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【ナノテクノロジー・材料分野】  

84-1 

英国・スウォ
ンジー大学 

    2019/7/8 

ブラックプラスチックから再生可能エネルギーを作る 
(Research shows black plastics could create renewable energy) 

・ スウォンジー大学が、食品のパッケージング等で使用されるプラスチックをリサイクルして電線用の
材料を作製する技術を開発。 
・ 含有する炭素、水素や酸素の量と配列により、様々な種類のプラスチックが作られる。プラスチック
は極めて高純度な化学物質であるため、これらの 3 種類の元素に分解後、異なる配列で結合すること
で、カーボンナノチューブ(CNT)等の高価値な材料の作製が可能。 
・ チキンワイヤー（亀甲ワイヤー）を筒状にしたような CNT の炭素配列では、伝熱性と導電性が同時
に得られる。これらのエネルギーの用途に応じた制御と適切な量の使用が重要。 
・ ナノチューブは、タッチスクリーンディスプレーの導電フィルム、発電するフレキシブルな電子機器や
5G ネットワークのアンテナ等、幅広く利用できる材料。アメリカ航空宇宙局（NASA）は、木星探査機の
ジュノー(Juno)で電気ショック防止に使用している。 
・ 今回、調理済み食品(レディーミール）や果物・野菜の容器として使用される、リサイクルが困難なブ
ラックプラスチックで試験を実施。同プラスチックから取り出した炭素によりボトムアップでナノチューブ
分子を構築し、小規模な実証モデルにて同ナノチューブを使用して電球に送電した。 
・ CNT は、世界の送電と配電において約 8%の電力損失の原因となっている、電線の過熱や劣化の
課題に対処できる。 
・ 廃棄プラスチック材料から高純度炭素による電線を作製するとともに、ナノチューブ材料の電気性
能の向上と出力増加を図り、3 年以内の大規模な利用への展開を目指す。 

URL:  
https://www.swansea.ac.uk/press-office/latest-
research/researchshowsblackplasticscouldcreaterenewableenergy.php  

（関連情報)  

      

Journal of Carbon Research 掲載論文(フルテキスト） 

Chemical Recycling of Consumer-Grade Black Plastic into Electrically Conductive Carbon 
Nanotubes 

URL:  https://www.mdpi.com/2311-5629/5/2/32/htm  
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84-2 

ｱﾒﾘｶ合衆国・
ユタ大学 

    2019/7/10 

廃熱の課題を克服 
(Beat the Heat) 

・ ユタ大学が、熱放射を従来以上に電気に変換する、極小なシリコンチップを開発。熱放射によるエ
ネルギーを効率的に電気に変換することにより、従来廃棄されていた大量なエネルギーの有効活用
が期待される。 
・ 熱放射から得られるエネルギー量には、「黒体限界」という理論的な限界があると言われているが、
本研究では、2 枚のシリコンの表面を極薄幅まで接近させ、黒体限界を大きく越えるエネルギー量が
得られたことを実証。 
・ 研究チームでは、2 個のシリコンウェーハー間の真空ギャップが 100 ㎚の 5mm x 5mm サイズのチッ
プを作製。チップが真空時に、一方の表面を加熱し、もう一方の表面を冷却して熱流束を発生させ、発
電した。この手法の発電には特に特徴があるわけではないが、新技術では、2 個のシリコン表面を互
いに接触させずに、顕微鏡的スケールで、均一にフィットさせる手法を開発。より接近させることは、よ
り多くの発電につながる。黒体限界を超える高効率な熱放射は、今までできなかったが、ナノレベルで
は実現可能だという。 
・ 今後は、この技術をノートパソコンやスマートフォンなどの携帯デバイスのクールダウンに活用する
他、その放射熱を 50%以上電力に変換して、バッテリーに還元できるようにする。新技術によるシリコ
ンチップは、太陽光パネルの変換効率の向上や、自動車エンジンの廃熱発電などへの利用が期待で
きる。また、ペースメーカーなど埋め込み式の医療デバイスに搭載して、バッテリー交換を不要とさせ
たり、コンピュータープロセッサーをファンなしで冷却し、エネルギー消費の節約につなげたりも可能。
従来は環境に放出されるだけであった廃熱の高効率な再利用技術の開発は、環境への負担が少な
い循環型エネルギー社会形成への貢献が期待されている。 

URL:  https://unews.utah.edu/beat-the-heat/  

  

      

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

A near-field radiative heat transfer device 

URL:  https://www.nature.com/articles/s41565-019-0483-1  

84-3 

ｱﾒﾘｶ合衆国・
ロチェスター

大学 

    2019/7/10 

未来のコンピューターはバクテリアで作る？ 
(Will your future computer be made using bacteria?) 

