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(1125-1) 

【ナノテクノロジー・材料分野】 

 

仮訳 

二次元材料が一回の充電で500マイルのEV走行を可能に（米国) 

2019 年 1 月 10 日  

 

リチウム空気蓄電池は、現在電気自動車（EV）や携帯電話、コンピューター等に使用され

ているリチウムイオン蓄電池の、画期的な後継品となるべく期待されている。 

 

現在はまだその開発において試験的な段階にあるリチウム空気蓄電池は、リチウムイオン

蓄電池の 10 倍のエネルギーを貯蔵することができ、より軽量だ。そのような訳で、リチウ

ム空気蓄電池は、２D 材料で作製された高度な触媒との組み合わせにより、さらなる効率

性の向上が可能で、より多くのエネルギーを供給できるだろう。触媒は、蓄電池内部の化

学反応の速度を上げ、触媒が作製された材料の種類によっては、蓄電池のエネルギー貯蔵・

供給能力を飛躍的に向上させることができる。 

 

「携帯電話やノート PC、そして

特に EV などに搭載されている高

度な新技術には、エネルギー密度

が非常に高い蓄電池が必要となっ

てくるでしょう。」と、イリノイ

大学シカゴ校(UIC)工学部機械産

業工学准教授の Amin Salehi-

Khojin 氏は言う。Salehi-Khojin 

氏と同僚研究者たちは、触媒とし

て機能する数種類の 2D 材料を合

成した。そのうち多くの 2D 材

料は、実験用のリチウム空気蓄

電池に触媒として組み込むと、

従来の触媒を使用したリチウム

空気蓄電池の 10 倍までエネルギーを蓄えることができた。本研究は、『Advanced 

Materials』誌に掲載されている。 

 

「EV の充電一回での平均走行距離は、現在約 100 マイル（約 161km）ですが、リチウム

空気蓄電池に 2D 触媒を組み込むと、一回の充電で、400 マイルから 500 マイル（約 644km

から 805km）近くまで伸ばすことができ、これは本当に大変革です。」と、本研究論文の

2D触媒が電気自動車をパワーアップする。 

画像提供：Amin Salehi-Khojin 氏 

 

 

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/adma.201804453
https://today.uic.edu/files/2019/01/ppt.jpg
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コレスポンディングオーサー（責任著者）である Salehi-Khojin 氏は言う。「エネルギー貯

蔵にとってこれは、とてつもないブレークスルーです。」 

 

Salehi-Khojin 氏と同僚研究者たちは、15 種類の 2D 遷移金属ジカルコゲナイド（2D 

TMDCs）を合成した。TMDCs は、充放電中に蓄電池内で起こる化学反応等での、他の物

質との反応に有用な高導電性や高電子移動度を有する、特殊な化合物だ。 

 

研究者たちは、リチウム空気蓄電池を模倣した電子化学システムにおいて、15 種類の

TMDCs の触媒としての性能を実験的に調査した。 

 

「これらの 2D TMDCs は、その構造を安定させたまま、蓄電池内の電子化学的反応に関

わる、より優れた電気特性とより広い反応表面積を有します。」と、本研究論文の第一著者

で UIC 工学部大学院生の Leily Majidi 氏は説明する。 

 

「金や白金など、従来の触媒材料と比べると、これらの材料のほうが、化学反応の速度は

より高いのです。」と、Majidi 氏は言う。 

 

2D TMDCs が非常に優れた性能を発揮した理由の一つに、2D TMDCs がリチウム空気蓄

電池内部で起こる充放電の両反応を高速化することがあげられる。 

 

「これはつまり、触媒の二機能性とよばれているものです。」と、Salehi-Khojin 氏は言う。 

 

同 2D 材料はまた、充放電時にイオンが往来する電解質とも相乗作用を示す。 

 

「私たちが使用した 2D TMDCs とイオン液体電解質は、共触媒システムとして働き、電

子をより速く移動させ、より速い充電と、より効率的なエネルギーの貯蔵と放出を可能に

しているのです。」 

 

「これらの新材料は、蓄電池を次のレベルに押し上げる新しい道筋となるものです。それ

ら TMDCs 触媒のより効率的で大規模な調整方法と製造方法の開発が、今後の課題です。」

と、Salehi-Khojin 氏は言う。 

 

本研究論文の共著者は、イリノイ大学シカゴ校より、Poya Yasaei 氏、 Zahra Hemmat 氏、 

Pedram Abbasi 氏、 Shadi Fuladi 氏、 Xuan Hu 氏、 Robert Klie 氏、 Fatemeh Khalili-

Araghi 氏、Baharak Sayahpour 氏、パデュー大学より、Robert Warburton 氏、Jeffrey 

Greeley 氏。本研究は、一部、アメリカ国立科学財団 DMREF Grant 1729420 より支援を

受けた。 
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本記事連絡先：Sharon Parmet （イリノイ大学シカゴ校） 

1-312-413-2695 sparmet@unic.edu 

 

 

翻訳：NEDO（担当 技術戦略研究センター 企画課） 

出典：本資料は、イリノイ大学シカゴ校(UIC)の以下の記事を翻訳したものである。 

“2D materials may enable electric vehicles to get 500 miles on a single charge” 

(https://today.uic.edu/2d-materials-may-enable-electric-vehicles-to-get-500-miles-on-a-

single-charge) 

(Reprinted with permission of the University of Illinois at Chicago) 

 

mailto:sparmet@unic.edu
https://today.uic.edu/2d-materials-may-enable-electric-vehicles-to-get-500-miles-on-a-single-charge
https://today.uic.edu/2d-materials-may-enable-electric-vehicles-to-get-500-miles-on-a-single-charge
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(1125-2) 

【ナノテクノロジー・材料分野】 

 

仮訳 

オブジェクトを継ぎ目のないかたまりで作る3D プリント技術（米国) 

2019 年 1 月 31 日  

 

 

コンピューター断層撮影からヒントを得た Computed Axial Lithography (CAL) 3D プリンティング技法で

は、継続的に変化する投影の動画を作る光子を、回転するシリンダーの液体樹脂に照射。CT スキャンを逆回

しにしたように、投影は結合して樹脂内で３D オブジェクトを形成する。写真は、CALシステムが感光性樹

脂に光を投影し、構造物を作製しているところ。 

写真提供：Hossein Heidari/UC Berkeley 画像ダウンロード 

 

 

それはまるで、スタートレックのエンタープライズの中での出来事のようだ。感光性樹脂

が入った容器に向けて、プロジェクターが 3D ビデオを放つ。容器が数分間回転する間、

ビデオが流れる。すると液体が排出され、そこには完全に成形された 3D オブジェクトが

現れる。 

 

まるで SF のようだが、これは、ローレンスリバモア国立研究所（LLNL）とカリフォルニ

ア大学バークレー校（UC バークレー）の科学者やエンジニアたちが開発した、Computed 

Axial Lithography (CAL)とよばれる新しい高速 3D プリンティング技術なのだ。この技術

https://www.llnl.gov/file/47796/download?token=KiofwXjN
https://www.llnl.gov/
https://www.berkeley.edu/
https://www.llnl.gov/sites/default/files/field/image/article/2019/01/resin875x500.jpg
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は、オンライン上で『Science』誌 1 月 31 日号に詳しく掲載されている。 

 

「これは、積層造形の方法の探求における、ブレークスルーです。」と、LLNL のエンジニ

アで本論文の共著者である Maxim Shusteff 氏は言う。「この技法では、これは、積層造形

ではしばしば障害となっている部分ですが、興味深い形のポリマー部品をより速く形成す

ることができ、より遅く層を積み上げていく積層造形技術ではうまく対応しない材料の活

用も、今や考慮することができるのです。」 

 

研究チームが以前発表した 3 本のレーザー光線による技法同様、CAL では構造物全体を

一度に作製する。しかしながら、コンピューター断層撮影法（CT）（3D 形状の画像にする

ために異なる角度から X 線が放射されている）から着想を得て、CAL は、継続的に変化す

る投影の動画を作る光子を、回転するシリンダーの液状樹脂に照射。CT スキャンを逆回

しにしたように、投影は結合して樹脂で 3D オブジェクトを形成する。CAL を使用して形

成したほとんどの構造物は数分で完成し、従来のポリマー3D プリント技術よりも何倍も

速い、と研究者たちは言う。 

 

 
Computed Axial Lithography (CAL) 研究チーム。左から：Hossein Heidari 氏、 Indrasen Bhattacharya 氏、  

Hayden Taylor 氏 (以上 UC バークレー)、 Maxim Shusteff 氏、 Brett Kelly 氏、Chris Spadaccini 氏(以上

LLNL) 写真提供：Hayden Taylor （UC Berkeley） 

http://science.sciencemag.org/content/363/6431/1075
https://www.llnl.gov/news/volumetric-3d-printing-builds-need-speed
https://www.llnl.gov/sites/default/files/media/2019/01/calinside.jpg


NEDO 海外レポート NO.1125, 2019.6.21. 

