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(1126-1) 

【ナノテクノロジー・材料分野】 

 

仮訳 

衣類に直接織り込めるウォッシャブルな 

ウェアラブル蓄電池型デバイス（英国） 

2019 年 5 月 16 日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ケンブリッジ大学の研究者たちが、衣類に直接織り込める、安価、安全で環境に

優しいインクを使用したウォッシャブルなウェアラブルな蓄電池を開発。 

 

ケンブリッジ大学の研究者たちは、ファブリックに

直接取り込めるウェアラブルな電子部品を開発し

た。デバイスは、フレキシブルな電子回路や、医療管

理モニタリング、エネルギー変換他、様々なアプリケ

ーションに使用できる。 

 

ケンブリッジ大学と中国の江南大学の共同研究者たちは、炭素の２D 材料であるグラフェ

ンや他の関連材料をファブリックに直接取り込んで、キャパシタ等の貯蔵供給装置を作製

できることを実証し、ウォッシャブルでフレキシブルな着心地の良いテキスタイルによる

エネルギー供給の可能性を拓いた。 

 

『Nanoscale』誌に掲載された本研究は、グラフェンインクが必要に応じて電気を貯蔵・

供給するテキスタイルの作製に使用できることを実証している。この新しいテキスタイル

電子デバイスは、ポリエステル繊維の安価、持続可能でスケーラブルなコーティングをベ

ースにしている。インクは、標準的な溶液処理方法で作製されている。 

 

研究者たちは、同研究チームの以前の研究に基づき、シンプルなプロセスでポリエステル

繊維に直接コーティングできるインクを開発した。同プロセスは汎用的であるため、あら

 

「テキスタイルを機能的なエネルギー貯蔵

要素に変えることにより、全く新しいアプリ

ケーションを生み出すことができます。」 

–Felice Torrisi 博士 

 

https://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2019/nr/c9nr00463g
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ゆるタイプの電子部品を繊維に取り込めるようになる。 

 

ウェアラブル電子デバイスは、プラスチックやテキスタイルの上に硬い電子部品を取り付

けたものが多い。これらは、様々な状況下で皮膚との適合性を制限し、洗濯すると故障し、

通気性が悪いため、快適に着用できない。 

 

「テキスタイルに電子デバイスを直接取り込む他の技術は製造コストが高く、多くの場合

有害な溶剤を使用するので、着用には不向きです。」と、本論文の責任著者で Cambridge 

Graphene Centre の Felice Torrisi 博士は言う。「私たちが開発したインクは安価、安全で

環境に優しく、ファブリックの上に別の 2D 材料製ファブリックを重ねるだけで電気回路

が作製できます。」 

 

研究者たちは、個々のグラフェンシートを低沸点溶液に浮遊させ、ファブリックに積層後

に溶液を簡単に除去し、複数のグラフェンシートから構成された薄く均一な導電ネットワ

ークを作製。続いて、複数のグラフェンと六方晶窒化ホウ素 (h-BN)でコーティングし

たファブリックを重ねると、電荷を貯蔵する活性領域ができる。このファブリック「電池」

は折り曲げることができ、一般的な洗濯機で繰り返し洗濯できる。 

 

「テキスタイルのコーティングは、シンプルな顔料を使って何世紀にも渡り行われてきま

したが、我々の研究結果により、エネルギーを貯蔵・供給するテキスタイル作製用にグラ

フェンや類似する材料ベースのインクを使用できることが、初めて実証されたのです。」と、

共著者である中国の江南大学教授 Chaoxia Wang 氏は言う。「私たちのプロセスはスケー

ラブルであり、ウェアラブル電子デバイスの複雑性や機能性の技術開発において、基本的

な障害はありません。」 

 

ケンブリッジ大学の研究者たちによる本研究は、パーソナルヘルスや健康関連技術からウ

ェアラブルエネルギーやデータ保存、軍事用衣類、ウェアラブルコンピューティング、フ

ァッションに至るまで、２D 材料のインクの多様な商用化の機会を拓くものである。 

 

「テキスタイルを機能的なエネルギー貯蔵要素に変えることにより、エネルギーハーヴェ

スティング・貯蔵から IoT に至るまで、全く新しいアプリケーションを生み出すことがで

きると思います。」 

 

本研究は、英国工学物理研究会議(EPSRC)、 Newton Trust、 中国国家自然科学基金

(NSFC)および 中国科学技術部が支援した。ケンブリッジ大学の商業化部門である

Cambridge Enterprise が、同技術の商用化を進めている。 
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参考： 

Qiang, S et al. ‘Wearable solid-state capacitors based on two-dimensional material all-

textile heterostructures.’ Nanoscale (2019). DOI: 10.1039/C9NR00463G 

 

 

翻訳：NEDO（担当 技術戦略研究センター） 

出典：本資料は、ケンブリッジ大学の以下の記事を翻訳したものである。 

“Washable, wearable battery-like devices could be woven directly into clothes” 

(https://www.cam.ac.uk/research/news/washable-wearable-battery-like-devices-could-

be-woven-directly-into-clothes) 

(Reprinted with permission of the University of Cambridge) 