・ ロチェスター大学とオランダ・デルフト工科大学が、酸化グラフェン(GO)とバクテリアの混合によるグ
ラフェン作製技術を開発。 
・ 従来の化学的なグラフェン作製手法に比して、コスト効果がより高く、製作時間を短縮し、環境負荷
を低減。革新的なコンピューター技術や医療機器の開発につながる可能性がある。 
・ グラファイトから剥離して作製するグラフェンは 1 原子分の薄さで最も強靭な材料だが、アプリケー
ション利用に必要なグラフェンの大量生産では十分な薄さと純度の獲得が困難。 
・ 新手法では、グラファイトの層剥離で得た GO とシェワネラ属バクテリアとの混合により GO をグラフ
ェンに還元する。GO の作製は容易だが、含有する酸素基により導電性に劣る。バクテリアはそのよう
な酸素基のほとんどを除去し、GO を導電性グラフェンに変換する。 
・ 同新手法によるグラフェンはまた、化学的に作製するものに比してより薄く、安定性に優れる。さら
に、長期間の保存も可能なため、電界効果トランジスタ(FET)バイオセンサーや導電性インク等、様々
なアプリケーションに適する。 
・ 生体分子を検出する FET バイオセンサーは、例えば糖尿病のグルコースのリアルタイムモニタリン
グに利用できる。優れた FET バイオセンサーには、特定の分子と結合できる高導電性材料が必要。 
・ 還元された GO は、軽量で高導電性であることに加え、目的とする分子の結合に利用できる少数の
酸素基を保持することから、バイオセンサーでの利用に最適な材料と考える。 
・ また、新手法によるグラフェンをベースとした導電性インクは、より高速で効率的なコンピューターキ
ーボード、回路基板、(車輌ガラスのデフロスト用）微細ワイヤ等の作製に利用できる。 
・ 片側のみが導電性のグラフェンを作製する「バクテリアル・リソグラフィー」も開発。高度な新ナノ複
合材料開発の可能性が期待できる。 

URL:  
https://www.rochester.edu/newscenter/graphene-nanomaterials-future-computers-
bacteria-389172/  

（関連情報)  

      

ChemistryOpen 掲載論文(フルテキスト） 

Creation of Conductive Graphene Materials by Bacterial Reduction Using Shewanella Oneidensis 

URL:  https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/open.201900186  

  

https://unews.utah.edu/beat-the-heat/
https://www.nature.com/articles/s41565-019-0483-1
https://www.rochester.edu/newscenter/graphene-nanomaterials-future-computers-bacteria-389172/
https://www.rochester.edu/newscenter/graphene-nanomaterials-future-computers-bacteria-389172/
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/open.201900186
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84-4 

英国・マンチェ
スター大学 

    2019/7/11 

赤ワインが次世代ウェアラブル技術の鍵を握る 
(Red wine may hold the key to next-gen wearable technology) 

・ マンチェスター大学が、赤ワイン、コーヒーや紅茶などに含まれるタンニン酸を抽出し、繊維に添加
して、耐久性と柔軟性に優れたウェアラブルデバイス用の繊維を開発。ウェアラブルデバイスの寿命
を飛躍的に向上させ、同技術の起爆剤として期待される。 
・ ウェアラブル技術では構造的特性上、デバイスの柔軟性が重要な役割を果たしている。研究チーム
は、従来の媒染剤であるタンニン酸が保有する柔軟性と強靭性に着目し、様々な柔軟基質に付着さ
せて、触媒吸収とその後の無電解蒸着(ELD)のためのプラットフォームを提供。綿などの材料の機能
性を高め、リハビリモニタリング使用のウェアラブルセンサーのデバイス寿命を大幅に向上させた。 
・ 研究チームでは、センサーの耐久性を向上させ、静電容量式呼吸センサーや人工手などのウェア
ラブルデバイスを開発。ウェアラブルデバイスは、折り曲げを繰り返すと、金属コーティング層に形成さ
れる多数の微小亀裂が導電性の低下を引き起こし、同技術の課題となっていた。新技術ではこの点
を改善することで、柔軟性の高いヒューマンマシンインターフェース(HMI)の開発に取り組んだ。 
・ 従来の導電材料は繊維との接着力が弱く、導電性の低下がみられたが、タンニン酸を添加すると、
繊維表面で材料が強靭に繊維に吸着。この吸着力が、導電性ウェアラブルデバイスに必要な柔軟で
耐久性のある繊維生成を導いた。 
・ 本研究は、材料にタンニン酸層を添加しなかった場合、繊維の折り曲げによる導電性コーティング
の分離が発生しやすく、材料サンプルの導電性は数百倍から数千倍劣化したという実証例も紹介。本
研究では、市販のタンニン酸を使用の他、赤ワイン、コーヒーや紅茶の溶液にも生地を直接浸して検
証し、同様の結果を得た。 
・ 新手法により、ウェアラブル技術の価格低減と、快適性や堅牢性の向上が見込まれる。また、天然
素材を使用した導電性の向上は、例えばナイロンよりも着心地の良い綿を使用するなど、より快適な
素材の探求が期待される。さらに、回路を生地表面に直接プリントできるので、快適でフレキシブルな
回路基板が形成可能。タンニン酸の強力な吸着作用により、導電性コーティングの表面は耐久性がよ
く、曲げ、畳み、引き延ばしを繰り返しても、素晴らしい機能性が保たれる。 

