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86-1 

ｱﾒﾘｶ合衆国・
ヒューストン大

学(UH) 

    2019/8/2 

気づかないほど極薄のウェアラブルデバイス 
(A Wearable Device So Thin and Soft You Won’t Even Notice It)  

・ UH が、多機能で、装着者が気づかないほど極薄のウェアラブル電子デバイスを開発。従来型のデ
バイスは、厚みがあって着心地が良くなく、同時に複数の機能を実行することが難しいので、大幅な改
善が必要。 
・ 新技術の多機能、極薄で伸縮性のあるウェアラブルなヒューマンマシンインターフェース(HMI)デバ
イスは、着用しても自然な動作が可能で、バンドエイドを貼るよりも目立たない。 
・ ロボットの手や人工装具用の人工皮膚としての潜在性があり、自動的に情報を収集し、装着者に伝
達する機能をもつ、強靭な HMI として期待されている。 
・ 例えば、ロボットハンドが人と握手しただけで瞬時に人の体調を推定したり、化学物質が流出して人
には危険な状態下で、人の判断が必要な身体的検査を実施しなければならない時に作動させるな
ど、健康管理用のアプリケーションにも役立つことが望まれる。 
・ 一般的なデバイスは、装着するには厚みがあり、反応も遅く、機能性に欠ける。また、よりフレキシ
ブルなデバイスでも、センシング、スイッチング、刺激やデータ保存などの複数の機能を一度に実行す
ることは難しく、製造も高額で複雑なものが多い。 
・ 本研究論文に記載されている HMI デバイスは、ポリマー基板上の金属酸化物半導体であり、複数
の機能性材料やデバイス、過剰な異機種間の統合が不要であるという製造上の利点を有し、300℃以
下で処理が可能。人の皮膚の上や、ロボットに装着でき、身体の様々なデータを収集してフィードバッ
クし、閉ループ制御の HMI を形成する。 
・ この多機能、柔軟で伸縮性のある HMI デバイスは、一段階形成、ポリマー上のゾル－ゲル法で加
工したインジウム亜鉛酸化物（IZO）系半導体ナノ膜エレクトロニクス。 
・ 新技術では、材料やデバイスの設計、製造、性質を総合的に研究し、金属酸化ナノ膜系の多機能
な HMI デバイスに関する基本的な側面や適応性を実証した。 

URL:  
http://www.uh.edu/news-events/stories/2019/august-2019/08022019-yu-wearables-
hmi.php  

（関連情報)  

      

Science Advances 掲載論文(フルテキスト） 

Metal oxide semiconductor nanomembrane–based soft unnoticeable multifunctional electronics for 
wearable human-machine interfaces 

URL:  https://advances.sciencemag.org/content/5/8/eaav9653  

  

海外技術情報(2019 年 9月 27 日号) 
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《本誌の一層の充実のため、ご意見、ご要望など下記宛お寄せください。》 

E-mail：q-nkr@ml.nedo.go.jp 

NEDO は、国立研究開発法人 新エネルギー・産業技術総合開発機構の略称です。 
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86-2 

ｱﾒﾘｶ合衆国・
パデュー大学 

    2019/8/8 

給電しながらバクテリアを退治できるデザイナーズクローズ 
(This designer clothing lets users turn on electronics while turning away bacteria) 

・ パデュー大学が、着用した衣類で電子デバイスを制御する革新的なファブリック技術を開発。 
・  同技術は、オムニフォビック (あらゆる液体を弾く）な摩擦帯電型ナノ発電 (triboelectric 
nanogenerator: TENGs)をベースとしたもの。シンプルなエンブロイダリー手法とフッ素化分子により微
小な電子コンポーネントを埋め込むことで、高コストな製造技術を使用せずに既製服や布地をセンサ
ー、ミュージックプレイヤーやシンプルなイルミネーションディスプレー等の e-textiles に変換する。 
・ 同技術で作る e-textiles は、エネルギーハーベスティングによる発電で電子デバイスに給電できる
ことに加え、通気性、防水性、抗菌性を備えるため雨、汚れやバクテリアから着用者を保護する。さら
に、洗濯機で頻繁に洗濯しても顕著に劣化せず、ウェアラブルなマシーン・ヒューマンインターフェース
の開発における重要な進展と考える。 
・ マシーンとのインターフェースを常時着用するという発想は、機器類や IoT とのシームレスな通信を
実現する最も利便性の高いアプローチと考える。 
・ 同技術は、Purdue Research Foundation Office of Technology Communication を通じて特許を取
得。同技術の試験と商用化に向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 記念企画に対応するもの。パデュー大学を実社会の課
題を解決する知的センターとして 1 年間にわたり紹介する、Ideas Festival 事業の４テーマ中の 1 つ。 