 

6 

 

「この技法は、他の VAM 技術より、さらに強力です。標準的な投影技術を使用しながら、

より複雑な構造物をさらに少ない層で作製することができるからです。」と、LLNL の

Center for Engineered Materials and Manufacturing のディレクターで、本論文の共著

者である Chris Spadaccini 氏は言う。「層が無く、表面粗さが良好な部品を作製し、そし

て速いので、より大きなサイズの作製も可能である、と私たちは考えています。」 

 

研究者たちは、マルチレーザービーム（科学者たちによる調整が必要）のかわりにプロジ

ェクターを使用することにより、樹脂が回転するごとに 1,440 の異なる投影（3D 空間の

角度毎に 4 光線）を、樹脂に照射できることを実証した。これにより、プロセスが他のレ

ーザーベースのボリューメトリック積層技法よりも制御し易くなり、曲面や滑らかな表面

なども簡単に作製できるといった、形状の幅広い選択肢を提供する、と研究者たちは言う。 

 

CAL はまた、標準的なプロジェクターと市販の薬品の使用が可能なので、マルチビームに

よるボリューメトリック積層技法よりも安価である、と研究者たちは言う。作製できる形

状の自由度、使用可能な材料が多いこと、使用方法が簡便であることなどが、CAL を産業

界で有望な技術とさせ、国防、宇宙探査、光学、航空宇宙、生命科学、医薬、歯学、自動

車や耐久消費財などへのアプリケーションの可能性が考えられている。 

 

CAL 技法の開発には、2 年間を要した。2016 年当時、UC バークレーの大学院生で LLNL

にてボリューメトリック積層技法の研究に取り組んでいた共同の筆頭著者の Brett Kelly

氏、および Kelly 氏の UC バークレーでの指導教員 Hayden Taylor 教授は、作製できる形

状の自由度を拡張させて、より自由に複雑なオブジェクトをプリントするには他の手法が

必要であると判断した。彼らは検討を重ね、3D 画像を作るために、コンピューター断層撮

影法（CT）からコンピューターによる解決法を見出した。Kelly 氏はその後、UC バーク

レーの博士課程大学院生であった Indrasen Bhattacharya 氏と、同大学のコンピューター

画像研究科の授業で出会い、二人は授業のプロジェクトとして、最初の原理を初めて立証

した。 

 

「ボリューメトリックマルチビームによるプリンティングは、部品をより速く作製するこ

とができますが、主な難点としては、形状が単純なものであったことです。」と、Taylor 氏

は言う。「CAL が形状的な自由度をあげるためには、感光性物質に対応した、回転を取り

入れることが鍵となります。回転の自由度は、任意に増加できます。たとえそのいくつか

に対称性が全くなくても、コンピューター断層撮影法を適用させ、その方法を逆転させて

応用し、オブジェクトを作製することができると予測していました。」 

 

CAL の工程は、まず Computer-Aided Design (CAD)モデルから始められる。ビデオ投影

はそれぞれの角度で計算され、研究者たちが最適化アルゴリズムで処理すると、樹脂が入
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ったシリンダーの回転角に連動して再生される、回転するビデオ投影のように見える一連

のイメージとなる。数分後、３D 構造物が現れてから、ビデオ投影を停止し、硬化しなか

った液体を排出して、完成した構造物のみが残る。（ビデオ参照） 

 

 

Computed Axial Lithography 技法は、標準的な商業用プロジェクターと市販の感光性樹脂を使用して、一度に、か

つ従来の積層３D プリンティングより数倍速く、３D 物質を作製できる。プロジェクターの使用により、他のレーザーベ

ースのボリューメトリック積層技術に比べ、より簡単に工程が制御できる。また、曲面を付けやすくしたり、表面を滑ら

かにしたりといった、形状の選択肢を広げる。 

写真提供：Hossein Heidari (UC Berkeley) 

 

CAL を作動させるハードウェアは、物理的には複雑でないが、ソフトウェアや工程を裏打

ちする数学的処理は、複雑だ。研究者たちは、光と樹脂材料の相互作用について、理解し

なければならなかった。論文の共同の筆頭著者である Bhattacharya 氏は、正の値のみを

持つ２D 画像のシーケンスを作り出すために、条件付き最適化を使用する、「フィルター補

正逆投影法(FBP)」アルゴリズムの改良版を実行した。このアルゴリズムは、樹脂を適切に

硬化させ、目的のオブジェクトを作製するための最適な光量を配分する、数学的なフレー

ムワークを構築した。 

 

「従来の積層造形技術では、プリンターにプリンティングを指示するデザインファイルに

入力したものがプリントされます。つまり、基本的には、見えているものが、出来上がっ

てくるものであったのです。」と、Bhattacharya 氏は言う。「しかし、私たちが開発した技

法では、全体積を通した画像を投影しており、それら全てが結合すると、プリントしたか

ったものに似た３D 構造を作製するのです。 投影した画像が何になるのかを決めるため

https://www.llnl.gov/file/47861/download?token=OBs45Ed0
https://www.llnl.gov/sites/default/files/media/2019/01/cal2inside.jpg
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には、まず計算しなければなりません。コンピューター計算をしないプリンティングはあ

りえないのです。」 

 

CAL を使用した最初の実験は、2016 年の秋に始まった。最初の試験では、UC バークレ

ーの研究チームがカリフォルニア大学バークレー校のゴールデンベアーズロゴの２D モデ

ルのプリントに成功し、その後、原子や球形のシンプルな３D モデルをプリントした。続

いて UC バークレーや LLNL で試験的にプリントしたものは、小型飛行機のモデルや、格

子構造、ケージの中の切断された球形、レンズや、ロダンの有名な彫刻、「考える人」のミ

ニチュア版などがある。最大サイズのオブジェクトは、人間の下顎の輪郭モデルで、CAL

は歯科インプラントの作製にも適用できる可能性を示した。 

 

製作した部品のひとつのスクリュードライバーは、既存のオブジェクトの上に樹脂でさら

にオブジェクトをプリントするといった、CAL の特殊な機能である「オーバープリント」

技術を示すものである。この機能はいつか、個人用のスポーツ用品や、フットウェア、衣

類や補聴器などにも使用できるようになるだろう、と Kelly 氏は言う。別の製作物として、

橋梁構造物があるが、従来のプリンティング技術が要した犠牲的なサポート構造が不要に

なる可能性を、研究者たちに示した。製作物の多くは、UC バークレーの学生と共同の筆

頭著者である Hossein Heidari 氏が作製した。 

 

「オブジェクトが、未硬化樹脂の中から現れ、周りの液体の浮力によって支えられること

で初めて、真にサポートが不要な 3D プリントが可能になります。」と、Heidari 氏は言う。

「このことがもたらす他の多くの利点の中でも特に、食用ゼリー程に変形しやすい柔らか

い材料のとても繊細なミクロ構造でも、今やプリントすることができるのです。再生医療

エンジニアやバイオプリンティング業界が長い間直面していた製造における制約の多くは、

これによって取り除くことができます。」 

 