 

https://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2019/nr/c9nr00463g#!divAbstract
https://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2019/nr/c9nr00463g#!divAbstract
https://www.cam.ac.uk/research/news/washable-wearable-battery-like-devices-could-be-woven-directly-into-clothes
https://www.cam.ac.uk/research/news/washable-wearable-battery-like-devices-could-be-woven-directly-into-clothes
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(1126-2) 

【ナノテクノロジー・材料分野】 

 

仮訳 

レーザー技術が次世代エレクトロニクスでのグラフェン利用の 

可能性を拓く（米国） 

2019 年 5 月 30 日 

 

研究者たちが、グラフェンを制御可能にし、バンドギャップ 2.1eV の記録的な付与を達成 

 

米国インディアナ州ウェストラファイエッ

ト— 2004 年、研究者たちは、超薄型で鋼

鉄より少なくとも 100 倍強力で、伝熱・導

電性に優れた素材として名高い材料を発見

した。 

 

このグラフェンという材料には、現行のシリ

コン使用より、更に高速なエレクトロニクス

の実現が期待される。 

 

しかし、それを実現する為には、コンピュー

ターチップ上で作動する何百万個ものシリコントランジスタのように、グラフェンが通電

と遮断を切り替えられる電流を伝導することが不可欠だ。この切り替えが、コンピュータ

ーが情報処理に使用する 0 や 1 の文字列を作り出しているからだ。 

 

パデュー大学の研究者たちは、ミシガン大学や中国・華中科技大学と共同で、レーザーを

使用してグラフェンに恒常的にストレスをかけ、電流の流れをおこす構造を付与する技術

を開発した。 

 

この構造は、「バンドギャップ」と呼ばれている。電子が伝導電子となるためには、このバ

ンドギャップを飛び越える必要があり、これによって電流が流れるようになる。しかし、

天然のグラフェンには、このバンドギャップがない。 

 

パデュー大学の研究者たちは、グラフェンに 2.1eV の記録的なワイドバンドギャップを持

たせることに成功した。シリコンのように半導体として機能するためには、最低でも前回

記録の 0.5eV のバンドギャップが必要だ。 

 

 

グラフェンは強靭で魅力的な材料だが、それ自体

では未だ電流の伝達ができないため、エレクトロニ

クスへの導入には至っていない。本研究では、グラ

フェンに電流を流すために、レーザー技術を使用し

て永久的なひずみを形成した。（画像提供パデュー

大学/Gary Cheng） 画像ダウンロード 

https://news.uns.purdue.edu/images/2019/cheng-graphene.jpg?_ga=2.64455654.834042651.1562546246-1331291312.1551935238
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「化学物質によるドーピングのようにグラフェン自体に影響を与えずに、このような記録

的なワイドバンドギャップを付与することができたのは、今回が初めてです。私たちは、

グラフェンを単に歪ませたのです。」と、パデュー大学産業工学科教授で、同研究室でグラ

フェンのより有望な商用アプリケーション化に関する様々な開発を行ってきた Gary 

Cheng 氏は言う。 

 

半導体にバンドギャップがあることで、バンドギャップを移動する電子の有無により、電

流の遮断と通電の切り替えが可能となる。 

 

今回、バンドギャップが 0.5eV を超えたため、次世代電子デバイスとしてのグラフェンの

可能性がさらに拡充した、と研究者たちは言う。本研究は、『Advanced Materials』誌に

掲載されている。 

 

「これまでの研究では、グラフェンを単純に引き伸ばすだけでバンドギャップを広げよう

としていましたが、それだけではあまり広がりません。バンドギャップの形成を維持する

ためには、グラフェンの形状を恒常的に変える必要があるのです。」と、Cheng 氏は言う。 

 

Cheng 氏と共同研究者たちは、グラフェンのワイドバンドギャップを維持しただけでなく、

0 から 2.1eV までギャップ幅を制御可能にした。これにより科学者や製造業者は、利用先

に適したグラフェンの特性が選択できるようになった。 

 

研究者たちは、2014 年に Cheng 氏がハーバード大学、Madrid Institute for Advanced 

Studies やカリフォルニア大学サンディエゴ校の科学者たちと共同で開発したレーザーシ

ョックインプリンティングという技術を用いて、グラフェンにバンドギャップを恒久的に

付与した。 

 

新技術では、レーザーを使用して、グラフェンの下層シートまで貫通する衝撃波のインパ

ルスを生成した。レーザー衝撃はグラフェンを変形させ、恒常的な溝状の型を形成する。

レーザー強度を調整することで、バンドギャップを制御できる。 

 

半導体デバイスへとしての導入はまだ先となるが、本技術はグラフェンの光学、磁性、熱

特性を生かし、活用の幅を広げるものだ、と Cheng 氏は言う。 

 

本研究は、米国科学財団(NSF 助成金ナンバー：CMMI-0547636 及び CMMI 0928752)や

全米研究評議会(NRC) Senior Research Associateship を含む複数の事業体から支援を得

た。 

 

https://engineering.purdue.edu/IE
https://engineering.purdue.edu/IE/people/ptProfile?resource_id=34940
https://engineering.purdue.edu/IE/people/ptProfile?resource_id=34940
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/adma.201900597
https://www.purdue.edu/newsroom/releases/2014/Q4/nanoshaping-method-points-to-future-manufacturing-technology.html
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記事執筆者：Kayla Wiles, 765-494-2432, wiles5@purdue.edu 