URL:  
https://www.purdue.edu/newsroom/releases/2019/Q3/this-designer-clothing-lets-users-
turn-on-electronics-while-turning-away-bacteria.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） 

Waterproof, Breathable, and Antibacterial Self‐Powered e‐Textiles Based on Omniphobic 
Triboelectric Nanogenerators 

URL:  
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/adfm.201904350?_ga=2.60654637.1846054544.156
5326609-916325288.1565326609&  

86-3 
英国・ウォーリ

ック大学 

    2019/8/14 

太陽電池やエレクトロニクスの金属パターンを作るよりグリーンで迅速かつ安価な方法 
(Greener, faster and cheaper way to make patterned metals for solar cells and electronics)  

・ ウォーリック大学が、安価な有機フッ素化合物を用いて、有毒化学物質を使用せずに銀と銅のパタ
ーンフィルムを作製する方法を開発。 
・ 本技術では、金属の堆積を防ぐために、有機フッ素化合物がプリントされた極薄の層を使用するの
で、金属は必要な個所にのみ堆積し、製造もサステナブルで安価。フレキシブルな太陽電池パネル、
次世代センサーや低放射ガラスなどの電極の作製に使用できる。 
・ 銀や銅は、電子機器や太陽電池など、現在では最も幅広く使用されている導電体だが、導電ライン
に必要なパターンを作製する従来のパターニング手法は、有害な化学物質を使用したエッチングや、
高額な金属インクを使用した 3D プリンティングなどで、フィルムから金属を選択的に除去しなくてはな
らない。 
・ 新技術は、金属廃棄物も発生せず、有毒化学物質の使用もなく、製造方法はロール・ツー・ロール
方式と互換性があるので、よりサステナブルで安価に銀や銅のパターニングを大量生産できる。 
・ 研究チームは、銀と銅は、単純な熱蒸発で析出すると、高濃度にフッ素化された有機化合物の極薄
フィルム上には凝縮しないことを発見。熱蒸発の手法はパリッとした袋の内側の薄い金属フィルムの
作製に広く使用されており、また、有機フッ素化合物は一般的には焦げ付かないフライパンの主成分
として認知されている。 
・ 有機フッ素の層が効力を発揮するために必要な量は、1 メートル厚の 100 億分の一でよいことも実
証。 
・ 新手法では、金属表面が汚染されないまま保たれるので、次世代センサーのような、センシング分
子を取り付けるプラットフォームの金属が、汚染されていないパターンフィルムを必要とするものを作
製するには、非常に重要な技術。 
・ 安価に製造でき、色調整可能で、柔軟性のある軽量な太陽電池のニーズは、昨今の気象変動が提
示する様々な環境問題によって高まっており、特に電気自動車や建物用の半透明太陽電池など、従
来の硬いシリコン系太陽電池が適当でないアプリケーションへの使用が期待されている。 
・ 有機ペロブスカイトや有機ナノ結晶半導体の薄膜系の太陽電池は、このニーズに適合する潜在性
を持つが、低コストでフレキシブルな透明電極が必要。研究チームでは、新技術を用いて、銀の上部
電極が開口直径 2 ㎛の高密度な配列でパターニングされた半透明有機薄膜太陽電池を作製。これ
は、有機電子デバイス上に直接設置する量産可能なタイプのものとしては、画期的なレベル。 
・ 本研究は、UK Engineering and Physical Sciences Research Council より、115 万英ポンドの資金を
得た。 

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

https://www.purdue.edu/newsroom/releases/2019/Q3/this-designer-clothing-lets-users-turn-on-electronics-while-turning-away-bacteria.html
https://www.purdue.edu/newsroom/releases/2019/Q3/this-designer-clothing-lets-users-turn-on-electronics-while-turning-away-bacteria.html
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/adfm.201904350?_ga=2.60654637.1846054544.1565326609-916325288.1565326609&
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/adfm.201904350?_ga=2.60654637.1846054544.1565326609-916325288.1565326609&
https://warwick.ac.uk/newsandevents/pressreleases/greener_faster_and
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 （関連情報)  

