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Mr Haribhai Parathibhai Chaudhary, Hon’ble Minister of State for Coal and Mines, and Mr Grzegorz Tobiszowski,
Secretary of State, Ministry of Energy, Republic of Poland during the signing of the agreement.

India, Poland Ink Pact for Clean Coal
Technologies
The Union Ministry of Coal, India has marked the
Memorandum of Understanding (MoU) with Ministry
of Energy, Republic of Poland on 4 February 2019.
The key objective of the MoU is to foster relations in
the field of coal mining and clean coal technologies
through the already established joint coal working
group as well as research institutes and academia
between the two countries. The MoU was signed by
the State Secretary in the Ministry of Energy of the
SCIENCE DIPLOMACY

Republic of Poland, Grzegorz Tobiszowski, and the
Union Minister of State of Coal & Mines of India,
H.P. Chaudhary in Delhi, India. Poland is a world
leader in the mining sector and can offer complex
solutions and the most modern technologies in the
field of underground coal mining. According to Mr
Chaudhary, the MoU will greatly benefit in the field of
clean technologies and would provide opportunities to
both the countries to augment trade and investment in
diverse areas in mining and energy sectors.
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PCE-based Biosensor: Detecting Diabetes at
an Early Stage
Type 2 diabetes (T2D) is an emerging health challenge in both developed and developing countries, including India
with an estimated 8.7% diabetic population in the age group of 20-70 years. The most critical issue with T2D is that
it has a long symptomless phase and complications appear in a late stage. Hence, earlier detection of diabetes would
be beneficial in its management.
Divesh N. Srivastava and his team from Central Salt and Marine Chemicals Research Institute (CSIR-CSMCRI)
Gujarat, India and CNR NANOTEC Institute of Nanotechnology, Italy has devised a biosensor which can detect the
minutest amount of T2D biomarker in the blood serum (Biosensor and Bioelectronics 2019, 128: 122-128). Retinol
Binding Protein 4 (RBP4) is one of the potential biomarkers for early diabetes and is present in a meagre amount
in human blood serum. The currently being used techniques to detect this protein are sophisticated, costly, require
skilled personnel, time-consuming and fail to detect lower levels of this protein. However, Srivastava’s biosensor
could detect RBP protein as low as 0.1 picograms (1 picogram
is one trillionth of a gram) in one millilitre. One of the
important components of this biosensor is its electrode. The
team used a plastic chip electrode (PCE) made up of graphite
and polymethacrylate with its working area coated with a thin
layer of gold. The gold covering enhanced the conductivity and
helped to increase the attachment of antibodies against RBP4.
Srivastava’s experiments revealed the superior performance of
new biosensor in comparison to previously developed methods
to detect RBP4. This biosensor has the advantages of low cost,
simple preparation, high selectivity, sensitivity, portability,
easier handling and fast response. It has the potential to be
largely used in the early detection and monitoring of T2D.