URL:  
https://www.manchester.ac.uk/discover/news/red-wine-may-hold-the-key-to-next-gen-
wearable-technology/  

（関連情報)  

      

Small 掲載論文(アブストラクトのみ：全文は有料） 

A Nature‐Inspired, Flexible Substrate Strategy for Future Wearable Electronics 

URL:  https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/smll.201902440  

84-5 

ｱﾒﾘｶ合衆国・
ライス大学 

    2019/7/12 

ライス大学開発デバイスが熱を光に変える 
(Rice device channels heat into light) 

・ ライス大学が、高秩序に整列した単層カーボンナノチューブ(CNT)アレーのフィルムを利用したハイ
パボリック・サーマル・エミッタを開発。中赤外光(熱）をチャネリングすることで、太陽エネルギーシステ
ムの効率性の飛躍的な向上が期待できる。 
・ 同技術は、同大学が 2016 年に開発した、高秩序に整列したナノチューブによるウェハースケール
のフィルムを作製するシンプルな技術がベース。今回、チップサイズの同ナノチューブフィルムにサブ
ミクロンスケールのキャビティーをパターニングした概念実証デバイスのエミッタを作製した。 
・ 高温の物体は、その表面から熱放射として広い周波数帯域幅の光を放出するが、そのような光を
効率的に電気に変換するには狭い帯域幅の光であることが必要。これを実現することが本研究の課
題であった。 
・ 同エミッタのキャビティーが、通常では大気中に廃熱として放出される高温の熱を捕獲してその周波
数帯域幅を押し縮め、電気として回収可能な光に変換する。 
・ 産業におけるエネルギー消費の約 20%を廃熱が占め、これはテキサス州だけで約 3 年分の電力量
に相当。熱を電気に変換する最も効率的な方法であるタービンや蒸気等の利用により 50%近いエネル
ギー変換効率が得られるが、運転が容易ではない。本研究では、可動部を持たないコンパクトなシス
テムの利用により、熱を電気に変換するタスクの簡易化を図った。 
・ 最高で約 1,700℃(3,092℉）の温度を耐えるナノチューブフィルムは、このようなタスクに最適。概念実
証デバイスでは、最高で 700℃(1,292℉）での作動と狭帯域幅の光の放射を確認。 
・ 同エミッターを標準的な太陽電池に取り入れることで、現在最大約 22%の変換効率が理論予測では
80%に達すると考える。 
・ 本研究は、米国エネルギー省(DOE)の Basic Energy Science プログラム、米国科学財団(NSF)およ
び Robert A. Welch 財団が支援した。 

URL:  https://news.rice.edu/2019/07/12/rice-device-channels-heat-into-light/  

（関連情報)  
      

ACS Photonics 掲載論文(アブストラクトのみ：全文は有料） 

https://www.manchester.ac.uk/discover/news/red-wine-may-hold-the-key-to-next-gen-wearable-technology/
https://www.manchester.ac.uk/discover/news/red-wine-may-hold-the-key-to-next-gen-wearable-technology/
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/smll.201902440
https://news.rice.edu/2019/07/12/rice-device-channels-heat-into-light/
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Macroscopically Aligned Carbon Nanotubes as a Refractory Platform for Hyperbolic Thermal 
Emitters 

URL:  https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acsphotonics.9b00452  

