を回収。こ
れらは従来の淡水化技術に匹敵する性能だが、逆浸透膜では超高濃度ブラインは処理できない。 
・ 同技術は従来の淡水化技術を代替し、水処理産業に革新をもたらすものと考える。今後は、TSSE
のさらなる性能向上と実地試験実施のための高度化を進める。 

URL:  https://engineering.columbia.edu/press-releases/ngai-yin-yip-radical-desalination  

（関連情報)  

      

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

Membrane-less and Non-Evaporative Desalination of Hypersaline Brines by Temperature Swing 
Solvent Extraction 

URL:  https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.estlett.9b00182  
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