情報源：Gary Cheng, 765-494-7704, gjcheng@purdue.edu 

本研究論文入手関連問い合わせについては、パデュー大学ニュースサービス部 Kayla 

Wiles wiles5@purdue.edu. まで。 

 

 

翻訳：NEDO（担当 技術戦略研究センター） 

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。 

“Laser technique could unlock use of tough material for next-generation electronics” 

(https://www.purdue.edu/newsroom/releases/2019/Q2/laser-technique-could-unlock-

use-of-tough-material-for-next-generation-electronics.html) 

(Reprinted with permission of Purdue University) 

 

 

mailto:wiles5@purdue.edu
mailto:gjcheng@purdue.edu
mailto:wiles5@purdue.edu
https://www.purdue.edu/newsroom/releases/2019/Q2/laser-technique-could-unlock-use-of-tough-material-for-next-generation-electronics.html
https://www.purdue.edu/newsroom/releases/2019/Q2/laser-technique-could-unlock-use-of-tough-material-for-next-generation-electronics.html
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(1126-3) 

【ナノテクノロジー・材料分野】 

 

仮訳 

高出力レーザーダイオードが金属3Dプリントパーツの 

残留応力を低減（米国） 

2019 年 6 月 25 日 

 

特に金属材料の 3D プリンティング過程において、残留応力は、材料の加熱と冷却による

膨張と収縮で、プリントパーツに蓄積される力を生成し、パーツの脆弱化や割れの原因と

なる歪みやき裂を発生させる。 

 

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デイビス校(UC Davis)は、

LLNL 内の国立点火施設(NIF)での使用に開発した高出力レーザー技術のレーザーダイオ

ードを活用し、プリンティング過程において、プリントした層を急速に加熱して、この課

題に取り組んだ。新技術は、『Additive Manufacturing』誌にオンライン掲載された。3D

プリントした金属パーツの試験では、温度勾配（最高温と最低温の差）の低減と冷却速度

の制御により、残留応力を 90%、効果的に低減できたという。 

 

「金属では、残留応力を低減するのはとても難しいのです。」と、本研究論文の筆頭著者の

 

この画像は、長方形の 316L ステンレス鋼のプリンティングとアニーリング処理の工程を示している。1 枚目と 2 枚

目のパネルでは、集束レーザーを照射して下から層毎に金属粉体層を溶融している。3 枚目のパネルでは、レー

ザーダイオードがオンの状態でパーツの表面に照射して加熱・アニーリング。最後のパネルは、レーザーダイオー

ドをオフにした直後で、ステンレス鋼が高温(>950°C)であることを示している。 

画像ダウンロード 

https://www.llnl.gov/
https://www.ucdavis.edu/
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2214860419300867?via%3Dihub
https://www.llnl.gov/sites/default/files/field/image/article/2019/06/diode875x500.jpg
https://www.llnl.gov/file/50746/download?token=-1qGOGCl
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John Roehling 氏は言う。「スキャニング方法を変えて残留応力を再分配するなど、今まで

に多くの手法が試されてきましたが、私たちは基本的に、プリンティング過程で残留応力

を除去する手法を研究しました。この手法を使うと、プリンティング中に破損しないレベ

ルまで、残留応力を効果的に除去することができます。」 

 

LLNL のエンジニアたちや、共同筆頭著者である Will Smith 氏は、本研究のためにレー

ザー粉末床熔融結合法（LPBF）を用いて、316L ステンレス鋼から小型の橋梁状の構造物

を造形した。Smith 氏は、表面をダイオードで照射する前に、各プリント層を硬化させ、

まずフル出力でレーザーダイオードを照射した後、直ちに強度を 20 秒内で弱めた。その

結果、表面温度は約 1,000℃（約 1,832℉）に達し、各層のプリンティング後に炉に入れた

ような効果が得られた。 

 

完成したパーツは太い脚部と細い上部部分から成り立っており、研究者たちはその脚部の

一部を切り取って、残留応力がどの程度除去されたか測定し、弱い上部パーツがどの程度

移動したかを分析した。レーザーダイオードを使用すると、橋梁状の構造はゆがまなくな

った、と研究者たちは言う。 

 

「パーツのプリンティング工程は、通常の金属 3D プリンター使用時とほぼ同じですが、

新技術では、二次的なレーザーを使用してより広面積を照射し、パーツをプリンティング

後加熱しています。これにより、まずは急速に温度を上昇させた後、緩やかに冷却するよ

う制御できるのです。」と、Smith 氏は言う。「レーザーダイオードを使用すると、残留応

力の低減に、パーツのプリンティング後にオーブンでアニーリング処理を行う従来の手法

で得られるような効果が確認できました。これはよい結果であり、私たちの技術がどれ程

効果的であるかを示しています。」 

 

この手法は、NIF のレーザーを平準化するために開発したレーザーダイオードを使用して、

すべての金属層を一回で 3D プリントした前回プロジェクトの派生であり、例えばスキャ

ニング方法の変更や加熱した金属プレートの使用等、残留応力低減の他の一般的な手法よ

り秀でている、と Roehling 氏は言う。この手法ではパーツの最上部から加熱するため、パ

ーツの高さに制限はない。 

 