A Novel Biodegradable Film Derived from Dual
Modified Lotus Rhizome Starch
Petroleum-based plastic is a significant source of environmental pollution. To reduce the use of petroleum-based plastic
film, the scientists all over the world are focussing their efforts to develop biodegradable films from renewable sourcebased environment-friendly ones, such as starch, which is the main storage polysaccharide in foods of plant origin.
Recently, C. S. Riar and his group from Sant Longowal Institute of Engineering
& Technology, Punjab has developed a novel starch-based biodegradable film
(Journal of the Science of Food and Agriculture 2019, doi.10.1002/jsfa.9557).
In this study, lotus rhizome starch was used due to its easy and cost-effective
starch extraction process. However, starch possesses some disadvantages such
as strong water sensitivity and poor mechanical properties. Hence, the lotus
rhizome starch was chemically modified to improve its properties. The chemical
modifications involved oxidation (using sodium hypochlorite), cross-linking
(using sodium trimetaphosphate) and dual modification (oxidation/cross-linking).
Later, the modified starch was mixed with whey protein (a by-product of cheese
concentrates), psyllium husk (isabgol) and glycerol. The modified starch film
showed an increase in tensile strength, higher transparency, homogeneity,
compactness and enhanced thermal stability. The latter makes these films suitable
for use at high temperature. Being white and clear, these films provide better
visibility and find acceptability by consumers. Such biodegradable films being
eco-friendly can be a potential alternative to use as packaging material replacing
the conventional plastics.
JANUARY-MARCH 2019
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Detecting Microbes with Smartphones:
Sensing with Silver Nanorods
The task of rapid detection and identification of pathogenic bacteria remains a
major challenge in medicine, food safety, and public health security. Most of
the bacterial detection processes rely on lengthy laboratory-based techniques and
hence, developing a portable, user-friendly, cost-effective and rapid detection
method is the most pressing concern.
A team of scientists from the Indian Institute of Technology (IIT), Delhi
reported developing a biosensing platform in a mobile phone that will allow
for rapid detection of pathogenic live and dead bacteria (Biosensors and
Bioelectronics 2019, 126: 478-484). The biosensor depends on the emission
of hydrogen sulfide (H2S) by the living microbes. The main component of this
biosensor is an array of silver nanorods (AgNRs). The H2S emitted from the
living microbes react with silver to form black coloured silver sulfide. The colour and water wetting properties of
silver nanorods change when exposed to living microbes, while dead ones do not bring any change. The authors
selected four bacterial strains for their experiments.
The team developed an Android-based mobile app “colorimetric detector”. The portable AgNRs sensor was fitted
in front of the mobile camera and the relative change in surface colour and wetting properties of the array in response
to microbes were analysed by the mobile app within 4-6 hrs. When the value was lower than the required value, it
displayed a green signal, but on reaching a set point, the mobile vibrated and displayed the red signal. The conventional
single plate counting methods require around 24 hrs for the same. The results were also verified by colony forming
unit and fluorescence imaging methods. So, the colorimetric based detection method successfully demonstrated a
fast, simple and cost-effective method to determine live and dead microbes. The colour change and water wettability
property of AgNRs sensor were found to be highly sensitive and selective based on H2S gas approach. This gas
detection based approach has potential application in hospitals and clinics for the diagnosis of infectious diseases.

Correction Pen: Let’s Rewrite the Paper-Based
Diagnostic Kits
Of late, paper has garnered attention as a substrate for use in rapid diagnostic kits. Its
porosity makes paper easier to load reagent for diagnostic tests. But reagent needs to
be confined to a specific area by drawing a hydrophobic barrier on the surface of the
paper. Most of the techniques used for fabricating hydrophobic barriers are costly,
time-consuming, require trained professionals and access to such an instrument still
remains a challenge in resource-limited laboratories.
Suman Chakraborty and team from Indian Institute of Technology, Kharagpur
and Manipal Institute of Technology, Karnataka has come up with an innovative
way of fabricating paper-based analytical devices using a correction pen (Scientific
Reports 2019, 9: 1752). Conventionally, correction pen is used as an agent to mask
errors in the printed or written text. Correction pen contains titanium oxide that gets embedded on paper and blocks
the perforated pores consequently forming a visible hydrophobic barrier. This feature has been explored in paperbased diagnostic kits. When a drop of coloured water was introduced to the modified paper, no leakage was detected.
Further, the team checked the compatibility of the fabricated paper with different reagents such as acetone, glycerol,
hydrochloride, acetonitrile etc. with more than 70% success rate. They also corroborated their results with surface
characterization, water contact angle and biochemical assays. These devices showed no leakage or barrier disruption
even after one month of storage. However, this fabrication device failed to confine alcohols and surfactants. But these
chemicals have hardly any role in medical diagnostics hence, shall not be considered a deterrent. The authors suggest
that this quick, reliable and cost-effective one-step method can be easily employed in bio-sensing applications and
might play a greater role in future diagnostics.
SCIENCE DIPLOMACY
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Roundtable on “Communicating Science for Diplomacy”

