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77-1 

ｱﾒﾘｶ合衆国・
ロチェスター
工科大学

(RIT) 

    2019/3/5 

うっ血性心不全を検知するトイレシート商品化の準備が完了 
(Toilet seat that detects congestive heart failure getting ready to begin commercialization) 

・ RITのスピンオフ企業の Heart Health Intelligence が、トイレシート型の心血管モニタリングシステム
を開発。アメリカ食品医薬品局(FDA)による認証取得後に商品化・全米展開を予定。 
・ 米国では毎年新たに 100万件のうっ血性心不全が診断されている。同システムにより、退院後自宅
に戻った患者の状態のモニタリングが可能になる。 
・ 同トイレシート型システムは患者の再入院率の低減を目指すもので、病院が購入して患者が退院
する際に支給し、自宅に戻った患者の心拍数、血圧、血中の酸素レベル、体重、心臓の拍動一回当
たりの拍出量をモニタリングする。アルゴリズムによるそれらのデータ分析後、症状の悪化があれば
高度実践提供者に通知。心臓専門医にも報告が届き、介入の必要性を判断する。 
・ 退院後 30 日以内にうっ血性心不全患者の 25%、90 日以内には 45%が再入院しており、メディケア・
メディケイドサービスセンター(CMS)は心疾患患者の再入院に対して病院にペナルティーを課してい
る。再入院率の全米平均では、患者 150 人の再入院に対して年間約 50 万ドルがかかる。 
・ このような患者 150 人に同社が同システムを支給した場合のコストは 20 万ドルとなるため、病院は
一年以内に初期投資額の 2 倍超を節約できると考える。 
・ 同システムは、患者が自覚する前に症状の悪化を検知し、迅速なデータ分析により専門医による介
入を容易にし、再入院の必要性を回避する。 
・ 現在、同システムの製品化に向けて、追加的資金の獲得やネットワーキング、治験や前臨床試験
を進めている。 

URL:  
https://www.rit.edu/news/toilet-seat-detects-congestive-heart-failure-getting-ready-
begin-commercialization  

（関連情報)  

      

JMIR mHealth and uHealth 掲載論文(フルテキスト） 

In-Home Cardiovascular Monitoring System for Heart Failure: Comparative Study 

URL:  https://mhealth.jmir.org/2019/1/e12419/  

  

海外技術情報(2019年 5月 10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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77-2 

ｱﾒﾘｶ合衆国・
スタンフォード

大学 

    2019/3/15 

スタンフォード大学研究者らが低コストの半導体でニアパーフェクトな性能を測定 
(Stanford researchers measure near-perfect performance in low-cost semiconductors) 

・ スタンフォード大学が、量子ドットで 99%を超える量子収率の測定を可能にする技術を開発。 
・ フラスコで大量・容易に製造できる量子ドットは、特殊な条件の下で真空チャンバー内で成長させて
製造され、太陽光パネルやカメラセンサー等の先進的なエレクトロニクスで使用されている単結晶半
導体を代替することが期待されている。すでに量子ドットテレビとして市場に登場しているが、そのクオ
リティーの精確な特定がアプリケーションにおける課題となっている。 
・ 量子ドットは吸収した光の 99%超を放出することがわかっていたが、これらのナノ粒子を厳密に評価
するには 99.9～99.999%の領域での効率の測定が必要。 
・ 同新測定技術により、半導体の品質の一判断基準である光吸収とその再放出の効率性において、
量子ドットが従来の単結晶半導体に匹敵することを発見。99%を超える量子収率が活用できる新たな
アプリケーションの可能性を示唆する飛躍的な進展と考える。 
・ 量子ドットは高価な製造機器が不要な上、自由なカスタマイズが可能。粒径の変更で放出する光の
波長が変わるため、生体サンプルの検出、テレビやコンピューターのモニター等のカラーベースアプリ
ケーションで有用。ただし、完全な半導体結晶一個分の働きをするには数十億個の量子ドットの作製
が必要となるため、ドットの成長が不十分な場合には性能低下の可能性が高まる。 
・ 同測定技術では、励起した量子ドット群が発する余剰な熱に着目。余剰な熱は発光が非効率であ
ることを示す。同測定技術は他材料で一般的に用いられる光熱偏光分光法で、量子ドットの効率測定
に今回初めて利用。他による過去の測定実績の 100 倍の精度で測定できた。 
・ 測定の結果、これらの量子ドット群は吸収した光の約 99.6%（±0.2%の誤差あり）を安定して放出する
ことを確認。この効率性は最高性能の単一結晶のそれに匹敵する。 
・ 同測定結果ではまた、性能を劣化させる欠陥の発生への懸念に反し、量子ドットが突出した欠陥許
容性を有することを示唆。さらに、特殊材料による原子層 8 枚分のコーティング処理した量子ドットが
最も速く光を放出することを確認。このことはより優れた性能の指標となる。このような量子ドットの形
態が、新たな発光材料の開発を導くと考える。 
・ 次の段階では測定精度をさらに向上させる。99.999%、またはそれを超える効率を確認できれば、原
子スケールでの生体観察や発光による冷却等の、これまでにない技術の開発の可能性が拓くと考え
る。 

