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Prime Minister of India, Mr. Narendra Modi and French President, Mr. Emanuel
Macron, during the signing of 14 pact - agreement at Hyderabad House in New Delhi

Indo-French Pact Paves Way for World’s
Largest Nuclear Power Project in India
On 10th March 2018, India and France inked 14 pacts
to strengthen the defence cooperation between the two
G-20 members. Wide spectrums of fields were covered
in the $16 billion Indo-French deal, ranging from trade
and security to renewable energy. One of the landmark
pacts signed amongst these was a nuclear deal which
includes establishing six nuclear reactors at Jaitapur
in Maharashtra, India. Nuclear Power Corporation
of India Limited (NPCIL) and Electricite de France
(EDF) Group entered into an ‘Industrial Way Forward
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Agreement’ to implement six European pressurised
reactors (EPRs) with a total power capacity of around
10 Gigawatt. This makes India the fifth ever country in
the world to adopt the EPR technology which is still
not commercially operational anywhere in the world.
With a total power capacity of around 10 Gigawatt,
the power plant is reckoned to be the biggest nuclear
power project in the world. NPCIL will also benefit
from EDF with its past experience of constructing
EPR reactors.
13

april-june 2018

Recycled Paper is Passé,
Indian Scientist Invents
Reusable Paper

New Super-Sticky Pesticides
to Reduce Environmental
Contamination and Improve
Yield

Since the invention of paper, a number of efforts have
been made to make the paper reusable. However,
there hasn’t been any breakthrough in making a
paper-like material that can be used again. Although
recycled paper is available in the markets, the higher
costs involved in the process restricts its large-scale
recycling. Moreover, the quality of recycled paper at
such exorbitant rate fails to meet the standard quality
benchmarks for many applications.

Use of pesticides in agriculture and farming has been an
issue of debate for many years and dozens of them have
been banned all over the world. When pesticides are
sprayed on the crops, most of it gets repelled or bounced
back by the water-repellent surface of the leaves. As a
result, it falls on the ground and pollutes the soil and
groundwater. It then enters the food chain causing health
hazards for human beings. It also leads to a large amount
of wastage of pesticides.
Researchers from the CSIR-National Chemical
Laboratory (CSIR-NCL), Pune have proposed a solution
to the decades-old problem in the journal Soft Matter
(2018, 14: 205-215). The team employed nanoparticles
made from a compound called glyceryl monooleate or
GMO. GMO is a natural compound, usually extracted from
sunflower oil and is used as a food emulsifier. This makes
the wax-like solid bio-compatible and edible. Interestingly,
one end of this compound is hydrophilic (water-loving)
while the other is hydrophobic (water-hating).

In a path-breaking innovation from Indian Institute
of Technology, Kanpur, Prof. Animangsu Ghatak has
invented a reusable paper that can be easily cleaned and
used again without losing its quality. This invention
involves roughening the surface of an environmentally
benign polymeric material which enhances its frictional
characteristics and wettability. It results in a polymeric
writing surface wherein the ink can be erased by simply
wiping off with a moist cloth. One of the remarkable
achievements of this polymeric paper is that it doesn’t
require any specially prepared ink material, which
means that almost all kinds of conventional inks can
be used for writing. Another feather in the cap for this
‘magic paper’ is its re-printability that allows laser
printing to be done numerous times. The printed image
on the reusable polymeric paper can be simply wiped
off with a wet cloth, and after letting it dry normally,
can be reused for writing or printing purposes. Even
after repeated cycles, the quality of the printed image,
as well as the paper itself, does not deteriorate.
Thus, this promising technology aims to alleviate the
environmental impact of using conventional paper by
mitigating its usage.