研究者たちは、ほぼ 0 の材料の廃棄と、未硬化樹脂の 100％再利用化という、サポート不

要の３D プリンティングに付随する他の利点について実証した、と、Heidari 氏は言う。

CAL の技術はまた、従来の積層造形型３D プリンティングには使用できない、高粘性のポ

リマー樹脂等によるプリンティングの可能性を拓く、と Kelly 氏は言う。 

 

「今では、私たちは基本的に、どのような任意のオブジェクトでもデザインファイルから

選んで、積層ではなく、全体を造形することができるのです。」と、Kelly 氏は言う。「これ

は全く新しいプロセスであり、我々はまだ、ほんの一部の可能性しか知りません。私はこ

れを、多くの可能性を拓く、新しい積層造形技術であるとみています。今後の展開を楽し

みにしています。」 
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本研究は、LLNL の Laboratory Directed Research and Development (LDRD) プログラ

ムおよび、UC Berkeley faculty startup support より資金を得た。形状の制限に対処する

ため、LLNL の研究チームは、新 LDRD プロジェクトに焦点をあて、樹脂の特性と３D 挙

動に重点をおいて、より多くの材料を研究している。UC バークレーの研究チームも、

LDRD プロジェクトに関与しており、柔らかい材料や再生医療といった生命科学への適用

に関心を寄せている。本研究を継続して、より大きな体積の構造物の作製を目指す、と研

究者たちは言う。 

 

「これは、経歴や専門の異なる人たちが協力すれば、真に革新的な新しい技術を導くこと

ができるという、とてもよい例です。」と、Kelly 氏は言う。「これだけの人々の頭脳が集っ

て問題の解決に取り組まなかったら実現しなかったであろう、この新しい結果を導き出し

た共同努力のあり方に、私は大変期待しています。」 

 

この技術は、すでに商用パートナーの関心を呼んでいる。産業への適用の可能性について

は「やる気に満ちている」、と LLNL の Shusteff 氏は言っているが、商業化を実証するに

は、この手法に十分信頼性があり、形状的にも正確であることを、研究者たちは示さなけ

ればならない。Shusteff 氏は、CAL は総合的には 3D プリンティングにおける著しい進歩

であり、その技法は幅広い影響をもたらす可能性を有している、と考えている。 

 

「私たちは、すでに多くの発見をしていますが、本研究は異なるアプローチを考案する余

地が、まだ多くあることを示唆しています。」と、Shusteff 氏は言う。「私は、これが全く

新しい分野になってほしいと願っています。今ではもう、一度にすべての部品をプリント

してしまう考え方が可能だからです。この流れにおいて、科学コミュニティーは、新しい

エネルギー供給実現の手法を見出すことでしょう。これは私たちの技術的なツールキット

の、もう一つの重要で新しいツールです。今後の展開がとても楽しみです。」 

 

タグ：Engineering 

 

 

翻訳：NEDO（担当 技術戦略研究センター 企画課） 

出典：本資料は、ローレンスリバモア国立研究所(LLNL)の以下の記事を翻訳したもので

ある。 

“3D printing method creates objects in one piece” 

(https://www.llnl.gov/news/3d-printing-method-creates-objects-one-piece) 

 

 

https://www.llnl.gov/news/research-areas/engineering
https://www.llnl.gov/news/3d-printing-method-creates-objects-one-piece
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(1125-3) 

【環境・省資源分野】 

 

仮訳 

硫黄によるプラスチックのより優れた製造方法を発見（英国) 

2019 年 2 月 7 日  

 

 

 

リバプール大学の科学者たちは、硫黄からポリマーを製造する新しいプロセスを発見した。

これは、プラスチックを製造する際、環境への負担をより軽減した方法となるかもしれな

い。 

 

硫黄は、世界中の鉱床に豊富に存在する元素だ。また、それは石油化学産業では原油や天

然ガスの精製プロセスにおける廃棄物であり、精製所の外には硫黄が大量に貯蔵されてい

る。 

 

ポリマーの製造で、炭素を代替する可能性があるとして注目されている硫黄だが、単独で

は安定したポリマーを構築できない。安定させるためには、「逆加硫」と呼ばれるプロセス

によって明らかにされているように、硫黄を有機架橋分子と反応させなければならない。

このプロセスには、高温と長い反応時間を要し、有害な副生物も排出する。 
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リバプール大学 Stephenson Institute of Renewable Energy の材料化学研究者たちは、

この度、ゲームチェンジャーとしての可能性が期待できる発見をした。 

 

『Nature Communications』誌に掲載された本研究には、反応時間と温度を低減し、同時

に有害な副生物の排出も抑えるという、逆加硫の新しい触媒プロセスの発見が報告されて

いる。また、反応収率を増加させて、ポリマーの物理的特性も向上させ、多様な架橋剤が

使用できる。 

 

合成ポリマーは、現代では人間の生活にとって偏在的であり、地球上で最も多岐にわたっ

て製造される材料だ。しかし、年間約 3 億 5 千万トンものプラスチックの製造により、環

境負担への懸念が増し、石油資源が減少するなか、より持続可能な新しいポリマーを開発

することは、急務である。 

 

本研究を実施したグループのリバプール大学リサーチフェローの Tom Hasell 氏は、「硫黄

からポリマー（プラスチック）を製造することは、ゲームチェンジャーとなり得ます。」と

言う。 

 

「石油の副生物である硫黄から有用なプラスチック材料を製造することは、石油から製造

されたポリマーへの社会の依存を軽減できるかもしれません。さらに、硫黄から製造され

たポリマーは、より簡単に再利用できる可能性があり、既存のプラスチックの使用量削減

が期待できます。」 

 

「これに加え、前例のない性質をもった特徴ある新しいポリマーが誕生する可能性があり

ます。硫黄の性質は炭素とは非常に異なっているため、硫黄ポリマーには、赤外線レンズ、

電池、浄水やヘルスケア等を含む、多様なアプリケーションの可能性が拓かれているので

す。」 

 

Hasell 氏はまた、次のようにも述べた。「私たちは、新しいアイデアを得ようと、従来の

ゴム加硫技術の促進に注目しはじめた時に、本研究の鍵となる発見をしました。今では本

研究は、逆加硫ポリマーの開発に大きな前進をもたらしています。この技術は逆加硫を、

従来の技術に比べてより多様に適用させることができ、効率的で、環境に優しく、生産性

も向上させており、基礎化学そのものの拡充のみならず、産業化や、化学や材料科学の様々

な分野における興味深い新材料へ可能性を拓くものです。」 

 

本論文、Catalytic inverse vulcanisation は、『Nature Communications』誌に掲載されて

いる。DOI: 10.1038/s41467-019-08430-8 

 

https://www.liverpool.ac.uk/renewable-energy/
https://www.nature.com/articles/s41467-019-08430-8.epdf?author_access_token=ond9yZJuRDVFSU_5gWXGB9RgN0jAjWel9jnR3ZoTv0Mj-sq9P5YKH9BBfowlmjEgLlhCVRUm_Po9tH5vr8zXaUdzWdeiEwewPDbstO_aV9WtKh16E6nNm-kPOPMajRCKd2YzX78bg9gHJsSTICWk9Q%3D%3D
https://www.liverpool.ac.uk/chemistry/staff/thomas-hasell/
https://www.nature.com/articles/s41467-019-08430-8.epdf?author_access_token=ond9yZJuRDVFSU_5gWXGB9RgN0jAjWel9jnR3ZoTv0Mj-sq9P5YKH9BBfowlmjEgLlhCVRUm_Po9tH5vr8zXaUdzWdeiEwewPDbstO_aV9WtKh16E6nNm-kPOPMajRCKd2YzX78bg9gHJsSTICWk9Q%3D%3D


NEDO 海外レポート NO.1125, 2019.6.21. 