      

Materials Horizons 掲載論文(フルテキスト） 

Selective deposition of silver and copper films by condensation coefficient modulation  

URL:  https://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2019/mh/c9mh00842j#!divAbstract  

86-4 

ｱﾒﾘｶ合衆国・
スタンフォード

大学 

    2019/8/16 

スタンフォード大学研究者らが電子デバイスを保護する原子 10 個分の薄さの断熱シールドを開発 
(Stanford researchers build a heat shield just 10 atoms thick to protect electronic devices) 

・ スタンフォード大学が、電子デバイスの熱を遮断する原子薄の断熱シールドを開発。 
・ 電子デバイスのホットスポットにシート状に積み重ねた原子薄の 2D 材料数層が、その 100 倍の厚
さのガラスシートに匹敵する断熱性を提供。薄型の熱シールドは、さらに小型化した電子デバイス製
造の可能性を拓くものと考える。 
・ スマートフォンやラップトップ等の電子デバイスが発する余剰な熱は、デバイスの機能不全やリチウ
ム電池の爆発の原因となる可能性がある。そのため、ガラス、プラスチックや空気層を利用してマイク
ロプロセッサーのような発熱するコンポーネントを断熱し、損傷回避やユーザーの安全性の維持を図
っている。 
・ スマートフォン等が発する熱の実態は、不可聴の高周波音。電流としてワイヤを流れる個々の電子
が、デバイスを通過する際にその材料の原子に衝突して振動させる。大量の電子が鐘の乱れ打ちの
ように原子に衝突して起こる膨大な量の振動による雑音が、不可聴の高い周波数にて材料中を移動
する過程において、熱として感知できるエネルギーを発生させる。 
・ このように、熱は音の一形態であるとし、電子デバイスの断熱には音楽録音スタジオで外部の雑音
を遮断する分厚いガラス窓の原理が応用可能と考えたが、エレクトロニクスをより薄くする現在の試み
には適さない。そこで、薄さの異なる各ガラスシートの間に空気層を挟んだ複層ガラス窓より着想を得
た。 
・ 同断熱シートは、SiO2/Si 基板上に 2D 材料のグラフェン、セレン化モリブデン(MoSe2)、二硫化モリ
ブデン(MoS2)およびセレン化タングステン(WSe2)の原子薄の層をそれぞれ積層した 4 層のヘテロ構
造。僅か原子 10 個分の薄さだが、各層を通過する原子の熱振動を弱めてエネルギーの大部分を損
失させる。 
・ 同断熱シートの実用化には、電子コンポーネントの製造過程でのスプレー処理や原子層の積層等
の大量製造方法の開発が必要。極薄断熱シートの開発には、材料の振動エネルギーを電気や光の
ように制御する方法の発見の狙いもある。固体の物体中の熱を音の一形態と認識するに従い、新し
い研究分野であるフォノニクス(phononics)が出現している。 
・ 本研究は、Stanford Nanofabrication Facility、Stanford Nano Shared Facilities、米国立科学財団
(NSF)、Semiconductor Research Corporation、米国防高等研究計画局 (DARPA)、米空軍研究所
(AFOSR)、Stanford SystemX Alliance、クヌート＆アリスウォレンバーグ財団、Stanford Graduate 
Fellowship プログラムおよび米国立標準技術研究所(NIST)が支援した。 

URL:  https://news.stanford.edu/2019/08/16/atomically-thin-heat-shield-protects-electronics/  

（関連情報)  

      

Science Advances 掲載論文(フルテキスト） 

Ultrahigh thermal isolation across heterogeneously layered two-dimensional materials 

URL:  https://advances.sciencemag.org/content/5/8/eaax1325  

  

https://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2019/mh/c9mh00842j#!divAbstract
https://news.stanford.edu/2019/08/16/atomically-thin-heat-shield-protects-electronics/
https://advances.sciencemag.org/content/5/8/eaax1325
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【電子・情報通信分野】  

86-5 

ｱﾒﾘｶ合衆国・
ウィスコンシン
大学マディソ

ン校 

    2019/8/5 

従来のイメージング技術を活用して曲がり角の先を見る 
(Lessons of conventional imaging let scientists see around corners) 