National Institute of Advanced Studies (NIAS) and the DST-Centre for Policy Research at Indian Institute of Science
Campus, (IISc) Bengaluru, jointly organized a roundtable on “Communicating Science for Diplomacy” at NIAS on
8 March 2019. The round-table was aimed at discussing various aspects of communicating science for diplomacy, the
raising role of science diplomats and existing avenues to practice science diplomacy. Perspectives of internationallyaccomplished science diplomacy practitioners from diverse fields were presented.
Mr Sebastien Hug, CEO and Consul General of Swissnex India, spoke about “Swissnex” model and explained
the activities of Swissnex in various places around the world in advancing cooperation in Science, Technology and
Innovation. He also highlighted Switzerland’s balanced foreign-policy approach in middle-east and gave examples
of having Swiss S&T counsellors in Israel and Palestine. Dr Mangala Sharma, Program Director in the Office of
International Science and Engineering at the U.S. National Science Foundation emphasized on the importance of
having multi-country cooperation on large-scale scientific projects such as the Hubble Space Telescope (HST), Laser
Interferometer Gravitational-wave Observatory (LIGO), and the Large Hadron Collider (LHC) and how a strong
science advisory mechanism could help in negotiating the terms at the diplomatic level. Panellist Dr Jerome Bove,
Attaché for scientific & academic collaborations at the Consulate General of France in Bengaluru elaborated on how
his office facilitating cooperation and engagement between Indian and French technical higher education and research
institutions at various levels. He also talked about the role of the Indo-French Centre for the Promotion of Advanced
Research (CEFIPRA) in promoting bilateral cooperation in Science and Technology. Prof. M. Sai Baba, Shri T V
Raman Pai Chair Professor at the National Institute of Advanced Studies, Bengaluru remarked that it is important to
bring-in public understanding and participation into scientific decision making at an early stage. He also mentioned
that currently, in India, we do not have structured channels available for communicating Science for Diplomacy –
one outcome of this consultation could be to suggest the need for such communication channels. The roundtable was
curated and moderated by Dr B. Chagun Basha, DST-Science, Technology and Innovation Policy Fellow at the
DST- Centre for Policy Research, IISc Bangalore. In conclusion, the panellists said that the principles and practices
of Science Diplomacy are still emerging and it will require a conscious, long-term effort to achieve. (Report by
Dr Chagun Basha and Prof. M. Sai Baba)
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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

石炭省・炭鉱省副大臣 Haribhai Parathibhai Chaudhary氏 （ハリバイ・パラティバイ・チョーダリー）と ポーランド
共和国、エネルギー省大臣 Grzegorz Tobiszowski 氏（ジェゴルス・トビスゾフスキ）覚書き署名中。

インドとポランドがクリーンコールテクノロジーに関する契
約を調印
2019年2月4日、インドの石炭省はポーランド
共和国のエネルギー省と覚書（MoU）を締結
した。覚書の重要な目的は既存の石炭合同委
員会及び両国間の研究機関と産学を通じて、
石炭そしてクリーンコールテクノロジーの分
野でその関係をのばしていくことである。覚
書はニューデリーでポーランド共和国のエネ
ルギー省大臣 Grzegorz Tobiszowski 氏（
ジェゴルス・トビスゾフスキ）とインドの石
科学 ディプロマシー