This dual-nature of the GMO compound yielded
remarkable results on being mixed with pesticides. This
concoction of GMO, water and pesticides stuck to the
leaves even at a lesser quantity. It led to a thin film of
pesticide solution being formed on the leaves which were
hydrophobic towards leaf surface and hydrophilic on the
outside. Consequently, the water-pesticide composite that
formed on the leaves stuck firmly on to the new surface and
was no longer repulsive. Amazingly, the complete process
of the GMO nanoparticles striking the surface of the leaves
and forming a thin film by spreading took place in just less
than three milliseconds! Scientists believe the implications
of the results could be beneficial to all kinds of industrial
coating applications. It would also substantially reduce
the number of pesticides sprayed on the crops.
april-june 2018
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India Builds a New Database to Validate
Traditional Indian Medicine

A Chennai based team of scientists of the Institute of Mathematical Sciences (IMSc), Homi Bhabha National Institute,
has built a new database named Indian Medicinal Plants, Phytochemistry And Therapeutics (IMPPAT). Led by Dr
Areejit Samal, a computational biologist at IMSc, the team consolidated data from 50 traditional Indian medicine
books, previous databases and scientific paper abstracts to compile the largest such database so far (Scientific
Reports 2018, 8(1): 4329). The database has documented 9,596 chemicals that plants use for their survival and
protection (phytochemicals), as well as 1,742 Indian medicinal plants. Moreover, the repository also collates 11,514
plant-therapeutic use links along with 27,074 plant-phytochemical associations. The free-to-access, online database
(https://cb.imsc.res.in/imppat/) has identified 960 phytochemicals found in Indian herbs which have the potential to
be developed into medicinal drugs. IMPPAT not only provides chemical classification, 2D and 3D chemical structure,
physiochemical properties but also gives drug-likeliness scores, target proteins in humans for phytochemicals, etc.,
in the database.
Interestingly, out of the 960 potentially druggable phytochemicals listed within IMPPAT, around 60% showed
no similarity to the existing FDA-approved drugs. Due to this significant percentage, the researchers believe it offers
immense potential for drug discovery. However, achieving a feat such big had its own challenges, and one of them was
removing redundancy as well as standardizing names and spellings that were different in several books and documents
the team referred to.
Besides, there are still some areas that the team wants to develop in the forthcoming phase of their work. For
instance, IMPPAT doesn’t offer links between therapeutic uses and phytochemicals. Also, the database can’t tell which
part of the plant is involved in the production of the chemical, i.e. plant part-phytochemical associations. Despite some
of these limitations, the database offers great potential to the pharmaceutical companies to look for new products based
on Indian medicinal plants.

Indian Scientists Discover
World’s Second Oldest Rock
in Odisha

This zircon grain has been obtained from the rock
recovered from the Singhbhum area in Odisha, India.
The rocks are believed to be the oldest in India and
second-oldest rocks in the world.
Recovered from Odisha’s Kendujhar district
almost eight years ago, magmatic Zircon is a common
accessory mineral in a wide range of igneous rocks. It
is not derived from the original magma and contains
traces of radioactive isotopes.
The geologists examined the
rocks under the microscope at
the Geological Laboratories
in Kolkata’s Indian Statistical
Institute. The authors then
performed an isotopic analysis
using a machine called Sensitive
High Resolution Ion Microprobe
(SHRIMP).
The
machine
confirmed that the two zircon
grains were 4.2 and 4.0 billion
years old. The study can provide
vital clues about the beginning
of plate tectonics as well as the
presence of water during earth’s
infancy.

The Earth is thought to have been formed around 4.6
billion years ago. Though, the oldest age reported from
rocks on earth is 4.4 billion years, which is the age of
a zircon grain found in Jack Hill, Western Australia.
Zircon is one of the toughest
and best-examined minerals
in studying Earth’s geological
history.
In a promising discovery
to study earth’s nascent years,
Indian scientists have found a
zircon grain estimated to be 4.2
billion years old. Published in the
journal Scientific Reports (2018,
8(1): 7069), the discovery has
been made by geologists from the
University of Calcutta, Kolkata,
India, in collaboration with the
Curtin University, Malaysia
and the Chinese Academy of
Geological Sciences, Beijing.
SCIENCE DIPLOMACY
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Cashews and Walnuts’
Shells to be Used for Making
Bioplastics