・ ウィスコンシン大学マディソン校とスペイン・サラブサ大学が、見えない場所にある物体のイメージン
グを可能にする、既存の非視線方向イメージング(non-line-of-sight imaging: NLOS)技術の課題を克
服した、「バーチャル・カメラ」技術を実証。 
・ 同技術の完成時には、防衛から防災、製造や医療用イメージングまで、様々なアプリケーションで
の利用が期待できる。同研究に資金を一部提供している米航空宇宙局(NASA)は、月や火星の隠れ
た洞穴内部の観察での利用を想定する。 
・ NLOS イメージング技術では、レーザー光のパルスの光子が壁等の表面での反射を経て隠れた物
体に当たり、その物体表面で反射した散乱光がカメラに接続したセンサーに戻って隠れた物体の 3D
イメージをデジタル的に再構築する。 
・ NLOS イメージング技術は長らく研究されているが、他による最近の研究では、管理された条件下、
小規模な環境での単一物体を使用したイメージ再構築のクオリティーの向上が中心となっている。 
・ 新技術は、より複雑な物体環境のイメージ構築を可能にし、現在 NLOS 技術の実用化を阻んでい
る、光が反射する壁や隠れた物体の表面の材料の多様性、複数の隠れた物体の明度のばらつき、隠
れた物体間での光の複雑な相互反射、より大きな物体イメージの再構築に使用するデータのノイズ量
の課題に対処する。 
・ 今回、従来的な視線方向(line-of-sight: LOS)イメージングシステムの手法を応用。回折光を波とし
て処理し、システム内を伝搬する光波に数学的な変換を適用することでイメージを構築する、LOS カメ
ラの性能を模倣したイメージングアルゴリズムを開発。あらゆる反射壁をヴァーチャル・カメラに変換
し、品質の劣ったデータを使用してもイメージの再構築が可能となる。 
・ また、同技術は、隠れた物体で伝搬する光を捉えるビデオカメラのような、バーチャルな投影が可
能なイメージングシステムの開発にも応用が可能。隠れた環境の光の移動の動画を同技術で実際に
作製し、5～6 回反射する光の可視化に成功。これは、複数の曲がり角の先のイメージングの可能性
を示唆すると考える。 
・ 隠れた物体の反射光を捉えるセンサーアレイが開発できれば（今回の実証では単一の検出器を使
用）、同技術の飛躍的な向上が期待できる。同イメージングシステムは低コスト化と小型化が可能なた
め、近い将来には実用化できると考える。 
・ 本研究は、米国防高等研究計画局（DARPA）の DARPA REVEAL project (HR0011-16-C-0025)、
NASA の NIAC program、米軍科学研究局（AFOSR）の Young Investigator Program (FA9550-15-1-
0208)、EU の Horizon 2020 research and innovation program (project CHAMELEON, grant No 682080)
下、欧州研究会議(ERC)、スペイン財務省(project TIN2016-78753-P)、BBVA Foundation (Leonardo 
Grant for Researchers and Cultural Creators)が資金を提供。本研究結果は、知的財産保護の目的と
して Wisconsin Alumni Research Foundation に開示された。 

URL:  https://news.wisc.edu/lessons-of-conventional-imaging-let-scientists-see-around-corners/  

（関連情報)  

      

Nature 掲載論文(アブストラクトのみ：全文は有料） 

Non-line-of-sight imaging using phasor-field virtual wave optics 

URL:  https://www.nature.com/articles/s41586-019-1461-3  

  

https://news.wisc.edu/lessons-of-conventional-imaging-let-scientists-see-around-corners/
https://www.nature.com/articles/s41586-019-1461-3
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86-6 

ｱﾒﾘｶ合衆国・
スタンフォード

大学 

    2019/8/16 

スタンフォード大学エンジニアらが皮膚に貼り付けて健康状態をモニタリングするワイヤレスセンサー
を開発 
(Stanford engineers have developed wireless sensors that stick to the skin to track our health) 