 

 

12 

 

本研究は、リバプール大学とランカスター大学との共同で実施された。 

 

実験研究は、リバプール大学の Xiaofeng Wu 氏と、博士課程大学院生の Jessica Smith 氏、 

Samuel Petcher 氏、 Bowen Zhang 氏、及び Doug Parker 氏によって実施された。ラン

カスター大学の共同研究者、John Griffin 氏は、固体 NMR のポリマー構造の調査につい

て支援した。 

 

本研究は、先端材料の研究と開発のために 8,100 万英ポンド（約 120 億円）をかけて整備

した、リバプール大学の Materials Innovation Factory のワールドクラスの機材を使用し

ている。この施設は、ユニリーバ社の協力を得て設立され、最先端のコンピューターやロ

ボット設備と材料化学の専門技術を一堂に介して研究を促進し、社会的必要性に対処する

新製品の開発時間を短縮させている。 

 

 

翻訳：NEDO（担当 技術戦略研究センター 企画課） 

出典：本資料は、リバプール大学の以下の記事を翻訳したものである。 

“Scientists discover a beter way to make plastics out of sulfur” 

(https://news.liverpool.ac.uk/2019/02/07/scientists-discover-a-better-way-to-make-

plastics-out-of-sulfur/) 

(Reprinted with permission of the University of Liverpool) 

 

https://www.liverpool.ac.uk/materials-innovation-factory/
https://news.liverpool.ac.uk/2019/02/07/scientists-discover-a-better-way-to-make-plastics-out-of-sulfur/
https://news.liverpool.ac.uk/2019/02/07/scientists-discover-a-better-way-to-make-plastics-out-of-sulfur/
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(1125-4) 

【電子・情報通信分野】 

 

仮訳 

過去のコンピューター技術で未来の3Dプリンテッド 
メカニカルロジックゲートを作る（米国) 

2019 年 2 月 20 日  

 

 

ローレンスリバモア国立研究所(LLNL)の科学者たちとエンジニアたちは、高い放射線や

高温、高圧など、電子機器を破壊するような過酷な環境下でも周囲の変化に反応できる、

「知覚する」材料を作製する一環として、過去のコンピューティング技術に倣ったメカニ

カルコンピューティングと 3D プリンティングとを統合させた。 

 

チャールズ・バベッジの階差機関（機械式自動計算機）のような、初代のコンピューター

は、完全に機械式であり、複雑な数式を計算するために回転したり、動いたり、シフトし

たりする歯車やレバーで構成されていた。第二次世界大戦後、真空管や電子回路が登場す

ると、ほとんどのメカニカルコンピューターは、時代遅れとなった。 

 

ローレンスリバモア国立研究所の科学者やエンジニアたちは、過酷な環境下でも周囲の変化に対応できる、

「知覚する」材料を作製する一環として、メカニカルコンピューティングと 3D プリンティングを統合し

た。写真は左から：Julie Jackson Mancini 氏、 Logan Bekker 氏、 Andy Pascall 氏、 Robert Panas 氏

（LLNL） 

写真提供： Julie Russell/LLNL （画像ダウンロード） 

https://www.llnl.gov/sites/default/files/field/image/article/2019/02/additivemanufacuturinggates_875x500.jpg
https://www.llnl.gov/file/48136/download?token=jsetcg9h
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しかし、LLNL の研究者たちとカリフォルニア大学ロサンゼルス校（UCLA）の協力者た

ちは、この古い技術に新しいひねりをきかせ、あらゆる数値の計算が対応可能なコンピュ

ーターの基本構成要素であるメカニカルロジックゲートを、３D プリントで作製した。 

 

３D プリントされたロジックゲートは、まるで LEGO ブロックのようにほぼ何でも構築

でき、どのようなタイプの構造材料にも内蔵可能で、電力を必要とせず環境にあわせて物

理的に形状を変化させるようプログラムも可能なため、高い放射線や熱、圧力下で役に立

つ、と研究者たちは言う。本研究は、本日『Nature Communications』誌にオンライン上

で掲載された。 

 

「電気的アプリケーションには制限されているものがあるのに対して、このシステムを使

用すると、材料が完全に自己再構成できるのです。」と、本研究を率いる Andy Pascall 氏

は言う。「このロジックゲートを材料に組み込んだ場合、その材料は、温度や圧力などの環

境を感知できるのです。これは、我々が言うところの「知覚する」材料、すなわち応答性

材料を得るひとつの方法であって、温度や圧力などに対し、複合的に応答することができ

ます。これは、スマートであること以上のものです。この材料は制御され、精密に反応し

ているのです。」 

 

 

メカニカルロジックゲートは、一般的なコンピューターほど高性能ではないが、例えば金

星のような過酷な環境で活動するローバー（移動車）に、あるいは、電子機器を破壊する

ような放射線や電磁パルスの爆発下でも作動する低電力コンピューターで、有用となるだ

大面積投影マイクロステレオリソグラフィー(LAPµSL)を使用して 3D プリントした、一連のメカニカルロ

ジックゲート。 

 

http://dx.doi.org/10.1038/s41467-019-08678-0
https://www.llnl.gov/sites/default/files/media/2019/02/additivemanufacuturinggates_inside.jpg
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ろう。Pascal 氏によると、金星用のローバーには、ローバーが熱くなりすぎた場合には、

制御システムを作動させて、電力を全く使用せずに材料が開孔して、冷却剤を取り込むよ

うにできるとのことだ。 

 

このデバイスは、例えば福島の原子炉で情報収集をするロボット等に使用でき、また、ど

んなタイプの材料のようにも成りうるので、想定できる限りのあらゆる種類の構造の中に

も埋め込むことができる。 

 

「同デバイスの設計の利点は、大きさに制限がないことです。」と、Pascal 氏は言う。「数

ミクロンからどれだけでも必要な大きさまで対応でき、迅速に試作品を製造できます。こ

れは、3D プリンティングなしには、困難なタスクです。」 

 

LLNL のリサーチエンジニアである Robert Panas 氏と、元 LLNL のポスドク・リサーチ

ャーで現在 UCLA の機械航空工学助教の Jonathan Hopkins 氏、そして、夏季講習生の

Adam Song 氏は、システムを曲げたり動かしたりするために、このデバイスのフレクシャ

ゲートを設計した。 

 

本研究の責任者である Panas 氏は、これらのフレクシャがスウィッチのように機能すると

言う。それらは連結していて、刺激を受けると外部電力なしでメカニカルロジック演算に

利用できる、一連の形状変化を引き起こす。ゲート自体は移動することによって作動し、

圧力パルスや光ファイバーケーブルからの光パルス等の外部バイナリ信号をトランスデュ

ーサーから取り込み、論理演算を実行する。その結果は、デバイスの形状を物理的に変化

させる、全ゲートを通じたドミノ効果をもたらす挙動に変換される。 

 

「多くのメカニカルロジック設計には相当な制約があるので、製作不可能な風変わりな設

計に陥ることがあります。」と、Pana 氏は言う。「私たちは、3D プリントされたフレキシ

ブルなエレメントであるこれらのフレクシャを用いて、ロジック構造を変えています。結

果的には、（情報を伝達するためには）移動のロジックの仕組みが必要であると認識しまし

た。驚くことに、それは実際、うまく作動したのです。」 

 

Panas 氏によると、フレクシャの座屈の動きにより、エネルギーを使用することなく、構

造をあらかじめプログラムしたり、情報を記憶させたりできるため、高放射線や、高温、

高圧下といった環境に最適である、という。また、ロジックゲートは、例えばワクチンや

食料品などの温度情報を収集して、特定の基準値に達すると通知したり、橋梁内部で構造

への荷重データを収集したりできる、と Panas 氏は言う。 

 

「私たちは、これを、高容量材料に埋め込んだシンプルなロジックとしてとらえており、
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通常ではデータ収集が困難な場所で情報を読みとれる可能性を秘めていると考えていま

す。」と、Panas 氏は言う。カリフォルニア大学ロサンゼルス校では、Hopkins 氏が、光

硬化性液体樹脂内をレーザーがスキャンして、レーザー光が照射された箇所が、硬化した

り、固化したりする 2 光子光造形法と呼ばれる 3D プリンティング方法を使用して、サブ

ミクロンレベルでロジックゲートをプリントした。 

 