From the north-pole to the south-pole, petroleum-based
plastics have polluted the air, water as well as land to a
hazardous extent. Nevertheless, most of us use plastics
extensively in our daily life. These plastics are nonbiodegradable in nature and managing plastic waste is a
critical challenge. Therefore, scientists are delving into biobased polymers as a viable alternative to the conventional
petro-plastics.
Scientists from Anna University in Tamil Nadu have
devised a new method to make biodegradable plastic from
agricultural waste (Carbohydrate Polymers 2018 184: 231242). Led by Dr M Sukumar, the team of scientists were able
to produce bio-plastic using the inedible shells of cashew
nuts as well as walnuts. While the cellulose from walnut
shell was used as a reinforcing material, starch from cashew
nut shell acted as a film forming matrix. To crosslink the
starch and cellulose, the scientists added citric acid.
To determine its commercial feasibility, the bio-plastics
were subjected to a variety of tests. The results revealed
the increased tensile strength, low moisture uptake and
low oxygen permeability of bio-plastics. These properties
make bioplastics suitable for higher quality smart packaging
film. Addition of cellulose in the bio-plastic increases its
thermostability multiple times. Moreover, to ensure its
applicability for packaging fruits and vegetables, the scientists
further added an extract of
pomegranate peel to the bioplastic. While walnut cellulose
and cashew nut starch have
limited antibacterial properties,
the addition of pomegranate
peel extract provided good
antioxidant and antimicrobial
properties. The researchers
recommend using pomegranate
peel extract in improving shelf
life, freshness and storage
ability of bioplastics which
would be useful in the smart
packaging of food products.
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New Sensor Promises to
Expedite Identification of
Kidney Problems

Chronic kidney illness can advance to renal failure
if it is not recognized in early stages. One of the key
challenges in the process is that with the currently
available techniques, identifying progression is not
only complex but costly and time-consuming as
well. Cystatin C (CysC) is a gold standard protein
biomarker for determining kidney function. When
the amount of CysC is too high in the urine, it
indicates that the kidneys are not functioning
optimally. To detect the levels of CysC, there is no
available sensor to date.
A new biosensor has been devised for fast
and accurate identification of CysC, by a group
of researchers from three different institutions
(Biosensors and Bioelectronics 2018, 105: 9094). From the Amity Institute of Biotechnology,
Rajasthan, Manali Datta and her team joined hands
with CSIR-Institute of Genomics and Integrative
Biology (IGIB), Delhi along with an Indian
researcher in Nigeria, Debajyoti Bose. The sensor
is a screen printed multiwall carbon nanotube
electrode immobilized with papain. When CysC gets
attached to the immobilized papain, it activates an
electric flag that can be estimated using techniques
such as ‘differential pulse voltammetry’ and ‘cyclic
voltammetry’. These techniques are highly effective
to get subjective after-effects of the electrochemical
measurements under varying conditions. To align
developments in electronic advances, the team
utilized various centralizations of CysC. In 10
minutes, the sensor identified abnormal kidney
function precisely. To cross-check the specificity of
the new sensor, multiple different biomarkers like
creatinine, gliadin, egg whites, etc. were utilized by
the researchers. Patients with diabetes, hypertension,
and heart problems are especially likely to have
kidney ailments at later stages. This new sensor will
help in the early, quick and efficient management of
perpetual kidney illness and will be useful in clinical
practice and point-of-care testing as well.
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多くの専門分野にわたるインドのグローバルダイジェスト

科学

ディプロマシー

ニューデリー市にあるハイデラバード・ハウスで14協定の締結時に、インドのモデ
ィ首相とフランスのエマニュエル・マカロン大統領

インド・フランス協定はインドにおいて世界最大の原子
力発電プロジェクトの道筋をつける
（EDF））グループは総発電容量が約１０ギガワッ
トの６基の欧州式加圧水型炉（EPR）の建設のため
「Industrial Way Forward Agreement （工業用前
進契約）」を結んだ。これでインドは世界中でまだ
商業的に応用されていない EPR テクノロジーを導
入する世界の５番目の国となる。総発電容量が約10
ギガワットで、この発電所は世界最大規模の原子力
発電プロジェクトだとされている。NPCILはEPR（欧
州式加圧水型炉）建設に関するEDFの過去の経験か
らも恩恵を受ける。

2018年3月10日に、G20のメンバーであるインドと
フランスは、二国間の防衛協力を強化するため14
の協定に調印した。貿易と防衛から再生可能エネ
ルギーまで、
多岐にわたる分野はこの160億ド
ルのインド・フランス協定の対象となった。締結
された協定の中で最も著しい協定の一つは原子力
協定で、その内容はインドのマハラシュトラ州に
あるジャイタプール地域に6基の原子炉の建設に関
わるものである。Nuclear Power Corporation of
India Limited（インド原子力発電公社（NPCIL）)
と Electricite de France（フランス電力会社
科学 ディプロマシー
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環境汚染の削減と収量の改善のた
め、新しい超粘着性農薬