・ スタンフォード大学が、皮膚が発信する生体信号を検出し、その測定値を衣服に留められた受信機
に無線で送信するシステム、BodyNet を開発。次世代のオーダーメイド医療・健康管理システムへの
応用が期待できる。 
・ 皮膚が発する様々な身体保護的な信号は、普段は当然のこととして受け止められ、その機能は無
視されがちである。本研究ではその機能に着目し、バンドエイドのように皮膚に張り付けたセンサーが
検出する信号を、衣服に留めた受信機に無線で送信する、ウェアラブルセンサー技術を実証。研究者
たちが被験者となり、手首と腹部にセンサーを貼りつけて、心拍や呼吸ごとに皮膚がどのように伸縮
するかを検出して、脈拍や呼吸をモニタリング。同様に、肘と膝にもセンサーを貼り、筋肉の収縮ごと
の皮膚の締め付けや弛緩具合を測定して、腕や足の動きを追跡した。 
・ 研究室では、設計に 3 年かけ、皮膚の伸縮を妨げずに着心地がよく、バッテリーや硬い回路が不要
なステッカー型センサーの作製を目指した。その結果、施錠した部屋のキーレスエントリーの制御に使
用されている技術、無線周波数識別（RFID）技術の応用に行き着いた。ID カードを RFID 受信機にか
ざすと、ID カードに内蔵されたアンテナが、受信機から RFID のエネルギーを少量収集し、コードを生
成して、受信機に無線で送り返す。 
・ BodyNet のステッカー型センサーは、この ID カードに似ていて、衣服に留めた受信機から微量の
RFID のエネルギーを収集するアンテナを内蔵し、センサーに電力を供給。その後、皮膚から測定した
値を近くの受信機に無線で送り返す。 
・ この無線のステッカー型センサーを機能させるためには、皮膚のように伸縮するアンテナを作製し
なければならなかったが、本研究では、ゴム製のステッカーに金属インクをスクリーン印刷して対応。
しかし、アンテナが伸縮する度にその動きが信号を弱くさせ、不安定となってしまった。 
・ この課題を解決するために、常に動いていても、強力で正確な信号を受信機に送信できる新しいタ
イプの RFID システムを開発。バッテリー駆動の受信機は、Bluetooth を使用、ステッカーからスマート
フォン、コンピューターや他の貯蔵システムに、データを定期的にアップロードする。 
・ ステッカーの初期バージョンは、呼吸や脈拍の測定を極小の運動センサーに依存していた。現在、
汗、温度や他のセンサーをアンテナシステムに取り込む方法を研究中。 
・ 本技術を臨床アプリケーションよりさらに消費者に優しいデバイスに移行するためには、センサーと
受信機を互いに近づけておく必要がある。実験では、各センサーのほぼ真上の位置の衣服上に、受
信機を留めた。一つのセンサーに対して一つの受信機というペアリングは、医療モニタリングには適し
ているものの、運動時に装着できる BodyNet を形成するためには、センサーを体のどこに張り付けて
も信号を送受信できるアンテナを衣服に織り込まなければならず、今後の課題。 
・ 研究者たちは、BodyNet は、睡眠障害や心臓疾患の患者のモニタリング等、医療現場で役に立つ、
と考えている。研究室ではすでに、汗や他の分泌物から発熱やストレス度を検出する新しいタイプの
ステッカー型センサーを開発中。最終的には、皮膚に密着し、スマートウェアと連動して動くワイヤレス
センサーのアレイを作製して、スマートフォンやスマートウォッチで観測されるよりもさらに高精度で、
広範囲なモニタリングを目指す。今後は、人間の日常の動作を妨げることなく生体データを収集可能
な、全身の皮膚センサーアレイを開発する予定。 
・ 本研究は、サムソン電気(Samsung Electronics)、Singapore Agency for Science, Technology and 
Research 、 日 本 学 術 振 興 会 、 Stanford Precision Health and Integrated Diagnosis Center 
(https://med.stanford.edu/phind.html )の支援を受けた。 

URL:  https://news.stanford.edu/2019/08/16/wireless-sensors-stick-skin-track-health/  

（関連情報)  

      

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

A wireless body area sensor network based on stretchable passive tags 

URL:  https://www.nature.com/articles/s41928-019-0286-2  

  

https://news.stanford.edu/2019/08/16/wireless-sensors-stick-skin-track-health/
https://www.nature.com/articles/s41928-019-0286-2
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86-7 

ｱﾒﾘｶ合衆国・
カリフォルニ
ア大学バーク
レー校(UCB) 

    2019/8/16 

汗が含む成分を検出するウェアラブルセンサー 
(Wearable sensors detect what’s in your sweat) 