炭省・炭鉱省副大臣 H.P. Chaudhary氏（H.P
チャウダーリ）により署名された。
ポーランドは鉱業業界の世界レベルのリ
ーダーであり、坑内採炭に関しては複雑な課
題の解決策と最も近代的な技術を提供してい
ただける。チョーダリー氏によると、覚書は
クリーンコールの分野で大きな利益をもたら
し、両国にとって、炭鉱とエネルギーセクタ
ーの様々な分野で投資・貿易を増強する機会
を与える。
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PCE ベースにしたバイオセンサー：糖尿病を早期
に発見
2型糖尿病は20-70歳の年齢層の中でおよそ8.7％の糖尿病患者を持つ、インドを含む先進国・発展途上国と
もに新たな健康面でのチャンレジである。T2Dの最も重大な課題は、長期にわたる無症状状態が続き、遅い
段階になってから合併症が現われることである。 ですから、糖尿病の早期発見は糖尿病の治療管理に役立
つものである。
イタリアにある CNR NANOTEC Institute of Nanotechnology （ナノテクノロジー機関）及びインドの
グジャラート州にある Central Salt and Marine Chemicals Research Institute (CSIR-CSMCRI；中央塩・
海洋化学物質中央研究所) からの Divesh N Srivastava (スリバスタバ・ディヴェッシュ・N）とそのチー
ムは、血清中のT2D バイオマーカーをもっとも微量まで検出できるバイオセンサーを工夫した (Biosensor
and Bioelectronics 2019, 128: 122-128)。レチノール結合タンパク質４（ＲＢＰ４）は、初期糖尿病の
潜在的なバイオマーカーの１つで、ヒト血清にわずかな量が存在する。現在このタンパク質の発見のため
使用されているテクニックは、精巧、高コスト、熟練人材必要性、時間がかかるもので、このタンパク質
の低レベルの検出を失敗した。ただし、Srivastava 氏のバイオセンサーは 1 ミリリットル量の中に、 0.1
ピコグラム（1ピコグラムは1グラムの1兆分の1である）までの低
いRBP タンパク質を検出した。このバイオセンサーの重要な要素
の一つは電極である。当チームは黒鉛・ポリメタクリ酸製のプラ
スチック・チップを使用し、その作業領域が金の薄層で被覆され
た。金被覆は導電性を高め、RBP４に対する抗体の付着を増加さ
せるのに役に立った。Srivastava 氏の実験は、以前に開発され
たRBP4 の検出法に比べて、新しいバイオセンサーの優れた性能
を明らかにした。このバイオセンサーは、低コスト、簡易調製、
高選択性、感度、携帯性、容易な取り扱い、また迅速なレスポン
スのような利点を有する。それは T2D の早期発見及びモニタリ
ングに広く使用される可能性がある。