研究者たちは今後、加熱サイクル毎のプリント層数を増加して今回と同等レベルまで残留

応力を低減できるか確認し、さらに複雑なパーツのプリンティングに取り組み、より定量

的な技術を活用してプリンティング過程の理解をより深めるため、詳細な研究を実施する。 

 

「この技術はスケールアップが可能ですが、今はまだ比較的小さな面積の照射であるため、

改善の余地が多くあります。」と、Smith 氏は言う。「この技術をもっと大きなプリント面

https://www.llnl.gov/news/nif-technology-could-revolutionize-3d-printing
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積のシステムに導入したい場合には、より多くのレーザーダイオードを増設して、加熱面

積を拡大することが可能です。」 

 

さらに注目すべきは、今後、チタン合金（Ti64）の相転移の制御についてさらに研究を進

める予定である点だ、と Roehling 氏はいう。Ti64 を使用したプリンティングでは、一般

的に相転移により金属が激しく脆弱化して、パーツの割れをひき起こす。パーツの緩やか

な冷却により相転移が回避できれば、材料には航空機産業の標準に見合った展延性が獲得

できるし、予備実験結果はすでによい傾向を示している、と同氏は述べた。 

 

本プロジェクトは、米エネルギー省(DOE)による Laboratory Directed Research and 

Development program より資金を得た。共著者は、LLNL の研究者の、Gabe Guss 氏、

Tien Roehling 氏、Bey Vrancken 氏、Joe McKeown 氏、Ibo Matthews 氏、そして、UC 

Davis の研究者の、Michael Hill 氏である。 

 

 

翻訳：NEDO（担当 技術戦略研究センター） 

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。 

“High-powered laser diodes can reduce residual stress in metal 3D printed parts” 

(https://www.llnl.gov/news/high-powered-laser-diodes-can-reduce-residual-stress-

metal-3d-printed-parts) 

 

 

https://www.llnl.gov/news/high-powered-laser-diodes-can-reduce-residual-stress-metal-3d-printed-parts
https://www.llnl.gov/news/high-powered-laser-diodes-can-reduce-residual-stress-metal-3d-printed-parts
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(1126-4) 

【ナノテクノロジー・材料分野】 

 

仮訳 

 

不可視を可視化するカメラ（米国） 

偏光を画像化できる超小型なポータブルカメラが、自動運転車のビジョン 

システムや、セキュリティ、環境化学物質の調査他で利用可能に 

2019 年 7 月 4 日 

 

本記事の YouTube ビデオ(Polarization Camera) YouTube ビデオ(Camera Tour) 

テクニカラーの 3原色プロセスで作製された最初の全長映画が 1935年に初公開されると、

ニューヨークタイムズ紙は、「これは観客を感奮興起させ、奇妙で鮮やかな想像以上に新

しい世界の片鱗を見せてくれた。」と、絶賛した。 

テクニカラーの技術は、カメラや人による周囲世界の見方と経験の仕方を一変させた。そ

して今、偏光の世界を見せるという、新たな分岐点に立っている。 

光が振動する方向である偏光は、人間の目には見えない。（ただし、複眼をもつ一部のエ

ビや昆虫の種類には偏光が感知できる。）しかし、偏光が相互作用する物体は、非常に多

くの情報を提供する。偏光を検知するカメラは、現在、材料応力の検出、物体検出のコン

トラストの向上、へこみやスクラッチの表面品質の解析などに使用されている。 

しかし、初期のカラーカメラ同様、現世代の偏光カメラは大きさがかさばる。さらに、可

動部に依存する部分が多く、高価なため、アプリケーションの適用可能範囲を大幅に制限

している。 

ハーバード大学 John A. Paulson School of Engineering and Applied Sciences (SEAS)の

研究者たちはこの度、シングルショットで偏光を画像化できる超小型でポータブルな偏光

カメラを開発した。このミニチュアカメラは親指ほどのサイズで、自動運転車のビジョン

システムや、航空機や衛星による環境化学物質の調査、カモフラージュした物体の検出な

どに利用できる。 

本研究は、『Science』誌に掲載された。 

https://www.youtube.com/watch?v=tGcimk8yd-Y
https://www.youtube.com/watch?v=DPaPzY9DKEU
https://science.sciencemag.org/content/365/6448/eaax1839
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「この研究は、画像生成処理におけるゲームチェンジャーです。」と、SEAS の Robert 