・ UCB が、汗に含まれる様々な成分を同時に検出する、非侵襲的でウェアラブルなマイクロ流体セン
シングパッチを開発。脱水症状や倦怠感といった生理的状態のリアルタイムな測定を目指しており、
ポイントオブケア医療や、運動競技用アプリケーションへの活用促進が期待される。 
・ 新技術によるセンサーは、ロール・ツー・ロール(R2R)回転スクリーン印刷でプラスチックシート上に
迅速に作製可能。運動中の人や化学的に誘発した汗をかいている人などから採取した汗に含まれる
電解質や代謝産物の比率を、センサーでモニタリング。汗の成分を「解読」する。 
・ また、センサーにはマイクロ流体であるらせん状の微小な管があり、皮膚が発する汗を毛細管作用
で運ぶ。センサーは、このマイクロ流体を流れる汗の速さを追跡し、人がどれ位の汗をかいているか、
汗の比率を報告する。 
・ マイクロ流体には、カリウムやナトリウムといった電解質や、グルコースといった代謝産物の濃度を
検出するケミカルセンサーが装備されている。 
・ パッチ状のセンサーは、R2R 方式でプラスチックのシート上にプリント可能なため、安価、短時間で
大量に製造可能。汗センシング技術を実用化する潜在性をもつ。 
・ 汗の分析がリアルタイムな健康状態把握にどれほど役立つかを検証するため、自転車こぎ運動中
の人の体の様々な部位にセンサーを装着し、発汗速度と汗中のカリウム、ナトリウムの含有率を測
定。その結果、運動中の全身の水分喪失量を発汗速度から推定できたので、例えば、発汗速度を追
跡することで、アスリートの過剰な運動を抑制させる指針となりうることが判明。 
・ 研究チームはまた、同センサーを用いて、健常者と糖尿病患者の汗中のグルコース濃度と血糖値
の相関性を比較。その結果、汗中のグルコース濃度は、必ずしも血糖値を示すものではないことが判
明。 
・ 糖尿病患者の汗の非侵襲的な測定が、侵襲的な血液検査の代替えとなりうるか、大いに期待され
たところだが、汗と血糖値には端的で普遍的な相関性はないことが示された。今後は、引き続き、個別
及び多重測定の相関性を検証する予定。 
・ 本研究は、米国立科学財団(NSF) Nanomanufacturing Systems for Mobile Computing and Mobile 
Energy Technologies (NASCENT) 、Berkeley Sensor and Actuator Center (BSAC) 、Bakar fellowship 
の支援を受けた。 

URL:  https://news.berkeley.edu/2019/08/16/wearable-sensors-detect-whats-in-your-sweat/  

（関連情報)  

      

Science Advances 掲載論文(フルテキスト） 

Regional and correlative sweat analysis using high-throughput microfluidic sensing patches toward 
decoding sweat 

URL:  https://advances.sciencemag.org/content/5/8/eaaw9906  

  

https://news.berkeley.edu/2019/08/16/wearable-sensors-detect-whats-in-your-sweat/
https://advances.sciencemag.org/content/5/8/eaaw9906
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【ロボット・AI 技術分野】  

86-8 

ｱﾒﾘｶ合衆国・
カリフォルニ
ア大学サンデ

ィエゴ校
(UCSD) 

    2019/8/2 

眼球で制御するソフトレンズがソフトなヒューマン - マシーンインターフェースの可能性を拓く 
(Eye-Controlled Soft Lens Paves Way to Soft Human-Machine Interfaces) 

・ UCSD が、眼球の動きで制御する、ロボティックソフトレンズを開発。2 回のまばたきでズームイン・
ズームアウトや上下左右への方向転換が可能。 
・ 現行のヒューマン・マシーンインターフェース(HMI)では、コンピューターや固いロボティクス等の古典
的なマシーンを使用している。今回の発明は、人間とソフトマシーンを結ぶインターフェースの最初の
実例となる。視覚補綴、調整型メガネや VR、視力を備えたソフトロボット等のアプリケーションが考えら
れる。 
・ 同ロボティックレンズは、筋肉のような働きをする電気的に活性なポリマーフィルム 2 枚に包まれた
食塩水から構成され、眼電位信号と呼ばれる、眼球の動きで発生する電気信号に反応する。眼の周
囲の皮膚に配置した電極パッチがこれらの電気信号を検出し、信号プロセッサを通じてレンズに送信
する。 
・ 身体の信号による遠隔制御可能な柔軟な活性材料の概念実証として作製された同レンズは、電位
がかかることで起こる膨張、収縮、構造変化により、視線の 4 方向と焦点を変化させる。柔軟な材料で
構成されるため、焦点距離を最大で 32%変更できる。 
・ 同レンズの実証では、眼球の動きで発生する電気信号で調整可能なソフトレンズを制御したが、手
の動きや心拍等の他の生体信号を利用したソフトグリッパー等の制御も原理上可能と考える。 
・ 本研究は、米海軍研究局(ONR)、中国国家自然科学基金(NSFC)および中国国家留学基金管理委
員会(CSC)が支援した。 