URL:  https://news.stanford.edu/2019/03/15/high-quality-bespoke-nanocrystals/  

（関連情報) 

      

Science 掲載論文(アブストラクトのみ：全文は有料） 

Redefining near-unity luminescence in quantum dots with photothermal threshold quantum yield 

URL:  http://science.sciencemag.org/content/363/6432/1199  

  

https://news.stanford.edu/2019/03/15/high-quality-bespoke-nanocrystals/
http://science.sciencemag.org/content/363/6432/1199
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77-3 

 

ｱﾒﾘｶ合衆国･
国立標準技
術研究所

(NIST) 

    2019/3/21 

NIST研究者らがナノワイヤ LED の発光光度を引き上げる 
(NIST Researchers Boost Intensity of Nanowire LEDs) 

・ NISTが、ナノワイヤベースの深紫外(UV)LED の発光光度を 5 倍増させる特殊なシェルを開発。 
・  UV LED は樹脂の硬化や殺菌等、多様なアプリケーションで利用され、ナノワイヤベースのマイク
ロ LEDはディスプレイでの利用が期待されている。NISTでは、電子・生物学アプリケーションに向けた
走査型プローブの先端に使用するナノワイヤベースの LED について研究を進めている。 
・ 新 UV LED は、シリコンをドープした GaN 製のナノワイヤコアと、それを囲むマグネシウムでドープし
た GaN 製のシェルより構成。同ナノワイヤでは余剰な電子を、同シェルでは余剰な正孔をそれぞれ保
持し、電子と正孔の再結合でエネルギーが光として放出される。 
・ 前回の研究では、GaN LED のシェル層に電子を注入して正孔との再結合による発光を実証した
が、今回はシェル層に微量のアルミニウムを添加することで、電子のオーバーフローや光の再吸収を
原因とするエネルギーの消失を低減させた。 
・ 同 UV LED は、電子と正孔をナノワイヤに注入する 3 層の「p-i-n」構造のナノワイヤを用いて作製。
シェルにアルミニウムを微量添加することで、ナノワイコアへの電子の閉じ込めを促進し、電界発光強
度を 5 倍増した。 
・ 添加したアルミニウムは、電流に非対称性を加えて、効率を低下させるシェル層への電子の流出を
防止し、ナノワイヤコアに電子と正孔を閉じ込める役割を担う。 
・ 同ナノワイヤの長さは約 440nm で、シェルの厚みは約 40nm。シェルを含む LED 全体は約 10 倍の
サイズ。LED に添加するアルミニウムの量はナノワイヤの直径によって変わることを発見した。 
・ NIST は、ナノワイヤベースのマイクロ LED を開発中の企業との、ドーパントと構造特定手法の開発
に関する共同研究開発契約(Cooperative Research and Development Agreement: CRADA)を締結して
いる。プローブ先端で NIST 製の LED 使用することに関して走査プローブ製造企業との予備協議を終
え、プロトタイプの実証を予定している。 
・ NIST は、トランジスターチャネルや太陽電池の結晶粒子等の半導体ナノ構造品質の非破壊・非接
触試験用の、マイクロ波走査プローブ顕微鏡と LED を組合せた機器に関する特許を有する(U.S. 
Patent 8,484,756)。同プローブははまた、タンパク質のアンフォールディングや細胞構造等の生物研究
分野にも利用できる。 

URL:  
https://www.nist.gov/news-events/news/2019/03/nist-researchers-boost-intensity-
nanowire-leds  

（関連情報)  

      

Nanotechnology 掲載論文(アブストラクトのみ：全文は有料） 

UV LEDs based on p–i–n core–shell AlGaN/GaN nanowire heterostructures grown by N-polar 
selective area epitaxy 

URL:  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30776789  

77-4 

ｱﾒﾘｶ合衆国・
タフツ大学 

    2019/3/21 

新しい浄水技術を開発 
(New Water Filtration Method Devised) 