「ロジックゲート構造の 3D プリント後、光ピンセットとして機能する様々なレーザーを

使って、変形を加えます。」と、Hopkins 氏は説明する。「その後、再びこの光ピンセット

を利用して、スウィッチングを作動させます。これは、ミクロスケールで材料を作製する

ための、革新的で新しいアプローチです。」 

 

この設計は、ロジックゲートの座屈の動きをコンピューターでモデリングしたものをベー

スにしており、現時点では 2D で設計されているが、3D で実現したい、と Pascall 氏は言

う。この技術が安定したパーソナル制御システムの設計に利用できることを期待しており、

この設計をオープンソースとして公開する予定だ、という。同技術は、学生の学習ツール

としても活用でき、商用 3D プリンターを使用して独自のロジックゲートをプリントし、

コンピューターの仕組みについて学ぶことができる、と Pascall 氏は言い添える。 

 

研究者たちは Laboratory Directed Research and Development（LDRD）プログラム下で

新しいプロジェクトを開始し、スケールアップの可能性の探求や、伝達化学物質の研究な

どを進めている。本研究には他にも、LLNL より Julie Jackson Mancini 氏、UCLA より、

Yuanping Song 氏、 Samira Chizari 氏、Lucas Shaw 氏が貢献している。 

 

 

翻訳：NEDO（担当 技術戦略研究センター 企画課） 

出典：本資料は、ローレンスリバモア国立研究所 (LLNL) の以下の記事を翻訳したもの

である。 

“Researchers look to computing’s past to unlock 3D-printed mechanical logic gates for 

the future” 

(https://www.llnl.gov/news/researchers-look-computing%E2%80%99s-past-unlock-3d-

printed-mechanical-logic-gates-future) 

 

 

https://www.llnl.gov/news/researchers-look-computing%E2%80%99s-past-unlock-3d-printed-mechanical-logic-gates-future
https://www.llnl.gov/news/researchers-look-computing%E2%80%99s-past-unlock-3d-printed-mechanical-logic-gates-future
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(1125-5) 

【バイオテクノロジー分野】 

 

仮訳 

植物からのプラスチック生成には遺伝子組換え微生物が鍵に（米国) 

2019 年 3 月 6 日  

 

炭化水素をエサとする土壌微生物は、少しだけ遺伝子操作を加えると、再生可能ではある

がほとんど活用できていない豊富な資源を、一般的なプラスチックの代替材料に変換する

生物工場としての役割が期待できることが分かった。 

 

米国エネルギー省(DOE)が資金を提供する Great Lakes Bioenergy Research Center 

(GLBRC)の、ウィスコンシン大学マディソン校を拠点とする研究者らは、他の研究者らと

同様に、木質の生物資源を燃料や化学物質を生産する化石燃料の代替に転換するために、

植物の細胞壁の大部分を構成する繊維状のセルロース中の糖の獲得を目指してきた。 

 

このような糖を獲得するための作業の大

半は、細胞壁中のセルロースと他の化学成

分との隙間を埋める樹脂である、リグニン

を取り除くことだ。 

 

それにより、後には有用なセルロースが大

量に残るが、同時にほとんど価値のないリ

グニンも大量に残る。製紙工場では、リグ

ニンを木材から取り除いて紙を製造する

手法を 100 年以上続けてきたが、リグニン

にはほとんど価値がないため、工場内のボ

イラーでただ焼却されていた。 

 

「一般的にリグニンは、お金以外のものだ

ったらなんでも作れると言われています。」

と、ウィスコンシン大学マディソン校の都

市環境工学科大学院生である Miguel Perez 氏は言う。 

 

しかしそれは、ノボスフィンゴビウム・アロマチシボラン (Novosphingobium 

aromaticivorans)について、Perez 氏のように理解していなかったからであろう。 

 

 

ウィスコンシン大学マディソン校ポスドク研究員

の Alex Linz 氏は、皿の上の N.アロマチシボラン

（黄色い部分）を調査している。再生可能な資源で

ある、この土壌細菌は、植物の細胞からリグニンを

化石燃料由来のプラスチックの代替物質に転換で

きる。写真提供：CHELSEA MAMOTT, GLBRC 

 

https://news.wisc.edu/content/uploads/2019/03/N-aromaticivorans-rect.jpg
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Perez 氏と、都市環境工学教授の Daniel Noguera 氏、そして GLBRC と Wisconsin Energy 

Institute の同僚たちは、本研究を『Green Chemistry』誌に発表して、N. アロマチシボ

ランを使用して、リグニンをより価値の高い製品に転換する技術を公開した。 

 

「リグニンは、石油に次いで、石油由来の化学物質やプラスチックの作製に利用される、

芳香族化合物を地球上で最も多く提供する資源です。」と、Noguera 氏は言う。だが、複雑

で大きなリグニンの分子は、有用な構成物

質への効率的な分解が非常に難しい。 

 

そこで、石油製品による汚染後の、芳香族化

合物を豊富に含む土壌で培養され、初めて

分離された微生物の登場だ。 

 

他の微生物が選択的である一方、この N. 

アロマチシボランは、リグニンに含まれる

芳香族化合物の生物的なファネル（漏斗）と

して機能する。それは、リグニンのほぼ全て

の異なる成分を、より小さな芳香族炭化水

素に分解できるという特徴を有している。 

 

「以前試した他の微生物は、リグニンに含

まれる芳香族化合物のうち、数種類は分解

できていたと思います。」と、Perez 氏は言う。「今回、この微生物を発見した時には、微

生物はすでに幅広い種類の芳香族化合物をうまく分解していました。そのため、この微生

物には大変期待できるのです。」 

 

分解プロセスの過程で、この微生物は芳香族化合物を 2-ピロン-4,6-ジカルボン酸(PDC)に

転換する。研究者たちは、同微生物から遺伝子を 3 個除去することで、代謝中間体の PDC

を直接獲得できるようにした。遺伝子操作後のこれらの微生物は、異なるリグニンの分子

を注ぎ込むと、PDC が流れ出るファネルとなったのだ。 

 

日本のバイオエンジニアたちは、PDC を用いて消費者向け商品に有用な様々な材料を作製

している。 

 

「日本のバイオエンジニアたちは、PDC がペットボトルや合成繊維といった、世界で最も

一般的に生産されている PET ポリマーの添加剤として、石油ベースのものと同等か、そ

れ以上の働きをすることを発見しました。」と、Perez 氏は言う。 

 

石油製品による汚染後に初めて土壌から分離され

た N. アロマチシボランは、GLBRC の科学者たち

が発見した時にはすでに、有用な分解力を示してい

た。その微生物への遺伝子操作は、再生プラスチッ

ク産業の活性化のトリガーとなりうる。 

画像提供：GLBRC 

https://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2019/gc/c8gc03504k
https://news.wisc.edu/content/uploads/2019/03/N-aromaticivorans-micro.jpg
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もし、PDC がもっと簡単に獲得できる

なら、プラスチックの代替え品としては

魅力的だ。環境中で自然に分解されて、

いわゆる環境ホルモンを水中に浸出さ

せないからだ。 

 

「PDC は既存の技術で作製することが

とても難しいため、産業プロセスがあり

ません。」と、Noguera 氏は言う。「しか

し、もし、バイオ燃料をセルロースから

作製して、リグニンを排出し、今までは

ただ焼却していたそのリグニンを効率的に PDC に転換できれば、リグニンの産業利用の

市場を変革することになるかもしれません。」  

 

現時点では、遺伝子操作された N. アロマチシボランは、リグニン中で有用と考えられる

化合物の少なくとも 59％を PDC に転換できる。しかし、新たな研究では、より多量に転

換できる可能性が示唆されており、Perez 氏は微生物のさらなる遺伝子操作の進展を目指

している。  

 