L. Wallace 応用物理学教授で、Vinton Hayes 電気工学シニアリサーチフェロー、本論文

上席著者の Federico Capasso 氏は言う。「多くのカメラは通常、光の強度と色のみ検出

でき、偏光は検知できません。この新しいカメラは現実を見る新しい眼であり、私たちの

周りで光がどのように反射し透過しているかを明らかにします。」 

「偏光は、表面から反射して変化する光の特性です。」と、SEAS のポスドクフェローで

本研究論文の共著者である Paul Chevalier 氏は言う。「その変化に基づいて、偏光は物

体の奥行やテクスチャ、形状などを推測して 3D 構造物の再構築を補助し、たとえ形状や

色が同じであっても、人工的なものと自然なものとを識別します。」 

Capasso 氏と研究チームは、このようなパワフルな偏光の世界の鍵を開けるために、波

長のスケールで光と相互作用するナノ構造である、メタ表面を利用した。 

「完全な偏光状態を測定する場合、多方向の角度から、複数の偏光画像を撮影しなければ

なりません。」と、本研究論文筆頭著者で Capasso 研究室所属の大学院生である Noah 

Rubin 氏は言う。「従来の撮影デバイスは、可動部や光を伝送する複数の経路を使用し

て複数の偏光画像を得ていたので、結果として光学機器が大型になっていました。特殊パ

ターン処理したカメラピクセルを利用する比較的最近の技術では、完全な偏光状態の測定

ができない上、標準外のイメージセンサーが必要です。今回開発したカメラでは、メタ表

面をもつシンプルなデバイス 1個に必要な全光学機器を集積することができました。」 

研究者たちは、偏光と物体との相互作用に関する新しい知見を用いて、サブ波長の間隔で

配置したナノピラーのアレイを利用するメタ表面を設計し、偏光をベースに光を誘導し

た。すると光は、それぞれに異なる偏光状態を示す４つの画像を形成し、これらの画像が

各ピクセルでの偏光の完全なスナップショットを構成する。 

 

https://www.seas.harvard.edu/directory/capasso
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新カメラは、長さが約 2cm で、複雑さはスマートフォンのカメラと同等で、アタッチレ

ンズと保護ケースを併せても、小型のランチボックス程度のサイズだ。研究者たちは、射

出成形したプラスチックの欠陥の検出、屋外での車のフロントガラスに反射する偏光の撮

影や、自己撮影した顔面の 3D 輪郭の可視化等で、同カメラの試験を実施した。 

 

「この技術は、携帯電話や自動車に搭載される既存のイメージングシステムに統合が可能

なため、偏光イメージングやこれまでにはないような新しいアプリケーションの幅広い普

及が期待できます。」と、Rubin 氏は言う。 

「本研究は、かつてない超小型なサイズ感を備えたカメラ技術の新しい道を切り開き、大

気科学、リモートセンシング、顔認識、機械ビジョンなど、魅力的で新しいアプリケーシ

ョンを期待させるものです。」 

Harvard Office of Technology Development が同技術の知的財産権を保護し、商用化の

機会を探している。 

本研究の共同著者は、Gabriele D’Aversa氏、 Zhujun Shi 氏、Wei Ting Chen 氏である。

また、米国科学財団(NSF)、米国空軍科学研究局(AFOSR)、Harvard Office of Technology 

Development による Physical Sciences & Engineering Accelerator グラント、Google 

Accelerated Science および、King Abdullah University of Science and Technology が支

援した。実証は、ハーバード大学の Center for Nanoscale Systems で一部実施された。  

 

 

翻訳：NEDO（担当 技術戦略研究センター） 

出典：本資料は、ハーバード大学の以下の記事を翻訳したものである。 

“Camera brings unseen world to light” 

(https://www.seas.harvard.edu/news/2019/07/camera-brings-unseen-world-to-light) 

(Reprinted with permission of Harvard University) 

 

 

https://otd.harvard.edu/
https://www.seas.harvard.edu/news/2019/07/camera-brings-unseen-world-to-light
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(1126-5) 

【環境・省資源分野】 

 

仮訳 

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（米国） 

2019 年 7 月 18 日 

化学薬品メーカーは、ガソリン、プラスチックや食料品など多種多様な製品を製造するた

めの原材料の分離や精製に、毎年膨大な量のエネルギーを消費している。 

 

ジョージア工科大学の研究者たちは、化学分離で消費するエネルギー低減のため、エネル

ギー集約的な蒸留法を使用せずに化学物質を分離できるメンブレンの開発に取り組んでい

る。 

「様々な産業界で使用されている一般的な化学物質分離方法は、蒸留などの熱駆動型であ

るので、分離過程で膨大な量のエネルギーを消費しています。世界のエネルギー経費の

10％から 15％が、化学物質分離に使用されているのです。」と、ジョージア工科大学の

 

ジョージア工科大学の大学院生、Fengyi Zhang 氏と Emily K. McGuinness 氏が、低エネルギーな化学分離

のために使用する中空糸膜を検証。(クレジット: Rob Felt) 

画像ダウンロード 

その他の写真 

https://www.news.gatech.edu/sites/default/files/uploads/mercury_images/ryanlively-009_148.jpg
https://www.news.gatech.edu/hg/image/623494/original
https://www.news.gatech.edu/2019/07/18/metal-oxide-infused-membranes-could-offer-low-energy-alternative-chemical-separations#more_photos
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化学・生物分子工学准教授の Ryan Lively 氏は言う。「熱や化学相転移に頼らない分離