84-6 

オーストラリア
連邦・ 

クィーンズラン
ド 

工科大学
(QUT) 

    2019/7/15 

次世代のダイナミックマテリアルに青信号 
(Green light for a new generation of dynamic materials) 

・ QUT、ベルギー・ゲント大学(UGent)とドイツ・カールスルーエ工科大学(KIT)が、緑色 LED ライトの照
射のオンオフによりポリマー構造を切り替えるダイナミックな材料を開発。 
・ 同材料は、防虫剤に使用されるナフタレンとカップリング分子の triazolinediones(TADs)より構成さ
れ、LED 照射中は安定した固体状態を維持し、照射を停止して暗がりに置くとポリマーのネットワーク
構造の化学結合が壊れて柔らかく液化する。LED の光を弱めることで機械特性の調節も可能。 
・ ネットワーク構造を形成するポリマー分子鎖を切断する場合、従来では光の波長をはじめ、余剰な
熱や強力な化学物質を使用するが、同材料では緑色 LED ライトの使用によりネットワーク構造を切り
替える。光の照射で安定することから、同材料の名称を LSDMs(light-stabilized dynamic materials)と
した。 
・ これは、いわゆる非平衡的な化学システムであり、LED ライトのコンスタントなエネルギーが材料を
平衡状態から押出して化学システムを結合状態に維持し、LED のオフで緩んだ低エネルギー状態に
戻る。 
・ 同材料のアプリケーションについて、3D プリンティング技術を扱う企業より既に問い合わせを受けて
いる。オーバーハングやブリッジを含む複雑な 3D プリント設計では、構造を支える骨組みを別のイン
クでプリントし、完了後取り除く必要がある。LSDMs のインクを使用すれば、LED ライトを照射しながら
3D プリントした後に、ライトオフで足場のインクを溶かして取り除くことが可能。 
・ また、生物学分野の研究において、細胞に傷をつけることなく、光の調節によりその表面サポートと
しての利用が可能。 

URL:  https://www.qut.edu.au/science-engineering/about/news?id=147249  

（関連情報)  

      

Journal of the American Chemical Society(JACS)掲載論文(アブストラクトのみ：全文は有料） 

Light-Stabilized Dynamic Materials 

URL:  https://pubs.acs.org/doi/10.1021/jacs.9b05092  

【電子・情報通信分野】  

84-7 

ﾄﾞｲﾂ連邦共和
国・ﾏｯｸｽﾌﾟﾗﾝ
ｸ協会(MPG） 

    2019/7/9 

プリンタブルな有機 EL の実現へ 
(On the way to printable organic light emitting diodes) 

・ マックスプランク高分子研究所(MPI-P)が、熱活性化型遅延蛍光(Thermally Activated Delayed 
Fluorescence: TADF)材料を使用した単層の有機 EL を開発。インクジェットプリンターによる作製の可
能性が期待できる。 
・ 新有機 EL のプロトタイプでは、ウェハーのような薄さの 5～7 層から構成される従来の有機 EL に匹
敵する光度と効率性を確認した。 
・ 従来の有機 EL は、電荷輸送層や電子を効率的に取り込んで発光する活性層等の役割を担う多層
から構成されるが、新有機 EL は 2 本の電極より電気の供給を受ける単層構造。そのため、製造工程
の簡易化やプリント作製できるディスプレイの実現が期待できる。 
・ 同有機 EL プロトタイプでは、僅か 2.9V の電圧で 10,000cd/㎡の光度で発光。これは、現行のスクリ
ーンディスプレイの光度の約 100 倍に相当する。また、19%の外部量子効率(消費電力の 19%を光とし
て放出）を獲得。 
・ 同プロトタイプの連続運転において、現行のディスプレイの 10倍の光度でほぼ 2,000時間の輝度半
減寿命(LT50)を確認した。 
・ 今後は、同材料にさらに改善を加えてより長い輝度寿命の達成を目指す。複雑性から解放されたこ
のような単層有機 EL は、輝度の経時的な低減の原因となるプロセスの解明と解決に資すると考え
る。 
・ 同有機 EL で利用した TADF は、電気エネルギーから光への効率的な変換が 10 年前に日本で実
証されて以来、有機 EL 研究で注目されている材料。現行の有機 EL で使用されるような希土類金属
を含有した高価な分子複合体が不要なため、TADF ベースの有機 EL の研究開発が進んでいる。 

URL:  http://www.mpip-mainz.mpg.de/presse/pm-en-2019-09  

（関連情報 

     