「もし、この PDC 生産パイプラインで十分な効率と収率を実現できたなら、新しい産業

を起こすことにつながるかもしれません。」と、Noguera 氏は言う。 

 

Wisconsin Alumni Research Foundation は、本技術の特許を出願した。 

 

本研究は、米国エネルギー省（DOE）(BER DE-FC02-07ER64494 及び DE-SC0018409)、

及び Chilean National Commission for Scientific and Technological Research.より資金

提供を受けている。 

 

 

翻訳：NEDO（担当 技術戦略研究センター 企画課） 

出典：本資料は、ウィスコンシン大学マディソン校の以下の記事を翻訳したものである。 

“Engineered microbe may be key to producing plastic from plants” 

(https://news.wisc.edu/engineered-microbe-may-be-key-to-producing-plastic-from-

plants/) 

(Reprinted with permission of the University of Wisconsin-Madison) 

  

Daniel Noguera 氏 

 

 

Miguel Perez 氏 

 

https://news.wisc.edu/engineered-microbe-may-be-key-to-producing-plastic-from-plants/
https://news.wisc.edu/engineered-microbe-may-be-key-to-producing-plastic-from-plants/
https://news.wisc.edu/content/uploads/2019/03/Daniel-Noguera.jpg
https://news.wisc.edu/content/uploads/2019/03/Jose-Miguel-Perez.jpg
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(1125-6) 

【環境・省資源分野】 

 

仮訳 

クリティカルマテリアル：採鉱廃棄物からの希土類大量回収に着目
（米国) 

2019 年 3 月 13 日  

 

アイダホ国立研究所（INL）とラトガーズ大学の研究者たちは、貴重な材料の世界的な安

定供給を可能にする、採鉱廃棄物から希土類元素を抽出する方法を検証した。 

 

本研究は、米国エネルギー省 Critical Materials Institute の支援を受けて実施されたもの

であり、『Journal of Chemical Thermodynamics』誌のオンライン最新号に掲載されてい

る。 

 

希土類元素 (REEs)は、ネオジムやジスプロシウムを含む金属元素であるが、携帯電話や

コンピューター、風力タービン等、多くのハイテクデバイス製造に不可欠だ。 

 

REEs は入手が困難であり、現在、米国内での生産による供給はない。この希少さゆえ、 

製造業者は供給途絶の危機に直面する恐れがある。 

 

しかし、リン鉱石からリン酸を抽出した後の廃棄物であるリン酸石膏(PG)には、REEs が

大量に含まれている。米国では、2017 年に約 2 千 8 百万トンのリン鉱石を採掘している。

抽出したリン酸は、肥料や他の製品の生産等に利用されている。 

 

現在、10 億トン超の PG 廃棄物が、全米の、特にアイダホ州とフロリダ州の貯蔵サイトに

蓄積されている、と研究者たちは推測している。全世界では、毎年約 10 万トンの REEs

が、PG 廃棄物中に残留している。これは、毎年世界で産出される約 12 万 6 千トンの希土

類酸化物の量とほぼ同等である。 

 

PG 廃棄物からの REEs 抽出の可能性を調べるために、研究者たちは人工のリン酸石膏を

６種類の希土類元素（イットリウム、セリウム、ネオジム、サマリウム、ユウロピウム、

イッテルビウム）でドープし、元素の抽出に使用できる様々な浸出剤について調査した。 

 

その中でも、グルコノバクター・オキシダンス(Gluconobacter oxydans)という微生物が生

成する化学物質の混合物が、REE の回収に特に有効であった。グルコノバクターは、腐敗

した果物中等、環境中に一般的に存在する微生物である。 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0021961418312710?via%3Dihub
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グルコノバクターは、「バイオリーチング」と呼ばれる

プロセスで、周囲の物質から REEs を溶解させて溶液に

引き込む、グルコン酸などの有機酸を生成する。その後、

REEs は、溶液から沈殿により、産業用に精製される。 

 

以前の研究では、INL の研究者たちはグルコノバクター

を利用して、石油精製等に使用される使用済みの流動接

触分解(FCC)触媒から REEs を回収した。 

 

今回の研究では、グルコノバクターが生成した化学物質

の混合物が、リン酸やグルコン酸の能力を上回った。実

験した化学物質のなかでは、硫酸が最も効果的であった。 

 

グルコノバクターを使用して使用済みの製品や産業廃

棄物から REEs を抽出する、同研究チームの前回と今回

の研究で大きく違う点は、世界の REEs 供給不足を緩和するのに十分な量の PG が存在す

ることにあります、と INL の Biological and Chemical Processing Department の研究員

である、ヨシコ・フジタ氏とデービッド・リード氏は言う。 

 

初期の研究では、グルコノバク

ターを利用したバイオリーチン

グは経済的に実行可能で、特に

硫酸と比較すると、環境負荷も

少ないことを確認した。鉱石か

ら REEs を抽出する従来の手法

では、有毒な酸性汚染物を大量

に排出する。 

 

「バイオリーチングでは有機

酸を使用するので、環境にあま

り負荷をかけないのです。」と、

フジタ氏は言う。 

 

PG を使用して REEs を抽出するには、主に二つの課題が残る。まず、PG には大体、微少

の放射能物質が含まれていることだ。「一般的にリン酸の廃棄物には、ウラニウムやトリウ

ムが含まれています。」と、フジタ氏は言う。「ただし、これらの元素がごく低量の堆積物

もあります。」 

研究者たちは、人工のリン酸石膏を

６種類の希土類元素でドープし、元素

の抽出方法を研究した。 

アイダホ国立研究所(INL)でバイオリーチングを研究するヨシコ・フジタ

氏。 
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次に、PG が廃棄物として分類されていることだ。つまり、蓄積されている PG へのアセ

スは、規制機関によって制限される可能性がある。 

 

それにもかかわらず、この大量なREEs源の利用への関心は高い。すでに鉱山業者からの、

同技術に関する問い合わせを受けている。研究者たちの次なる目標は、リン酸製造時に抽

出されて REEs を含有する産業用 PG やその他の廃棄物等で、微生物由来の有機酸による

試験を実施することだ。 

 

「私は、ここには膨大な埋蔵量があると思います。」と、リード氏は言う。「いずれ、PG を

実行可能な原料であると認識する日が到来するでしょう。REE 材料の流通に何かが起こっ

た場合、これらの PG 原料は重要です。」 

 

INL やラトガーズ大学の科学者の他にも、OLI Systems Inc やカリフォルニア大学デイビ

ス校、ローレンスリヴァモア国立研究所の研究者たちも、研究チームに加わった。 

 

本研究は、Critical Materials Institute (CMI)の支援により実施された。CMI は、米国エ

ネルギー省(DOE)のエームズ研究所が率い、米国製造業のイノベーションや米国経済成長、

エネルギー安全保障等を推進するための初期段階の研究を支援する、DOE 内エネルギー

効率・再生可能エネルギー局(EERE)の Advanced Manufacturing Office が支援する

Energy Innovation Hub である。CMI はまた、クリーンエネルギー技術発展のため、希土

類金属や他の材料への依存排除や削減にも取り組んでいる。 

 

INL は、DOE 傘下の国立研究所であり、エネルギー、国家安全保障、科学、環境における

DOE の戦略的目標分野に取り組んでいる。INL は、核エネルギー研究開発をけん引する

米国の代表的な機関である。日常的な運営管理は、Battelle Energy Alliance が担当する。 

 

 

翻訳：NEDO（担当 技術戦略研究センター 企画課） 

出典：本資料は、アイダホ国立研究所の以下の記事を翻訳したものである。 

“Critical Materials : Researchers eye huge supply of rare-earth elements from mining 

waste” 

(https://inl.gov/article/critical-materials-researchers-eye-huge-supply-of-rare-earth-

elements-from-mining-waste/) 

 