URL:  
https://ucsdnews.ucsd.edu/pressrelease/eye-controlled-soft-lens-paves-way-to-soft-
human-machine-interfaces  

（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） 

A Biomimetic Soft Lens Controlled by Electrooculographic Signal 

URL:  https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/adfm.201903762  

86-9 

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) 

    2019/8/14 

次世代ソフトロボットに向けた小型のストレッチャブルポンプ 
(A miniature stretchable pump for the next generation of soft robots) 

・ EPFL が芝浦工業大学および電気通信大学と共同で、フレキシブルで静音、超軽量の伸縮性ソフト
ポンプを開発。 
・ 機械の可動部に流し込んだ液体で駆動する、騒音を出す固くかさばる従来のポンプの代替として、
ソフトロボットや軽量なパワードスーツ、スマートな衣類等での利用が期待できる。 
・ 新開発のソフトポンプは、電極もフレキシブルで僅か 1g と超軽量。充電池を含む 2cm 四方の回路
が供給する電力のみで駆動する。同ポンプを複数接続することで、大型のロボットのアクチュエーショ
ンも可能。 
・ スーパーコンピューターのようなシステム内で冷却液を循環させるメカニズムをベースとした同ソフト
ポンプは、チューブ形状の直径 1mm の流路とその内部にプリントした電極の列より構成される。 
・ ポンプを満たす誘電性の液体に電圧を加えると、電極から電子が放出され、液体中の分子に電荷
を付与する。これらの分子が別の電極に引き付けられることに伴って液体がチューブ内を移動。電場
を調整することで、静音を維持したまま、液体が流れる速度を上げることもできる。 
・ ソフトロボットの研究室で使用されているロボットフィンガーに同ポンプを埋め込むことに成功。液体
駆動型人工筋肉とフレキシブルなパワードスーツを開発する、鈴森・遠藤研究室との共同研究を進め
る。 
・ また、同ポンプを布製のグローブに取付けることで、グローブの任意の箇所の冷暖房を実証。この
アプリケーションには複数の企業が関心を寄せている。 
・ 本研究の資金は、日本学術振興会(JSPS)科研費、文科省(MEXT)/JSPS の卓越研究員事業、スイ
ス国立コンピテンスセンター・ロボティクス研究所（NCCR Robotics）を通じスイス国立科学財団
(SNSF)、トビタテ！留学 JAPAN 日本代表プログラムおよび Hasler Foundation Cyber-Human 
Systems program が提供した。 

URL:  https://actu.epfl.ch/news/a-miniature-stretchable-pump-for-the-next-generati/  

（関連情報)  

      

Nature 掲載論文(アブストラクトのみ：全文は有料） 

Stretchable pumps for soft machines 

URL:  https://www.nature.com/articles/s41586-019-1479-6  

  

https://ucsdnews.ucsd.edu/pressrelease/eye-controlled-soft-lens-paves-way-to-soft-human-machine-interfaces
https://ucsdnews.ucsd.edu/pressrelease/eye-controlled-soft-lens-paves-way-to-soft-human-machine-interfaces
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/adfm.201903762
https://actu.epfl.ch/news/a-miniature-stretchable-pump-for-the-next-generati/
https://www.nature.com/articles/s41586-019-1479-6


8 

 

【環境・省資源分野】  

86-10 

ｱﾒﾘｶ合衆国・
ｵｰｸﾘｯｼﾞ国立

研究所
(ORNL) 

    2019/8/14 

ガラクタを財宝に：電子機器廃棄物を発掘して希土類元素を回収 
(From trash to treasure: Electronic waste is mined for rare earth elements) 