方法では、消費エネルギーをより少なく抑えられます。実際、消費エネルギーのコストは

90%近く低減できます。」 

プラスチックメンブレンは、例えば海水の淡水化のように、サイズや様々な相違によって

特定の分子を分離させることができる。しかし、これまで、ほとんどのメンブレンは、高

濃度な化学溶剤を耐久しながら困難な分離作業を進めることは不可能であった。 

本研究は、米国防総省および米国立科学財団(NSF)より資金を得た。7 月 18 日発刊の

『Chemistry of Materials』誌に掲載された本研究論文には、ポリマーベースのメンブレ

ンに金属酸化物ネットワークを注入する手法が、研究者たちにより紹介されている。 

「私たちは、あらかじめ作製した高分子メンブレンを炉に入れた後、金属を含んだ蒸気に

さらし、メンブレン内部に自然浸透させました。」と、材料科学工学部アシスタント・プロ

フェッサーの Mark Losego 氏は言う。「この製造方法は、気相浸透法とよばれており、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します。私たちはこれを、ハイブリ

ッド（有機/無機）メンブレンと呼んでいます。」 

 

このハイブリッドメンブレンは、溶剤への耐久性ばかりでなく、化学分離能力も向上した。 

 

「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、メンブレンを

使用した分離法の適用が困難です。」と、Lively 氏は言う。「新技術のハイブリッドメンブ

レンはより選択的です。かなり類似した化学物質を分離できます。」 

 

大学院生の Fengyi Zhang 氏、Emily McGuinness 氏と Yao Ma 氏を含む研究チームは、

このハイブリッドメンブレンを、テトラヒドロフラン、ジクロロメタンやクロロホルムな

ど、純粋な高分子メンブレンを数分で溶解してしまう過酷な有機溶剤で試験した。その結

果、メンブレンは試験期間中何か月も安定性を維持した。 

また、ほぼ同じサイズの 2 種類の化学物質で試験した結果、ハイブリッドメンブレン

は、わずか 0.2 ㎚の差の芳香族分子を分離できた。 

「この研究で最も面白い部分のひとつは、この手法が製造面からみても簡単であることで

す。」と、Losego 氏は言う。「私たちは基本的には、あらかじめ作製したメンブレンに処置

を施しているだけです。かなりシンプルな手法なので、産業スケールへの転換も容易だと

期待しています。」 
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今後は、注入する酸化物を微調整する方法を研究して、様々な化学物質の分離に対応可能

な新しいタイプのハイブリッドメンブレンを開発する予定だ。 

本記事は、米国防総省の National Defense Science & Engineering Graduate Fellowship 

Program および、米国立科学財団(NSF)助成金番号：CBET 1653153, ECCS-1542174 よ

り資金を得て実施した研究を基に作成した。本文中の見解、知見、結論や提言に関しては、

全て本研究論文著者らのものであり、資金提供団体の見識を必ずしも反映するものではな

い。 

引用文：Emily K. McGuinness, Fengyi Zhang, Yao Ma, Ryan P. Lively and Mark D. 

Losego, “Vapor Phase Infiltration of Metal Oxides into Nanoporous Polymers for 

Organic Solvent Separation Membranes,” (Chemistry of Materials, July 2019). 

http://dx.doi.org/10.1021/acs.chemmater.9b01141 

 

本記事に関する連絡先： 

Josh Brown, Research News, Georgia Tech 

TEL: +1-(404)385-0500 

 

 

翻訳：NEDO（担当 技術戦略研究センター） 

出典：本資料は、ジョージア工科大学の以下の記事を翻訳したものである。 

“Metal Oxide-infused Membranes Could Offer Low-Energy Alternative For Chemical 

Separations” 

(https://www.news.gatech.edu/2019/07/18/metal-oxide-infused-membranes-could-offer-

low-energy-alternative-chemical-separations) 

(Reprinted with permission of Georgia Institute of Technology) 

 

 

http://dx.doi.org/10.1021/acs.chemmater.9b01141
mailto:josh.brown@comm.gatech.edu
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
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(1126-6) 

【ロボット・AI分野】 

 

仮訳 

ソフトセンサーの課題のエレガントな解決方法（米国） 

Carmel Majidi 研究チームが、触れた場所と強度を検出する 

単一のセンシング素子を備えたソフトマグネティックスキンを開発 

2019 年 7 月 26 日 

 

倉庫から病院まで様々な場所で使用されるソフトロボットは、人間が物を動かしたり、患

者を診察したり、情報を収集したりするのをサポートしている。このようなロボットへの

関心は高まっており、科学者たちはロボットに、人間の軟組織にみられるような検知能力

を付与する方法を開発している。 

 

しかし、この試みは大きな挑戦だ。触感センサーのソフトスキンの多くは、触感を検知し

たい箇所ごとにワイヤを必要とする。大面積のセンシングでは、これらのワイヤが最終的

には大きな鳥の巣のようになる。 

 

さらに具合が悪いことには、複雑化した電子的なインターフェースは、センシングシステ

ムの故障を引き起こす可能性がある。「ワイヤは、スマートフォンや他のデバイスのような

ハードケース内では問題ないのですが、布地、皮膚や、その他のソフトなものでは、たち

まち故障の原因になってしまいます。」と、カーネギーメロン大学機械工学准教授の

Carmel Majidi 氏は言う。 

 