 

https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__cmi.ameslab.gov_-23pager&d=DwMFaQ&c=54IZrppPQZKX9mLzcGdPfFD1hxrcB__aEkJFOKJFd00&r=3Bn2p0msCSFhRjUwhIs5FfV3mhKbXKu4Bmz5BEFncuU&m=-UNbRpG4rPX00qnSunRltLk4rPNkqnMd_um8r8vFNLE&s=JzOFBx0yNKD980TDaVW6WGkYg28cjN54Phh4GG6jjmQ&e=
https://inl.gov/article/critical-materials-researchers-eye-huge-supply-of-rare-earth-elements-from-mining-waste/
https://inl.gov/article/critical-materials-researchers-eye-huge-supply-of-rare-earth-elements-from-mining-waste/
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(1125-7) 

【ロボット・AI技術分野】 

 

仮訳 

3Dプリンターで作るロボットが老齢期を見守る（米国） 

2019 年 4 月 8 日  

本記事の YouTube ビデオ 

 

米国インディアナ州ウェストラファイエット– 世界の高齢者人口は、急増している。60

歳以上の世界の高齢者人口は、2050 年までに現在の 2 倍以上に増加すると予想されてお

り、若年者人口の増加速度を超えている。 

 

この傾向は、病院や介護施設のみならず、自宅等でも 24 時間体制でケアを提供できる介

護者の需要の高まりも伴っている。 

 

介護ロボットはプログラムにより、すでに看護士に代わって質問したり、患者が転倒しな

いようにモニタリングしたりできるようになっている。介護者不足が予想されている米国

では、これらの介護ロボット市場の更なる拡大が期待されており、2045 年までに 450,000

台に達すると見込まれている。 

 

「現在の介護ロボットの外部ハード構造は、残念なことに、人間との安全なインタラクシ

ョンを妨げており、ロボットによる支援は物理的ではなく、単なる社会的インタラクショ

ンに限られています。」と、パデュー大学産業機械工学部および同大学 College of 

Engineering 内 Weldon School of Biomedical Engineering 教授の Ramses Martinez 氏

は言う。「結局のところ、あなたは人間の赤ちゃんや、身体や認知に障害のある高齢者の世

話を、ロボットに任せられますか、ということなのです。」 

 

最近の材料化学の進歩により、ボディが変形可能であったり、接触時に形を変える機能を

持つようなロボットを製造できるようになったが、ソフトロボットの設計や作製、制御が

複雑であるため、この技術の商業化や家庭用アプリケーションとしての利用を遅らせてい

る。 

 

https://youtu.be/q9M4q9OQhQE
https://engineering.purdue.edu/IE
https://engineering.purdue.edu/Engr
https://engineering.purdue.edu/Engr
https://engineering.purdue.edu/BME
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Martinez 氏とパデュー大学の他の研究者たちは、３D プリンターによるソフトロボット

の効率的な設計や作製を可能とする、新しい設計方法を開発した。本技術は、Advanced 

Functional Materials 誌 4 月 8 日号に掲載されてい

る。本技術に関するビデオは、こちらから：

https://www.youtube.com/watch?v=nDpzuLbtzDM. 

 

同設計プロセスには、３つのステップがある。まずユ

ーザーは、ソフトロボットの形状を取り込んだ CAD フ

ァイルを作成する。次に、その CAD ファイルをペイン

トして、ソフトロボットの関節が動く方向を表示する。

それから、高速コンピューターアルゴリズムが、その

CAD モデルを、従来のどのような 3D プリンターでも

プリントできる 3D 構築したソフトマシーン

（architected soft machine: ASM）に、数秒で変換す

る。 

 

この 3D ASM は人間のように動くが、筋肉の働きとし

てリムの端に結んだナイロン線を小型モーターがけん

引する。3D ASM は、元の長さの 900％超まで、引き伸

ばしたり、ねじったりすることができる。ビデオ画像は

こちらから： 

https://www.youtube.com/watch?v=V0L0lP0g4tg. 

 

「ASM は、ものをつかんだり、這ったりなどの複雑

な動作を容易に行うことができ、本研究は、軽量な

自律型ソフトロボットの開発におけるさらなる一歩

であると考えます。」と、Martinez 氏は言う。「体の

構造を変え、多種多様な環境に合わせて動くといっ

た ASM の能力は、介護のクオリティ向上のみなら

ず、災害対応ロボティクスとしての将来性も期待で

きます。」 

 

ビデオ画像は、こちらから： 

https://www.youtube.com/watch?v=q9M4q9OQhQE 

 

本研究チームに関する他のビデオは、こちらから：YouTube channel 

 

パデュー大学の研究者たちは、高齢者の

家庭で介護をサポートできるようなソフトロ

ボットを作製するための新しい設計方法を

開発した。（画像提供：Ramses 

Martinez）イメージ画像ダウンロード 

 

 

パデュー大学の研究者たちは 3D プリンタ

ーを使用して、ソフトロボットを誰でも早く設

計・製造できる新しい設計技術を開発し

た。（画像提供）画像ダウンロード 

 

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/adfm.201808713
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/adfm.201808713
https://www.youtube.com/watch?v=nDpzuLbtzDM
https://www.youtube.com/watch?v=V0L0lP0g4tg
https://www.youtube.com/watch?v=q9M4q9OQhQE
https://www.youtube.com/channel/UCeExxWCG5fcM7N1AKRZ0JRA/featured
https://news.uns.purdue.edu/images/2019/robot-rendering.jpg
https://news.uns.purdue.edu/images/2019/fabricate-robots.jpg
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本技術は、Purdue Office of Technology Commercialization を通じて、特許取得済み。研

究者たちは、同技術の試験と実用化にむけてパートナーを募集中。 

 

本研究は、パデュー大学の 150 周年記念事業の一環として、人工知能と健康の分野におけ

る同校のグローバルな貢献を評価する Giant Leaps 記念企画と連携している。これらの分

野は、パデュー大学が知的センターとして実社会の課題を解決してきた内容を 1 年間にわ

たり紹介する、Ideas Festival 事業の４つのテーマのうちの 2 つである。  

 

記事執筆者：Chris Adam, 765-588-3341, cladam@prf.org 

 

情報源：Ramses Martinez, rmartinez@purdue.edu 

 

 

翻訳：NEDO（担当 技術戦略研究センター 企画課） 

出典：本資料は、パデュー大学の以下の記事を翻訳したものである。 

“Robots created with 3D printers could be caring for those in golden years” 

(https://www.purdue.edu/newsroom/releases/2019/Q2/robots-created-with-3d-printers-

could-be-caring-for-those-in-golden-years.html) 

(Reprinted with permission of Purdue University) 

 

 

https://www.prf.org/otc/
https://takegiantleaps.com/
https://takegiantleaps.com/ideas-festival/
mailto:cladam@prf.org
mailto:rmartinez@purdue.edu
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
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(1125-8) 

【環境・省資源分野】 

 

仮訳 

 

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（米国） 

ローレンスバークレー国立研究所の科学者たちが 

様々な色彩や形状の新材料に何度でもリサイクル可能な次世代プラスチックを開発 

2019 年 5 月 6 日 

 

プラスチックは、不要になるまでは軽くて丈夫な素晴らしい素材だが、色素やフィラー、

難燃剤など様々な添加物を含むため、機能や美観を損なわずにリサイクル可能なものはほ

とんどない。リサイクルに最適な資源プラスチックである 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 20-30%のみで、それ以外は大体が焼却か埋立て処理さ

れる。埋立てられたプラスチックの炭素豊富な物質が分解するには何百年もかかる。 

 

米国エネルギー省(DOE)ローレンスバークレー国立研究所(LBNL)の研究チームは、レゴブ

ロックのように、分子レベルで構成要素単位まで分解し、機能や品質を損なわずに様々な

形状、手触り、色合いに何度でも再構築できる、リサイクル可能なプラスチックを開発し

た。この新材料、PDK(poly(diketoenamine)は、『Nature Chemistry』誌上で報告された。 

 

「リサイクルできるように

製造されているプラスチッ

クは、ほとんどありませ

ん。」と、LBNL Molecular 

Foundry のポスドク研究

員で、本研究論文筆頭著者

である Peter Christensen 

氏は言う。「私たちは、分子

レベルの視点からリサイク

ルを考える、プラスチック

の新しい組み立て方法を発

見しました。」 

 