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

Efficient and stable single-layer organic light-emitting diodes based on thermally activated delayed 
fluorescence 

URL:  https://www.nature.com/articles/s41566-019-0488-1  

https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acsphotonics.9b00452
https://www.qut.edu.au/science-engineering/about/news?id=147249
https://pubs.acs.org/doi/10.1021/jacs.9b05092
http://www.mpip-mainz.mpg.de/presse/pm-en-2019-09
https://www.nature.com/articles/s41566-019-0488-1
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84-8 

ｱﾒﾘｶ合衆国・
カリフォルニ
ア大学校アー
バイン校(UCI) 

    2019/7/16 

UCI エンジニアチームが「Beyond 5G」のワイヤレストランシーバーを開発 
(UCI electrical engineering team develops ‘beyond 5G’ wireless transceiver) 

・ UCI が、無線通信周波数 100GHz 帯域まで拡張した新しいワイヤレストランシーバーを開発。伝達
速度は、5G の 4 倍。IoT への普及拡充にむけた超高速無線データ通信の実現化が期待されている。 
・ エンド・ツー・エンド送受信機 と命名されたトランシーバーの 4.4 ㎟のシリコンチップは、独特なデジ
タル－アナログアーキテクチャで、超速度かつ高エネルギー効率でデジタル信号を処理可能。 
・ 通信速度とデータ通信容量が、新しいワイヤレス標準より 2 桁も高いので、研究者たちはこれを、
「Beyond 5G」と呼ぶ。また、高周波数で動作し、キャリアの帯域幅の大部分が得られる。無線システム
は光ファイバーネットワークの高性能や高速度を実現できるか、長年課題となっていたが、これが実現
するとなると、無線システムは有線システムより多くの利点があるため、電気通信産業界に変革がも
たらされるだろうとのこと。 
・ 研究グループでは、周波数 28 から 38GHz 帯域で動作するように設計された米国の 5G 規格を超越
した、100GHz 帯域以上で動作することが期待される新しい 6G 規格のトランシーバーの作製に成功。
最近、米連邦通信委員会(FCC)が 100GHz 超の新しい周波数帯域を開設したので、この帯域で動作
する最初のエンド・ツー・エンドのトランシーバーとしての性能が期待されている。 
・ 高周波データ通信を処理できる送信機や受信機の実現は、IoT、自律走行車、高精細ビデオコンテ
ンツストリーミング用の大容量ブロードバンドなど、新しいワイヤレス時代には必須。研究グループは、
トランジスターの高速化にはサイズの縮小が必要、というムーアの法則は適用せずに、半導体デバイ
スの物理でこのレベルに到達。アナログと無線周波数ドメインのデジタル・ビットを変調して、デジタル
処理要件を大幅に緩和するチップ・アーキテクチャを利用。 
・ 新技術では 100GHz の通信帯域が可能であるだけでなく、トランシーバーの独特な設計により低エ
ネルギー通信が可能、エレクトロニクス市場での販路拡大も見込める。 
・ 多数のアンテナ素子を使用して電波の送信をビーム状にして送信する多段的なアレイシステムと組
み合わせた本技術は、データセンターに長い光ファイバーケーブルを必要とせず、データファームオペ
レーターが超高速な無線データ転送を行うので、ハードウェア、冷却や電力のコストを大幅に削減でき
る。 
・ 本研究は、TowerJazz 社と STMicroelectronics 社が、半導体製造サービスを提供した。 

URL:  
https://news.uci.edu/2019/07/16/uci-electrical-engineering-team-develops-beyond-5g-
wireless-transceiver/  

（関連情報)  

      

IEEE Journal of Solid-State Circuits 掲載論文(アブストラクトのみ：全文は有料） 

A 115-135-GHz 8PSK Receiver Using Multi-Phase RF-Correlation-Based Direct-Demodulation 
Method 

URL:  https://ieeexplore.ieee.org/document/8758316  

  

https://news.uci.edu/2019/07/16/uci-electrical-engineering-team-develops-beyond-5g-wireless-transceiver/
https://news.uci.edu/2019/07/16/uci-electrical-engineering-team-develops-beyond-5g-wireless-transceiver/
https://ieeexplore.ieee.org/document/8758316
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84-9 

シンガポール
国立大学

(NUS) 

    2019/7/15 

NUS の発明がワイヤレス接続を 1000 倍向上 
(NUS innovation boosts wireless connectivity 1,000 times) 