二重変性を行ったハスの根茎でんぷんに由来された
新規生分解性フィルム
石油系プラスチックは環境汚染の重大な原因である。石油系プラスチックフィルムの使用を減らすために、
世界中で科学者らは、植物性食品の主な貯蔵多糖であるでんぷんなどの環境に優しい、再生可能資源系の
ものから生分解性フィルムの開発に努力を集中している。
最近、パンジャーブ州にあるサント・ロンゴワール工科大（Sant Longowal Institute of Engineering
& Technology）のC.S. Riar氏とその研究チームは、新規でんぷん系生分解性フィルムを開発した（Journal
of the Science of Food and Agriculture 2019, doi.10.1002 / jsfa.9557）。本研究では、ハスの根茎
でんぷんが、その簡易でんぷん抽出法そしてコスト効率がよいせいで使用された。しかし、でんぷんは強い
感水性および悪い機械特性などのような欠点がある。ですから、ハスの根茎でんぷ
んがその特性を向上させるために化学変性を行った。化学変性は、酸化工程（次亜
塩素酸ナトリウムを使って）、架橋結合（ナトリウム・トリメタリン酸を使って）
そして二重変性（酸化・ 架橋）を含む。後で、変性でんぷんは乳漿タンパク（チー
ズ濃縮物の副産物）、オオバコ殻（イサブゴール）そしてグリセロールと混合され
た。乳漿タンパクは、柔軟性のある、透明なフィルムを開発するために使用されて
いる。イサブゴールの追加は、水蒸気バリア性を向上させ、より良いテクスチャと
強度をもたらした。変性デンプンフィルムは、引張強度の増加、より高い透明性・
均質性・緊密性と改良された熱安定性を示した。後者は、これらのフィルムを高温
で使用出来るようなものにしている。白くてクリアであることから、これらのフィ
ルムはより良い視認性を提供し、消費者にとって受入れ安いものとなっている。こ
のような生分解性フィルムは、環境に優しいものであるから、従来のプラスチック
に代わって包装として使用できる潜在的な代替ものとなる可能性がある。
２０１９年１月～３月
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スマホを使って微生物検出: 銀ナノロッドで検
知
病原性細菌の迅速な検出および同定のタスクは、医薬、食品安全性、お
よび市民健康安全保障に関して大きな課題として残っている。細菌検出
プロセスのほとんどは実験室ベースの長いテクニックに頼るから携帯タ
イプ、使い勝手の良い、コスト効果の高い、また迅速的検出法を開発す
ることが最も差し迫った課題である。
デリー市にある Indian Institute of Technology (インド工科大学
(IIT))の科学者チームは携帯電話の上に病原性生菌および死細菌の迅速
な検出を可能にするバイオセンシングプラットフォームを開発したこと
を報告した（Biosensors and Bioelectronics 2019,126：478-484）。
このバイオセンサーは、生菌による（H2S）硫化水素排出に依存してい
る。このバイオセンサーの主要成分は銀ナノロッド配列（AgNRs）であ
る。生菌から排出された H2S は銀と反応して、黒色の硫化銀を生成する。銀ナノロッドの色と水による
湿らせる性質は生菌にさらされると変化するが、一方で死菌がどの変化ももたらさない。著者は実験のた
め 4つの細菌の菌株を選択した。
このチームはアンドロイド系（Android）の「colorimetric detector (カラーメトリック検出器)」 と
いうモバイルアプリを開発した。携帯型の ＡｇＮＲ センサーがモバイルカメラの前に取り付けられ、微
生物に反応して配列の表面色および湿めされる性質の相対的変化は４〜６時間以内にモバイルアプリによ
って分析された。その値は必要値より低い場合は、携帯電話で緑信号が表示され、設定値に達すると、携
帯が振動をし、赤信号が表示された。従来の単板計数法での同じプロセスは約 ２４ 時間を必要とする。
結果はコロニー形成単位と蛍光画像方法によっても検証された。したがって、カラーメトリックに基づい
た検出方法は、生菌および死細菌を決定するために迅速で簡易な、又費用効果の高い方法を成功に証明し
た。AgNR センサーの色変化及び水にしめされる性質は、H2S ガスアプローチに基づいた高感度・選択的もの
であることがわかった。この生死判別試験は、感染症の診断のため病院および治療院で適用可能性がある。

修正ペン：紙ベースの診断キットを考え直そう
最近、紙は迅速診断キットに基質として使用されるようになったことは注目を集
めている。紙の多孔性は診断検査用の試薬をその上に投入しやすくする。しか
し、紙の表面に疎水性障壁(バリア）をおこすことによって試薬を特定の部分に
限定する必要がある。疎水性障壁(バリア）をおこすためのほとんどの技術は、
高コスト及び時間がかかり、訓練を受けた専門家を必要とされ、また今もこの
ような機器へのアクセスが資源の乏しい研究室にとって課題として残っている。
インドのカラグプール市にある IIT Kharagpur (Indian Institute of
Technology (インド工科大学)) のスマンチャクラボルティ（Suman Chakraborty）
ら、およびインドのカルナタカ州にある Manipal Institute of Technology (マ
ニパル工科大学；通称 India MIT) のチームは、修正ペンを使って紙ベースの解析デバイスを加工するた
めの革新的な方法を生み出した（Scientific Reports 2019, 9: 1752）。従来、修正ペンは、印刷又は手書
きのテキストエラーを隠すためのエージェント（道具）として使用されてきた。このペンは酸化チタンを
含み、それが紙の上に埋め込まれ有孔紙の孔を閉塞させることで可視疎水性障壁(バリア)を形成する。こ
の特徴は紙ベースの診断キットに探査されている。改良紙に １ 滴の着色水を導入したとき、漏れが検出
されなかった。さらに、研究チームは、製紙とアセトン、グリセロール、塩酸塩、アセトニトリルなどの
種々の試薬の適合性をチェックし、70％ 以上の精巧率を得た。 また、表面状態の特性化、水接触角およ
び生化学的アッセイによって結果を裏付けた。これらのデバイスは、１ヶ月保管後も漏れ、または障壁 (
バリア) の破壊が見られなかった。ただし、この加工装置はアルコールおよび界面活性剤を閉じ込めるこ
とを失敗した。しかし、これらの化学物質は医学的診断に役目はないので、抑止力として見なされない。
著者は、この迅速、そして信頼できる、また費用効果の高いワンステップ法はバイオセンシング応用で容
易に採用でき、将来、診断において重要な役割を果たす可能性があると示唆している。
科学 ディプロマシー
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「外交向け科学をコミュニケート」に関するラウンドテーブル