再生氏はもう時代遅れで、インドの科学
者が再利用可能な紙を発明
紙の発明以来、紙を再利用可能にするため多く
の努力がなされてきた。しかし、再利用でき
る、紙のような素材を作る`ことにあたって大
きな成果がない。再生紙は市場で入手可能です
が、その再生工程に伴う高いコストは、大規模
な再生利用に対して制限をかけている。また、
この法外なコストで再生された紙の品質は様々
なアプリケーションが必要とする標準品質基準
に合わない。

農業において農薬の使用は長年争点となってお
り、世界中で数十の農薬が禁止されている。植物
に吹きかけると、ほとんどの農薬が葉っぱの撥水
性表面にはじかれるか、または、はねてしまう。
結果としては、地面に落ち、土壌と地下水の汚染
の原因になる。それから食物連鎖に入り、人間の
健康に対して危険をもたらす。そして、大量の農
薬の無駄遣いの原因にもなる。
プネー市にある
CSIR-National
Chemical
Laboratory（CSIR-国立化学研究所(CSIR-NCL)）の
研究者らは、数十年も続いてきたこの問題の解決
を Soft Matter（ソフト・マター）というジャー
ナル（2018, 14: 205-215）に提案した。この研究
者チームはモノオレイン （glyceryl monooleate）
やGMOという混合物からできたナノ粒子を利用し
た。GMOは一般的にひまわり油から抽出される天然
化合物で、食品用乳化剤として用いられる。それ
はワックス状の個体を生体適合性で食用できるも
のにする。面白いことに、この化合物の一端は親
水性（水になじみやすいこと）で、他の一端は疎
水性(水になじみにくいこと）である。

カーンプル市にある Indian Institute of
Technology（インド工科大）のアニマングス・
ガチャク（Animangsu Ghatak）教授の草分け的
な発明により、品質を失わずに簡単に清掃でき
る再利用可能な紙をつくった。本発明は、摩擦
特性および湿潤性を高め、環境に優しいポリマ
ー材料を粗面化することによるものである。紙
の上に書くために使ったインクをただ湿った布
で簡単に拭き取ることによって消去されるポリ
マー筆記面がつくられる。このポリマー紙の一
つの特性としては、特別に調整されたインク
材料を必要としないことであり、というのは、
書くために、ほとんど全ての市販インクが使え
る。この「マッジク・ペーパー」のもう一つの
誇りとなる特性は、レーザー印刷を何度も行う
ことができる再印刷適性である。再利用可能な
ポリマー紙の印刷イメージを湿った布で簡単に
拭き取ることができ、正常に乾燥した後、書く
または印刷のため再利用かのうである。繰り返
しサイクルの後でも、印刷イメージ及び紙自体
の質は劣化しない。ですから、この有望な技術
は、紙の使用を緩和することによって、従来の
紙の使用により環境に優しいものである。