・ NUS が、ウェアラブルデバイスとスマートフォンなどの電子機器とのより革新的な接続方法を開発。
メタマテリアルな生地上に伝播する無線表面プラズモンを通じて相互接続した、従来の電波通信に依
存しない高エネルギー効率で安全な「ワイヤレスボディセンサーネットワーク」を構築、複数のワイヤレ
スデバイスが同時に接続できるようにした。この接続方法では、従来よりも 1,000倍の強度の信号でデ
ータ送信可能で、デバイスのバッテリー消費量も大幅に改善。将来的には、健康管理モニタリング、医
療介入、ヒューマン・マシン・インターフェイスなど、様々な分野で活用が期待されている。 
・ 従来のボディセンサーは、スマートフォン等のウェアラブルデバイスに、Bluetooth や Wi-Fi などの電
波を介して接続している。電波は放射状に放たれ、エネルギーの大部分が周辺環境で失われてしまう
ため、接続にはバッテリーも大幅に消費される。本研究では、センサー間の信号を身体に近づけるこ
とにより、エネルギー消費の効率化を図った。 
・ 着用する衣服は、メタマテリアルとよばれる導電性繊維が入った生地で作製。メタマテリアルは、周
囲に電波を放射する代わりに、衣服の上で身体の周りをワイヤレスで滑空する「表面波」を作製。デバ
イス間の信号エネルギーは、放射状に散乱せずに身体近くに保持できるので、電気消費量も抑えら
れ、弱い信号もより多く検出できる。メタマテリアルの使用により、受信信号を 1,000 倍に増やせるの
で、同じ電力でのデータ送信量が大幅に向上する。デバイス間の信号は非常に強力で、スマートフォ
ンからデバイス本体に無線で電力を伝送でき、バッテリーフリーのウェアラブルデバイスの実現に、可
能性を見出す。また、メタマテリアルは設計された周波数帯域内であれば、既存のワイヤレスデバイ
スと連携するため、スマートフォンや Bluetooth の変更は不要。従来は、ウェアラブルデバイスを装着
した人まで、電波が信号を数メートル外側まで送信しているので、個人的な機密情報等が盗聴される
危険性もあったが、無線通信信号を身体から 10cm 以内に制限したことで、プライバシーも保持され
る。 
・ 本研究チームは、メタマテリアル生地の設計に関するシンガポールの第一年仮特許（First-year 
provisional patent）を持っており、それにはメタマテリアルの櫛形のストリップとパターン化されていな
い導体層が含まれる。ストリップは、身体のあらゆる部分と接続するために必要なパターンで衣服上
に配置できる。メタマテリアル自体は安価で、1 メートルにつき数星ドル程度で簡単に購入可能。 
・ この特殊なデザインは、コンピューターモデルを用いて作製されており、無線周波数域での通信が
可能で、全体的な効率を最適化した。スマートな衣服は、導電性メタマテリアルをレーザー切断し、スト
リップを生地に接着剤でとりつけて作製する。信号強度の損失を最小限に抑えながら、曲げたり畳ん
だりが可能で、導電性のストリップは、ワイヤレス機能を損なうことなく切断したり破いたりすることも可
能。また、通常の衣服同様、洗濯や乾燥、アイロンがけも可能。 
・ 今後は、この技術の商用化を目指してパートナーとさらなる開発を進め、近い将来には、アスリート
用スポーツウェアや、病院患者用衣服を作製し、運動機能や健康状態をモニタリングできるようにす
る。本技術の適用範囲の可能性は幅広く、着用者の動作を妨げることなく状態を観察したり、手の動
きだけでヘッドフォンの音量を調整できたりが可能となる。医療用品やスポーツウェア等で先進的な電
磁力を使用できるようにして、社会がよりつながるようにする。 

URL:  http://news.nus.edu.sg/research/nus-innovation-boosts-wireless-connectivity-1000-times  

（関連情報)  

      

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

Wireless body sensor networks based on metamaterial textiles 

URL:  https://www.nature.com/articles/s41928-019-0257-7  

  

http://news.nus.edu.sg/research/nus-innovation-boosts-wireless-connectivity-1000-times
https://www.nature.com/articles/s41928-019-0257-7
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【ロボット・AI 技術分野】  

84-10 

シンガポール
国立大学

(NUS) 

    2019/7/18 

ロボットや人工義肢のための驚異的な触感覚 
(Exceptional sense of touch for robots, prosthetics) 