Christensen 氏は、 LBNL 

Molecular Foundry の専任

 

 左から: Peter Christensen 氏、 Kathryn Loeffler 氏、Brett Helms

氏。 (クレジット: Marilyn Chung/Berkeley Lab) 

 

https://www.nature.com/articles/s41557-019-0249-2
http://foundry.lbl.gov/
http://foundry.lbl.gov/
http://foundry.lbl.gov/
https://newscenter.lbl.gov/wp-content/uploads/sites/2/2019/05/XBD201708-00160-177-1200x801.jpg
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研究員であるBrett Helms氏が率いる学際的な研究チームの一員であった。他の共著者は、

当時カリフォルニア大学バークレー校学部生であった Angelique Scheuermann 氏と当時

テキサス大学オースチン校学部生であった Kathryn Loeffler 氏 だ。 

 

飲用水用のペットボトルから自動車の部品に至るまで、すべてのプラスチックは、炭素を

含んだより短い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されている。 

 

研究者たちによると、多くのプラスチックの問題点は、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など、プラスチックの品質を高めるために添加されている

化学物質がモノマーに硬く結合しており、リサイクル工場で処理された後も、プラスチッ

ク中に残存することにあるという。 

 

リサイクル工場での処理では、硬かったり、伸縮性があったり、透明であったり、鮮やか

な色であったりといった様々な化学組成のプラスチックは、混合され、粉砕される。その

混合され粉砕されたプラスチックを溶解して新しい材料にする際に、処理前のプラスチッ

クからどの特性が受け継がれるのか、予測するのは難しい。 

 

このように予測でき

ない特性が伝承され

るため、元のモノマ

ーを回収して長期間

再利用したり、また

は、より高品質の新

しい製品にアップサ

イクルしたりできる

循環型材料の実現は

困難であった。 

 

例えばリサイクルプ

ラスチックで作られ

た再利用可能なレジ

袋が破れたり擦り切

れて使い古されると、新しい製品を作るためにアップサイクルはおろか、リサイクルする

ことすらできない。そして、レジ袋の寿命がつきたときには、熱や電力、燃料などにする

ために焼却するか、埋め立てるしかない、と Helms 氏は言う。 

 

 

従来のプラスチックとは異なり、PDK プラスチックのモノマーは、高濃度の酸溶液

に浸すだけで、どのような合成添加剤からもモノマーを分離、回収できる。 

(クレジット: Peter Christensen et al./Berkeley Lab) 

 

http://foundry.lbl.gov/helmsgroup/
https://newscenter.lbl.gov/wp-content/uploads/sites/2/2019/05/depolymerized-plastic-690x421.png
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「循環型プラスチックの製造や、プラスチックのアップサイクルは、大きな課題です。」と、

Helms 氏は言う。「プラスチックごみが水界生態系に浸出したことによる影響は周知のと

おりですし、またこの傾向は、より多くのプラスチックが製造されることや、私たちの自

治体のリサイクルインフラへのダウンストリームのプレッシャーにより、より悪化する見

込みです。」 

 

一個のモノマーから始めるプラスチックのリサイクル 

 

研究者たちは、プラスチックの再

生や再利用にインセンティブを与

えることにより、プラスチックの

埋め立てや海洋廃棄を回避したい

と考えているが、PDK で構築され

たポリマーであればそれらが可能

となる。「PDK を使用すれば、従来

のプラスチックの変えられない結合は可逆的な結合に置き換えることができ、プラスチッ

クをより効率的にリサイクルすることができます。」と、Helm 氏は言う。 

 

PDK プラスチックは、従来のプラスチックとは異なり、高濃度の酸溶液に浸すだけで、ど

のような合成添加剤からもモノマーを分離、回収できる。酸がモノマー間の結合を壊し、

プラスチックの外観や質感を構成している化学添加剤から分離させる働きをするのだ。 

 

「私たちは、プラスチックのライフサイクルを直線型なものから循環型に変化させる化学

技術に興味を持っています。」と、Helms 氏は言う。「リサイクルという選択肢が全くない

状況を、改善するチャンスがあるのです。」それには、接着剤や電話ケース、腕時計バンド、

靴、コンピューターケーブル、熱いプラスチック材料を成形して作製した熱硬化性樹脂な

ども含まれる。 

 

Christensen 氏が 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と

きに、研究者たちはPDKベースのプラスチックの素晴らしい循環型特性を初めて見出し、

接着剤の組成が変化したことに気がついた。Christensen 氏はこの変化について興味をも

ち、NMR（核磁気共鳴）分光装置を使用してサンプルの分子構造を分析した。「驚いたこ

とに、それらはオリジナルのモノマーだったのです。」と、Helms 氏は言う。 

 

研究者たちは、Molecular Foundry において様々な調合を試験したのち、酸は、PDK ポリ

マーをモノマーに分解するだけでなく、結合した添加剤からモノマーを分離することも実

証した。 

この低速度撮影動画は、酸の中で PDK プラスチック片が、分子

構築ブロックであるモノマーに分解される様子を映している。酸は

モノマー間の結合を壊し、プラスチックの外観や質感を構成してい

る化学添加剤をモノマーから分離する働きをする。 

（クレジット：Peter Christensen/ Berkeley Lab） 

動画はこちらから 

https://newscenter.lbl.gov/wp-content/uploads/sites/2/2019/05/closed-loop-plastic-450x338.gif
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研究者たちは次に、回収した PDK モノマーは再びポリマーへ作製することができ、この

ようなリサイクルポリマーは、元材料の色合いや他の特徴を引き継がずに、新しいプラス

チック材料となることを実証した。つまり、あなたが廃棄した腕時計の壊れた黒いリスト

バンドが、もし PDK プラスチックで作製されていたら、コンピューターキーボードに生

まれ変わることができるかもしれない、ということだ。また、フレキシビリティー等の特

性を付加することで、このプラスチック材料をアップサイクルすることも可能だ。 

 

循環型プラスチック社会の未来へ 

 

研究者たちは、この新しいリサイクルプ

ラスチックが、現在使用されている多く

の非リサイクルプラスチックの優れた

代替品になると考えている。 

 

「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、今はまさに見直す時期に

あります。」と、Helms 氏は言う。

「もし、これらの設備が PDK や同様

なプラスチックのリサイクルやアップ

サイクル用に設計されていれば、プラ

スチックの埋立処理や海洋廃棄をより

効率的に回避することができます。循環型プラスチックを実現するために材料とリサイク

ル施設の両方をどのように設計するか、それを考え始めるには今はとても良い時期なので

す。」と、Helms 氏は言う。 

 

研究者たちは今後、テキスタイルや３D プリンティング、発泡体など、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している。

さらには、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て、プラスチックの調

合を拡充させることも検討している。 

 

Molecular Foundry は、ナノスケール科学を専門とする米国エネルギー省の Office of 

Science User Facility である。 

 

 

 
PDK プラスチックは、再利用のために元のモノマーが何度

でも回収でき、またより新しく高品質な製品へ「アップサイク

ル」が可能な、「循環型」材料である。 

(クレジット: Peter Christensen et al./Berkeley Lab) 

https://newscenter.lbl.gov/wp-content/uploads/sites/2/2019/05/plastics-recycling-symbol-1200x667.jpg
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本研究は、米国エネルギー省 Laboratory Directed Research and Development (LDRD) 

program より支援を受けた。 

 

本技術は、ライセンシングやコラボレーション可能。コンタクト先は、Berkeley Lab’s 

Intellectual Property Office, ipo@lbl.gov 

 

 

翻訳：NEDO（担当 技術戦略研究センター 企画課） 

出典：本資料は、ローレンスバークレー国立研究所(LBNL)の以下の記事を翻訳したもの

である。 

“Plastic Gets a Do-Over: Breakthrough Discovery Recycles Plastic From the Inside 

Out” 

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

 

 

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