GMO化合物の二面特性は農薬と混合した場合著
しい成果を生み出した。GMOと水と農薬のこの混
合物はより少ない量でも葉に付着した。葉っぱの
表面に対して疎水性で外側に対して親水性なもの
で、葉っぱの表面に農薬溶液のこのような薄い膜
が形成されることにつながった。結果として、葉
の上に形成された水・農薬の混合物は新しい表面
にしぶとく付着し、もうリパルションしない。驚
くべきことに、GMOナノ粒子が葉っぱの表面にあた
って、広がることによって薄膜を形成するまでの
全過程は３ミリ秒以内に完了した！科学者による
と、この成果はあらゆる工業用コーティングの応
用に役立つものとなる可能性がある。これが植物
に吹きかけられる農薬の数も実質的に削減すると
思われた。
2018年4月〜6月
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インドは伝統インド医学を立証するために新しいデータベースを構築
チェンナイ州に拠点を置くホミバーバ国立研究所の数理解析研究所（IMSc）の科学者チームはインドの薬
用植物・植物化学および治療学（IMPPAT）という新しいデータベースを構築した。IMScの計算生物学博士
Areejit Samalが率いるチームは伝統インド医学書50冊、以前のデータベースそして科学論文の要約を参
照し、これまでの最大規模のデータベースを取りまとめた（Scientific Reports 2018, 8 (1): 4329）。
このデータベースは、植物がその生存と保護のために使用する9,596個の化学物質（植物化学物質）、及び
1,742個のインド薬用植物について文書化している。また、リポジトリーも11,514個の植物治療用リンクと
ともに27,074の植物 - 植物化学アソシエーションを照合した。無償アクセスオンラインデータベースは
(https://cb.imsc.res.in/imppat/)、医学品として展開可能なインドのハーブによく見られる960種の植
物化学物質を同定した。IMPPATは、データベースにおいて、化学分類、2Dと3D化学構造、物理化学的性質
だけでなく、薬らしさ評価、人に見られる植物化学物質のための標的タンパク質なども列挙している。
面白いことに、IMPPATにリストされているもので新薬の開発につながる潜在力のある植物化学物質の
960個の中から、約60％は既存のFDA（米国食品医薬品局）が薬事承認した医薬品との類似性を示していな
い。研究者らによるとこのようなかなり高い割合は、創薬に関して非常に大きな可能性を示していると信
じている。しかし、このような大きな偉業を達成することはそれなりのチャレンジがあり、その一つのは
冗長性を除去することとチームが参照したいくつかの本や文書における異なる名前又はつづりの標準化だ
った。
それに、次の研究段階でチームが開発したいと思っている分野がいくつかある。例えば、IMPPATは、
治療的使用と植物化学物質とのリンクを提供していないのはその一つだ。また、データベースから、植物
のどの部分が化学物質の生産に関与しているか、つまり植物部分植物化学アソシエーションを知ることが
できない。このようないくつかの制限があるにもかかわらず、データベースは製薬会社にインドの薬用植
物に基づく新製品を探し求めるのに大きな可能性を与えている。

インドの科学者らは世界二番目の
古い岩石を発見した

た。この岩石は、インドで最古、そして世界で二
番目に古いものと信じられている。

地球は約46憶年前に形成されたと考えられてい
る。今まで報告された地球上での岩石の最も古い
ものは４４憶年前のものであり、これは西オース
トラリアのジャックヒルで発見されたジルコン粒
である。ジルコンは、地質学的歴史を研究するの
に最も硬い、そして最も検討された鉱物の一つで
ある。

約8年前にオディシャ州（Odisha）のケン
ドゥジャールという地域から回収されたマグマ
性ジルコンは広範な火成岩によく見られる一般
のアクセサリー鉱物である。マグマ性ジルコン
は本源マグマから得られたものではない。そし
て、放射性同位元素の痕跡がある。地質学者ら
は、コルカタにあるインド
統計学研究所のGeological
Laboratories
(地質研究所)
で岩石を顕微鏡下で検査し
た。著者らは、Sensitive
High
Resolution
Ion
Microprobe（SHRIMP;精密な
高解像イオン・マイクロプロ
ーブ）と呼ばれる機器を使っ
て、同位体分析を行った。こ
の分析は、2つのジルコン粒
が42億年と40億年古いもので
あることを確認した。本研究
は、地球が発生期の初段階の
時のプレートテクトニクスの
始まり、そして水の存在に関
する重要なヒントを与える可
能性がある。

地球の発生期を研究する
のに有望な発見で、インドの
科学者らは、42億年古いと
推定されるジルコン粒を発
見した。Scientific
Reports
誌（2018、8（1）：7069）
に載せられたように、この
発見は、マレーシアにある
カーティン大学と北京市の中
国地質科学学会と共同して、
インドのコルカタ市にあるカ
ルカッタ大学の地質学者らに
よって行われた。このジルコ
ン粒はインドのオディシャ州
(Odisha）にあるシングブーム
(Singhbhum)地域から得られ
科学 ディプロマシー
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バイオプラスチックを作るのにカシュー
とクルミ殻の使用