・ 米国エネルギー省(DOE)の研究者たちが、使用済みのハードドライブなどの磁石屑から希土類元素
を抽出するプロセスを開発。従来技術と比較しても、高エネルギー効率、高コストパフォーマンスで環
境にも優しいプロセスを実現。 
・ 永久磁石には、コンピューターハードドライブのデータの読み書きをサポートしたり、ハイブリッド車
や電気自動車のモーターを動かしたり、風力タービンと発電機を連結して発電したり、スマートフォン
の電気信号を音に変換したりする働きがある。 
・ 本技術では、磁石は硝酸で溶解され、その溶液はモジュールをサポートする高分子メンブレンを通
って、連続的に供給される。高分子メンブレンには、抽出剤が入った多孔質中空糸が含まれており、
選択的なろ過膜を形成、希土類元素のみ通過させる。希土類元素を多く含むろ過された溶液はさらに
処理され、純度 99.5%以上の希土類酸化物を生成する。 
・ 通常の永久磁石は、70%が希土類元素ではない鉄であることを考慮すると、これはほとんどの鉄を
除去して希土類元素のみを再生したことになり、傑出した効率。不要な要素が入らずに必要な要素の
み抽出できるので、終了段階で処理や処分が必要な廃棄物の発生も少ない。 
・ 希少材料は産業界からの需要が多く、科学界での再利用プロセスも進んでいるが、電気・電気機器
廃棄物に含まれる磁石から純粋な希土類元素を再生するプロセスは、まだ商業化されておらず、コン
ピューター関連機器が世界に普及している数を考慮すると、非常にもったいない。 
・ 本プロジェクトは、2013 年に DOE のアイダホ国立研究所で、化学的部分を主とした研究が始まり、
その後、パデュー大学でスケールアップの技術的、経済的な実現の可能性が図られた。ORNL では、
分離プロセスとスケールアップの開発が進められ、現在では本技術を商業化できる産業パートナーと
の共同研究に焦点があてられている。 
・ 研究チームでは、希土類元素を幅広い原材料から確実に回収するため、ハードドライブ、磁気共鳴
イメージング(MRI)装置、携帯電話やハイブリッド車などの材料から回収した、様々な組成の磁石を研
究した。 
・ ほとんどの希土類元素は、元素周期表の原子番号 57 から 71 のランタノイドであり、ORNL の同元
素に関する豊富な専門知識が役立った。 
・ 研究者たちは、希土類元素の回収を最適化するために、2 年以上に渡りメンブレン化学を調整し
た。その結果、現在では、97%以上の希土類元素を再生できるようになり、特許も取得、ネオジム、プラ
セオジム、ジスプロシウムという 3 種類の希土類元素の回収に関する研究論文も 2 本発行。 
・ ネオジムやプラセオジムからジスプロシウムを分離する研究は、2018 年 7 月に開始。これら３つの
金属元素の混合酸化物は、1kg あたり US$50 で市販されている。もし、ジスプロシウムだけ抽出するこ
とができれば、この混合物の価格は 5 倍になるだろう。 
・ 今後はさらに、ORNL の希土類分離技術を応用して、リチウムイオン電池から需要の高い希土類元
素を分離できるかどうか、検討する予定。電気自動車の普及が見込まれる中、リチウムやコバルトの
需要も高まるだろうとのこと。 
・ ORNL の技術を市場で商業化させるため、DOE の OTT Technology Commercialization Fund が
2019 年 2 月より 2 年間の基金を立ち上げた。 
・ 目標は、毎月数百 kg もの希土類酸化物を再生させて、製造業者が新しい材料から作製されたもの
と同等の品質の磁石を再生材料から作製できるように、認証、検証、保証できるようになること。 
・ 本研究は、DOE の Advanced Manufacturing Office と Office of Energy Efficiency and Renewable 
Energy が、CMI を通じて資金を提供した。ORNL は、2013 年の CMI 設立当初より、アルミニウム－セ
リウム合金や磁石の再生などの新しいイノベーション分野の専門家の派遣や、戦略的方向性を提供。 
・ 本技術は特許取得済みで、抽出プロセスのスケールアップは実験室レベルで実証しており、現在は
ORNL のライセンシーである米テキサス州・ダラスの Momentum Technologies 社と共同で、商業用規
模の希土類酸化物を量産するため、さらなるスケールアップを図っている。 

URL:  https://www.ornl.gov/news/trash-treasure-electronic-waste-mined-rare-earth-elements  

（関連情報)  

      

Momentum licneces に関する情報  

Magnets – Momentum licenses ORNL technology 

URL:  https://www.ornl.gov/news/magnets-momentum-licenses-ornl-technology  

 

https://www.ornl.gov/news/trash-treasure-electronic-waste-mined-rare-earth-elements
https://www.ornl.gov/news/magnets-momentum-licenses-ornl-technology
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