・ NUS が、10,000 以上のアレイサイズであっても非常に低い読み出し待ち時間で触感情報を同時伝
送可能な神経模倣アーキテクチャ、Asynchronous Coded Electronic Skin (ACES) を開発、ロボットや
人工装具に、人間の皮膚同等以上の触感を与える。 
・ 新技術による電子スキン向け神経システムは、非常に高い応答性と損傷に対する堅牢性を有し、
電子スキンとして効率的に機能するために、あらゆる種類のセンサースキン層にも対合可能。 
・ ロボットが人間と交流するためには、電子スキンに人間の皮膚感覚同等の触感を与える高感度な
神経システムが必要だが、現状では未だ開発途上。NUS ではこの課題に 10 年以上取り組んできた。 
・ 人間の感覚神経系からヒントを得て NUS が 1 年半以上かけて開発した、ACES 電子神経システム
は、人間同等の信号を検知するが、人間の皮膚上の神経束とは異なり、単一の電気伝導体を介して
接続された複数のセンサーのネットワークで構成。また、配線システムが相互に接続されているので、
損傷に敏感でスケールアップが難しい既存の電子スキンとも異なる。人間の感覚神経系機能は非常
に効率的であり、損傷にも強いので、この生物学的なシステムを模倣して改善できれば、ロボットの電
子スキンの性能に多大なる進歩が見込める。 
・ ACES は、人間の感覚神経系の 1,000 倍以上の速さで触覚を検出可能。例えば、複数のセンサー
間での物理的な接触の違いを 60 ナノ秒以内で見分けられる。これは電子スキン開発史上初の技術。
また、対象物の形状やテキスチャ、硬さなどを 10 ミリ秒以内に正確に識別できる。 
・ ACES のプラットフォームは、物理的損傷に対して高い堅牢性を有し、これは物体との接触を繰り返
す電子スキンには重要なポイント。ACES の全てのセンサーは、各センサーの独立した動作に対応し
た共通の電気導体に接続が可能なので、この接続ひとつで電子スキンは機能を継続でき、損傷に対
する脆弱性も減少。 
・ ACES の配線系統はシンプルで、センサー数が増加しても応答性は抜群。ロボット、人工装具やそ
の他のヒューマンマシンインターフェース等の AI アプリケーションに対応するインテリジェントな電子ス
キンのスケールアップが可能で、より広範囲を網羅。ACES はあらゆるセンサースキン層と対合可能。
例えば最近同研究室では、透明で伸縮性があり、防水機能をもつセンサースキン層と対合させて、人
間の自己修復機能をもつ電子スキンを作製、義肢などの開発への活用が期待できる。 
・ 本技術を活用した潜在的なその他のアプリケーションには、災害復旧作業や倉庫での包装作業な
ど、よりインテリジェントなロボットが含まれる。今後は、ACES プラットフォームをさらに高度なロボット
や人工装具に応用することを目指す。 

URL:  http://news.nus.edu.sg/research/exceptional-touch-robots-prosthetics  

（関連情報)  

      

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

A neuro-inspired artificial peripheral nervous system for scalable electronic skins 

URL:  https://robotics.sciencemag.org/content/4/32/eaax2198  

  

http://news.nus.edu.sg/research/exceptional-touch-robots-prosthetics
https://robotics.sciencemag.org/content/4/32/eaax2198
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【環境・省資源分野】  

84-11 

ｱﾒﾘｶ合衆国・
ジョージア工

科大学
(Georgia 
Tech) 

    2019/7/18 

金属酸化物を注入したメンブレンが低エネルギーの化学物質分離方法を提供 
(Metal Oxide-infused Membranes Could Offer Low-Energy Alternative For Chemical Separations) 