腎臓障害の同定の促進が期待
できる新センサー

北極から南極まで至るところにおいて、石油由来の
プラスチックは空気、水及び土壌を危険なレベルにまで
汚染している。そうは言うものの、ほとんど皆がプラス
チックを日常生活で大々的に使っている。これらのプラ
スチックは生物分解が不可能のものであり、その廃棄物
の管理は重要な課題となっている。それ故に、科学者は
従来の石油系プラスチックに代わる代替物に成り得るバ
イオポリマーを徹底して研究している。

早期に検出されない場合、慢性腎疾病は腎不
全までに進行する可能性がある。現時点での使用
可能な技術を用いて、進行の同定は複雑だけでな
く、費用と時間を浪することもこのプロセスで
の重要な課題の1つとなる。シスタチンC（CysC）
は、腎機能を決定するための金体位制のタンパク
質バイオマーカーである。尿中でCysCの量が多す
ぎると、腎臓が最適に機能していないことを示し
ている。

タミル・ナドゥ州にあるアンナ大学（Anna
University）の科学者は農業廃棄物(Carbohydrate
Polymers (炭水化物ポリマー) 2018 184: 231-242)から
生分解性プラスチックを作る新しい方法を考案された。
エム・スクマール(MSukumar)博士が率いる科学者のチー
ムは食用に適さないカシューナッツ及びクルミの殻を使
ってバイオプラスチックを作ることができた。クルミの
殻からのセルロースは補強材として使われ、カシューナ
ッツ殻からのでんぷんはコーティング膜形成マトリック
スの役割を果たした。でんぷんとセルロースの架橋のた
めに科学者がクエン酸を添加した。
商業上の実現可能性を判断するためにバイオプラス
チックは種々の検査を受けた。その結果、バイオプラス
チックは高抗張力、低吸湿と低酸素透過性を有している
ことを明らかにした。この性質はバイオプラスチックを
より良質なスマート包装フィルムに適したものにする。
バイオプラスチックにセルロースの添加はそれの耐熱性
を何倍も向上させる。さら
に、果物や野菜の包装に対し
ての適用性を確保するため
に、科学者がバイオプラスチ
ックにさらにザクロ果皮のエ
キスを添加した。クルミのセ
ルロースとカシューナッツ殻
のでんぷんは抗菌特性が限ら
れているが、ザクロ果皮のエ
キスの添加はよい抗酸化及び
抗菌性を与えた。化学者は、
食品のスマート包装に有用と
なリ得るバイオプラスチック
の保存期間、鮮度と貯蔵能力
を向上させるのにザクロ果皮
のエキスを使うよう勧めてい
る。

CysCのレベルが検出できるセンサーは、現
時点ではない。三つの別機関で構成された研
究グループによって、CysCの迅速かつ正確な同
定のために新しいバイオセンサーが作り出さ
れた (Biosensors and Bioelectronics 2018,
105:90-94)。ラージャスターン州にある
Amity
Institute of Biotechnology のマナリ・ダッタ
(Manali Datta) とそのチームはナイジェリアで
研究しているインド人の研究者 Debajyoti Bose
(ボース・デーヴァジョーティ）と一緒にデーリ
ー市にある CSIR-Institute of Genomics and
Integrative Biology (CSIR-ゲノム・統合生物学
研究所 (IGIB))と組んだ。センサーは、パパイン
で固定化されたスクリーン印刷多層カーボンナノ
チューブ電極だ。CysCが固定化されたパパインに
付着すると、「ディファレシャル・パルス・ボル
タンメトリー(DPV)」と「サイクリックボルタン
メトリー(CV)」などの技術の使用によって推定す
ることができる電気フラグを有効にする。これら
の技術は、様々な条件の下での電気化学測定の自
覚的後遺症を得るため、非常に効果的なものであ
る。電子的な進歩に開発と調整を図るよう、当チ
ームがCysCのさまざまな集中化を利用した。10分
以内に、センサーは正確的に異常腎機能を確認し
た。新しいセンサーの特異性を照合するために、
クレアチニン、グリアジン、卵白な、複数の異な
るバイオマーカーが利用された。糖尿病、高血
圧、と心臓障害にかかっている患者が特に後半段
階になって腎臓障害を起こす可能性が高い。この
新しいセンサーは、永久腎臓病の早期段階で素早
く効率的な管理に役立ち、臨床実践およびポイン
ト・オブ・ケア・テスティングいずれの場合も有
用である。
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