それでは、この面倒な問題をどのように回避するのか？Majidi 氏と同氏のソフトマシン研

究室の Tess Hellebrekers 氏は、エレガントな解決法を見出した：単一のセンシング素子

を備えたソフトなマグネティックスキンだ。本研究は、『Advanced Intelligent Systems』

誌に掲載された。 

 

 

https://www.meche.engineering.cmu.edu/index.html
https://engineering.cmu.edu/directory/bios/majidi-carmel.html
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/aisy.201900025
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/aisy.201900025
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このソフトスキンは、ロボット、人間の皮膚や他の材料等に貼り付けて、触感機能を付与

するストレッチャブルな磁石のようなものだ。数百万個の微粒子を充填したシリコーンゴ

ムで構成されている。各微粒子は N極と S極を持ち、磁界を発生する。マグネティックス

キンが他の物体と接触すると、ゴムが動きを感知して全微粒子が動き始め、その結果、ゴ

ム内部の磁界が変わる。 

 

すると、マグネティックスキンに埋め込まれた電子チップのマグネトメーターチップが、

このような磁界の変化を検知する。マグネトメーターチップはこの変化を測定することに

より、物体の触れた場所とその強度を推測する。言い換えれば、物体の表面上で触れた場

所はどこなのか、どれ程の強さで触れたのか、などを推測することができる。 

 

「ほとんどのスキンセンシングでは、強度と接触が、鍵となる二つの要素であると私は思

います。なぜならば、私たちの皮膚も、同じことをするからです。」と、ロボット学の博士

課程学生の Hellebrekers 氏は言う。 

 

また、同スキンセンサーは、接触を感知するために物体表面に直接触れる必要がない。「磁

石のよいところは、空気を通過することです。」と、Majidi 氏は言う。「磁界を感知するた

めに、物理的な接触をする必要はないのです。」 

 

このようなわけで、マグネティックスキンで最良の医療器具を作ることができる。科学者

 

出典：カーネギーメロン大学工学部 

ソフトマグネティックスキンの構成物 
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や医師たちは、医療分野、特に胃腸内視鏡検査の分野でのソフトロボットの使用に関心を

持っている。飛躍的な進展にもかかわらず、両方共極めて大きくて固い傾向があり、内視

鏡の動作を妨げるため、電子機器とセンサーを統合させることはまだ難しい。 

 

そしてこれがまさに、Majidi 氏の研究チームが新技術の適用に期待している理由だ。「こ

のようなセンサーは、センシング機能を導入したいけれども、大きな電子機器や複雑なワ

イヤリングの使用を避けたい、ロボッティック・エンドスコピー（内視鏡検査）のような

分野には、ブレイクスルーをもたらす可能性があります。」と、Majidi 氏は言う。 

 

Majidi 氏の研究チームは、このマグネッティックスキンのセンサー機能の向上を図るため、

内視鏡カテーテルを模倣した筒状の物体に沿った圧力の検出方法について研究を進める。

また、皮膚のセンシング面積の拡大も図る。現時点では、マグネティックスキンは、1.5 ㎠

まで接触を特定できる。研究者たちは、磁性微粒子が作る磁界の拡大や、マグネトメータ

ーの配置場所の変更などの手法を検討している。 

 

本研究はまだ開発段階ではあるが、ソフトロボティックスセンシング分野に新しい道を拓

く。「このシステムは、電気的インターフェース無しで磁界を測定できるため、本当に良い

と私は思っています。」と、Hellebrekers 氏は言う。「これにより、様々なシステムに容易

に統合できるインターフェースを、自由に設計できます。」 

 

 

翻訳：NEDO（担当 技術戦略研究センター） 

出典：本資料は、カーネギーメロン大学の以下の記事を翻訳したものである。 

“An elegant solution to the soft sensing challenge” 

(https://engineering.cmu.edu/news-events/news/2019/07/26-majidi-magnetic-

skin.html) 

(Reprinted with permission of College of Engineering, Carnegie Mellon University) 

 

 

https://engineering.cmu.edu/news-events/news/2019/07/26-majidi-magnetic-skin.html
https://engineering.cmu.edu/news-events/news/2019/07/26-majidi-magnetic-skin.html
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(1126-7) 

【ナノテクノロジー・材料分野】 

 

仮訳 

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（米国） 

スタンフォード大学の研究者たちが開発した原子薄の材料が、携帯電話やラップトップ

の断熱シールドとなり、人間や温度に敏感な部品を熱から保護し、 

電子機器を更に小型化する 

2019 年 8 月 16 日 

 

スマートフォンやラップトップその他の電子デバイスが発する余剰な熱は煩わしいものだ

が、それ以上にデバイスの誤作動や、極端な場合にはリチウム電池の爆発をも引き起こす

一因でもある。 

 

それらの災難を防止するため

に、エンジニアたちは、ガラス、

プラスチックや空気層などを断

熱に利用して、マイクロプロセ

ッサーのような発熱するコンポ

ーネントの損傷や、ユーザーの

不快感の発生を回避している。 

 