2019年3月8日、Indian Institute of Science Campus, (IISc) （先端技術科学大学キャンパス）ベンガルル
市にある National Institute of Advanced Studies (NIAS) （総合研究大学）と DST-Centre for Policy
Research（中央政策研究所）が NIAS（総合研究大学）で「外交向け科学をコミュニケート」に関するラ
ウンドテーブルを共同で行った。ラウンドテーブルは外交向け科学をコミュニケートするにあたり様々な
側面、科学外交官の役割そして科学外交を実践する従来の場の向上狙いがあった。多様な分野で国際的に
優れた科学外交の実践者の視点が紹介された。
スイスネックスインドの最高責任者兼カウンセルジェネラルSebastien Hug 氏 （ハグ・セバスチア
ン）は、「スイスネックス」モデルについて話し、世界中の様々なところで科学、技術とイノベーションで
の協力を進めることにあたり、スイスネックスの活動を説明した。Hug氏は中東におけるスイスのバランス
を図った外交政策アプローチも強調し、イスラエルとパレスチナにスイスのS&T参事官がいる例を挙げた。
アメリカのNSF（アメリカ国立科学財団）で理工学オッフィスでプログラム主事として勤めているMangala
Sharma氏（シャルマ・マンガラ）は、ハッブル宇宙望遠鏡（HST）、レーザー干渉計重力波観測所(LIGO)、大
型ハドロン衝突速器（LHC）などのような大規模な科学プロジェクトに多国協力の大切さを強調し、強い科
学諮問機構がどのように外交レベルでの交渉に役立てるかについても話した。ベンガルル市にある仏国領事
館の科学アッタッチはパネリストとして、仏国領事館がどのようにインドとフランスの間で様々なレベルで
高等技術教育に関して、そして研究機関の間で協力とやり取りを進めているか、を詳しく述べた。科学技術
の分野で二国間協力を振興するためにCEFIPRA（先端研究プロモーション向けのインドフランスセンター）
のプロモーションのための役割についても話した。ベンガルル市にある National Institute of Advanced
Studies （国立高度研究機関）のShri T V Raman Pai Chair Professor (スリ・TVラマン・パイ・チェア
教授) M. Sai Baba（M・サイババ）氏は、初期段階で科学的な意思決定に対して国民の理解と参加をもた
らすことが重要だと言った。現時点でインドには外交向けの科学をコミュニケートするのに構造化チャン
ネルがない。ですからこのような会議の一つの成果はコミュニケーションチャンネルの必要さを提案する
ことだと述べた。ラウンドテーブル会議はベンガルル市にあるIISc（インド理科大学院）のDST- Centre
for Policy Research （DST-政策研究所）のDST-Science, Technology and Innovation Policy（DST-科
学・技術・革新政策）フェローDr B. Chagun Basha （バシャ・チャグン・B）氏が調整役と司会役を果た
した。結論として、パネリストは外交向けの科学の原理と実践がまだ成り立ちつつであるので、その設立
には意識的な、長期にわたる努力が必要であると言った。（Chagun Basha（バシャ・チャグン）氏と M.
Sai Baba （M・サイババ）教授 による報告書）
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