・ Georgia Tech は、化学物質の分離エネルギー消費低減のため、エネルギー集約的な蒸留法ではな
く、金属酸化物である酸化アルミニウムを高分子メンブレン(PIM-1)に注入して耐久性を高めた化学物
質分離法を開発。 
・ 従来の一般的な化学物質分離方法は蒸留など熱駆動型であり、分離過程で消費するエネルギー
は莫大。熱や化学相転移に頼らない分離が可能となれば、消費エネルギーコストを 90%近く低減でき
る。 
・ プラスチックメンブレンは、例えば海水の淡水化等、特定のサイズや状態の分子を分離させること
はできるが、ほとんどの有機メンブレンは、高濃度な化学溶剤の過酷条件下での分離に耐えられな
い。 
・ 得られたメンブレンは、過酷な化学物質にも損傷を受けることなく耐えられ、従来の手法より大幅に
効率的。 
・ 製造方法は気相浸透法とよばれており、あらかじめ作製した高分子メンブレンを炉に入れ、金属を
含んだ蒸気にさらしてメンブレン内部に浸透させるだけ。高分子メンブレン全体に金属酸化物の均一
な組織を形成する。生成されたメンブレンは有機無機ハイブリッドメンブレンと呼ばれ、過酷な溶剤に
耐えられるだけでなく、化学的な分離能力も向上。 
・ 分離が必要な化学物質は、サイズや形、性質が類似していることが多く、膜分離法の適用が困難。
新技術の有機無機ハイブリッドメンブレンを使用すると、類似した化学物質をより選択的に分離でき
る。この有機無機ハイブリッドメンブレンを、テトラヒドロフラン、ジクロロメタン、クロロホルムや有機溶
剤など、純粋な高分子メンブレンを数分で溶解する過酷な溶剤で試験した結果、メンブレンは試験期
間中何か月も安定したままであった。 
・ また、ほぼ同じサイズの 2 種類の化学物質を試験。有機無機ハイブリッドメンブレンは、わずか 0.2
㎚の大きさの差の芳香族分子を検知し、分離させた。 
・ 本技術の手法は、製造面からみても分かりやすいので、産業スケールへの転換も可能と期待され
る。今後は、注入する酸化物を微調整して、様々な化学物質の分離に対応可能な新しいタイプのメン
ブレンを開発する予定。 
・ 本研究は、米国防総省の National Defense Science & Engineering Graduate Fellowship Program お
よび、米国立科学財団助成金番号：CBET 1653153, ECCS-1542174 より資金を得た。 

URL:  
https://www.news.gatech.edu/2019/07/18/metal-oxide-infused-membranes-could-offer-
low-energy-alternative-chemical-separations  

（関連情報) 

      

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

Vapor Phase Infiltration of Metal Oxides into Nanoporous Polymers for Organic Solvent Separation 
Membranes 

URL:  https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.chemmater.9b01141  

  

https://www.news.gatech.edu/2019/07/18/metal-oxide-infused-membranes-could-offer-low-energy-alternative-chemical-separations
https://www.news.gatech.edu/2019/07/18/metal-oxide-infused-membranes-could-offer-low-energy-alternative-chemical-separations
https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.chemmater.9b01141
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84-12 

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) 

    2019/7/19 

次世代の CO2 捕獲メンブレン 
(Next-gen membranes for carbon capture) 

・ EPFL が、従来のものに比べてより多量の CO2 を捕獲する、グラフェンの単層を使用した新タイプの
高性能メンブレンを開発。 
・ 燃焼排ガスから CO2 を化学的に回収して大気中への排出を回避するカーボン・キャプチャー(炭素
捕獲）で収集した CO2 は、リサイクル処理や、ガス・液体の状態で貯蔵・隔離される。 
・ CO2 捕獲には、工場の排管等から排出する混合ガス中の CO2 を拾い上げるポリマー製のフィルタ
ーである高性能メンブレンが使用される。このようなメンブレンは環境に優しく、ゴミを排出せず化学処
理プロセスを増強して分散的利用が可能。CO2 排出量を低減する最もエネルギー効率的な一手段と
されている。 
・ 新高性能メンブレンでは、燃焼排ガスからの捕獲目標を大幅に上回る量の CO2 を捕獲できる。
20nm の薄さの選択層を有する単層のグラフェンをベースとし、捕獲対象の化学物質の高度な調整が
可能。 
・ 現行のメンブレンでは、1000GPU を超える透過速度と 20 を上回る CO2/N2 分離係数が必要とされ
るが、新メンブレンはその約 6 倍高い 6,180GPU と 22.5 の分離係数を提供。グラフェンの気孔率、気
孔サイズと官能基（CO2と反応する化学基）の最適化により、11,790GPUまで向上する。別途作製した
メンブレンで、57.2 の分離係数を示した。 
・ 2D 材料を使用した新メンブレンは、CO2 の透過を飛躍的に向上させて炭素捕獲での有用性を高め
る。同メンブレンのコンセプトは汎用的であるため、多様な高性能ガス分離手法が可能となる。 

URL:  https://actu.epfl.ch/news/next-gen-membranes-for-carbon-capture/  

（関連情報)  

      

Energy & Environmental Science 掲載論文(フルテキスト） 

High-permeance polymer-functionalized single-layer graphene membranes that surpass the 
postcombustion carbon capture target  

URL:  http://dx.doi.org/10.1039/c9ee01238a  
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