今般、スタンフォード大学の研

究者たちは、電子デバイスのホ

ットスポットに紙の様に積み重

ねた原子薄の層が、その 100 倍

の厚さのガラスシートに匹敵す

る断熱性を提供することを実証

した。近いうちにより薄型の断熱シールドが、従来品よりさらに小型化した電子デバイス

製造の可能性を拓くでしょう、とスタンフォード大学電気工学教授で、8 月 16 日に発行さ

れた『Science Advances』誌掲載論文の上席著者である Eric Pop 氏は言う。 

 

「私たちは、電子デバイスの熱を全く新しい視点でとらえています。」と、Pop 氏は言う。 

  

 

この拡大画像は、わずか 2 から 3nm 厚の断熱シールドを形成する

原子薄の材料の４つの層であり、その薄さは紙の約 5 万分の一。 

（画像提供：National Institute of Standards and Technology） 

https://advances.sciencemag.org/content/5/8/eaax1325
https://profiles.stanford.edu/epop
https://news-media.stanford.edu/wp-content/uploads/2019/08/15151408/Insulator-4-layers_withBlack.jpg
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音を熱として検出する 

 

スマートフォンやラップトップ等の電子デバイスから感じる熱の実態は、可聴域外の高周

波音である。それがおかしいと思うならば、その裏にある物理の原理を考えてみてほしい。

電気は、個々の電子の流れとしてワイヤの中を流れている。これらの電子が移動すると、

通過する材料中の原子と衝突する。そのような個々の衝突で、電子が原子を振動させ、よ

り多くの電流が流れると、より多くの衝突が起こり、ついにはまるで鐘の乱れうちのよう

に電子が原子に衝突する。ただし、この振動の雑音は、最小の可聴値をかなり上回る周波

数で固形材料内を移動して、私たちが熱として感知するエネルギーを発生させている。 

 

熱は音の一形態であるとする考え方により、スタンフォード大学の研究者たちは、現実の

世界の原理を本研究に応用する着想を得た。Pop 氏は、スタンフォード大学のラジオ放送

KZSU 90.1 FM の DJ 時代から、音楽収録スタジオは、厚い窓ガラスが外部の音を遮断す

るおかげで静かであるということに気づいていた。これと同様の原理は、現在のエレクト

ロニクスの断熱シールドにもあてはまる。より優れた断熱だけが課題なのであれば、研究

者たちは音楽収録スタジオの原理を応用して、単純に熱のバリアを厚くすればよいだけだ

ろう。しかし、それでは電子デバイスは薄くはならない。そこでこの課題を解決するため

に、厚さの異なる各ガラスシートの間に空気層を挟み、部屋の中を静かで暖かくする、と

いう、複層ガラス窓のトリックから着想を得た。 

 

「私たちは、そのアイデアを取り入れて、分厚いガラスの代わりに、多層の原子薄の材料

を使った断熱シールドを作製しました。」と、ポスドク研究者で本論文の筆頭著者である

Sam Vaziri 氏は言う。 

 

原子薄の材料の発見は、比較的最近だ。数種類の材料を薄い層に分離することに成功した

のは、たった 15 年程前だ。最初の例は、炭素原子の単層であるグラフェンの発見で、それ

以来、科学者たちは他のシート状の材料に関する研究を続け、試験してきた。スタンフォ

ード大学の研究チームは、それぞれ原子 3 個分の厚さのグラフェン層と他の 3 種類のシー

ト状の材料を使用して、わずか原子 10 個分の薄さの 4 層の断熱シールドを作製した。こ

の薄さにもかかわらず、各層を移動する間に原子の熱振動が弱まりエネルギーの大部分が

損失したので、この断熱シールドが効果的であることが示された。 

 

このナノスケールの断熱シールドを実用化するためには、研究者たちはさらに、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を模索し

なければならない。しかし、極薄の断熱シールド開発の裏には、電気や光を制御するよう

に、いつの日か材料中の振動エネルギーも制御したい、という科学者たちの壮大な狙いが

ある。固体物質中の熱を音の一形態として認識するにつれ、telephone（電話）、phonograph
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（蓄音機）、phonetics（音声学）といった言葉に使用されている、ギリシア語にルーツを

もつ phononics（フォノニクス）という新しい分野が出現している。 

 

「私たちはエンジニアとして、電気を制御する方法は熟知しており、光についてもより多

くの理解を得つつありますが、原子スケールで熱となって現れる高周波音の取り扱い方に

ついては、まだ研究を始めたばかりです。」と、Pop 氏は言う。 

 

Eric Pop 氏は、Precourt Institute for Energy のアフィリエート会員である。本論文のス

タンフォード大学側の著者には、元ポスドク研究員の Eilam Yalon 氏と Miguel Muñoz 

Rojo氏、大学院生の Connor McClellan氏、Connor Bailey氏、Kirby Smithe氏、Alexander 

Gabourie 氏、Victoria Chen 氏、Sanchit Deshmukh 氏と Saurabh Suryavanshi 氏が含

まれる。その他の著者は、Theiss Research and the National Institute of Standards and 

Technology に所属している。 

 

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。 

 

 

翻訳：NEDO（担当 技術戦略研究センター） 

出典：本資料は、スタンフォード大学の以下の記事を翻訳したものである。 

“Stanford researchers build a heat shield just 10 atoms thick to protect electronic 

devices” 

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

electronics/) 

(Reprinted with permission of Stanford University) 

 

 

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