・ タフツ大学が、水から油や油混合物を目詰まり無く迅速に分離する、低コストろ過膜技術を開発。 
・ 石油等で汚染された水による野生生物や環境への長期的な悪影響が懸念され、現在は現場での
燃焼処理、ブーム(オイルフェンス）やスキマー等の機械デバイスや吸着剤の利用で対処しているが、
これらの方法は高価な上、特に石油流出が大量の場合には充分な効果が得られない。 
・ ろ過はシンプルでエネルギー効率の良い水処理方法で、石油流出処理の効果的な方法となり得る
と考える。分離膜は比較的安価で再利用が可能であり、ろ過技術には広い設置面積が不要。 
・ 新開発のろ過膜材料は、撥水と親油の両特性を備えた睡蓮の葉をモデルに、界面化学と形態学の
エンジニアリングにより開発。蝋質の葉表面のナノ構造によるテクスチャーが微細なポケットに空気を
閉じ込め、水の高い表面張力の働きで水と葉の表面の接触を回避して水滴を形成する。 
・ ろ過膜で一般的に使用されるポリマー母材であるポリフッ化ビニリデン(PVDF)と機能性ポリマー
(PFDMA）を混合し、電界紡糸技術で同ろ過膜材料を作製。ナノファイバーのランダムな織りが空気を
閉じ込めて水の浸透を可能な限り低減させ、オイリーな有機物質がフッ素ポリマーの膜を滑り抜ける。
機能性ポリマーを調整することで、ろ過膜の働きを変えることができる。 
・ 同ろ過膜では、機能性ポリマーの効果により、何も添加しない PVDF 膜に比して最高で 17 倍速く油
と有機物質を目詰まりなくろ過する。長期的な産業規模のアプリケーションでの利用が期待できる。 

URL:  https://now.tufts.edu/articles/new-water-filtration-method-devised  

（関連情報)  

      

Applied Polymer Materials 掲載論文(フルテキスト） 

Superoleophilic, Mechanically Strong Electrospun Membranes for Fast and Efficient Gravity-Driven 
Oil/Water Separation 

URL:  https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acsapm.8b00279  

https://www.nist.gov/news-events/news/2019/03/nist-researchers-boost-intensity-nanowire-leds
https://www.nist.gov/news-events/news/2019/03/nist-researchers-boost-intensity-nanowire-leds
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30776789
https://now.tufts.edu/articles/new-water-filtration-method-devised
https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acsapm.8b00279
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【電子・情報通信分野】  

77-5 

シンガポール
国立大学

(NUS) 

    2019/3/18 

自己治癒する透明なエレクトロニックスキン 
(Transparent and self-healing electronic skin) 

・ NUS、清華大学(中国）、カリフォルニア大学リバーサイド校(米国）から成る研究チームが、ストレッ
チャブル、タッチ感応性で水のある環境で自己治癒する、透明な電子スキンを開発。 
・ 数多くある自己治癒材料の課題は不透明であることと、水にぬれると効率的に作動できないこと。
これらにより、タッチスクリーン等のアプリケーションでの利用が困難になっている。 
・ 水中に生息する透明なクラゲに着想を得た同電子スキンは、フルオロカーボンベースのポリマー
と、フッ素を多量に含むイオン液体から成るゲル材料によるもの。極めて可逆的なイオン双極子間の
相互作用のメカニズムを介して自己治癒する。 
・ ハイドロゲルを始めとする導電ポリマーゲルの多くは、水中では膨張し、空気中では乾燥して行く
が、新材料では湿・乾の両環境下で形状を維持できる。特に海水、さらには酸性・アルカリ性の環境下
でも作動する。 
・ 同電子スキンは、新材料のゲルを使って電子回路をプリントして作製。柔らかくストレッチャブルな
材料で、触れる、押す、曲げると電気特性が変化する。これを測定して読み取り可能な電気信号に変
換することで、多様なセンサーアプリケーションが可能となる。 
・ また、同ゲル材料の 3Dプリント適性は、ロボットアプリケーションで利用できる完全に透明な回路基
板作製の可能性を示す。新興するあらゆるソフトロボットのための、様々なアプリケーション開発の可
能性を期待する。 
・ さらに、このようなインテリジェントな材料から作られた電子デバイスが自己治癒することで、世界中
の電気電子機器廃棄物(e-waste)量の削減にも貢献できると考える。 
・ 同材料の可能性についてさらに研究を進め、新しいヒューマン・マシーン間の通信インターフェース
で使用できる、同材料の全特性を活用したオプトエレクトロニクスデバイスを開発する。 

URL:  http://news.nus.edu.sg/research/transparent-self-healing-electronic-skin  

（関連情報)  

      

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

Self-healing electronic skins for aquatic environments 

URL:  https://www.nature.com/articles/s41928-019-0206-5  

77-6 
ｱﾒﾘｶ合衆国・
ﾏｻﾁｭｰｾｯﾂ工
科大学(MIT) 

    2019/3/21 

電気故障を未然に検出するエネルギーモニター 
(Energy monitor can find electrical failures before they happen) 

・ MITが、ビル、船舶や工場に設置される全ての電子デバイスをモニタリングし、稼働中のデバイスの
特定や、それらのデバイスの故障の予兆の有無を判断・通知するセンサーシステムを開発。 
・ 同システムからの信号は、非侵入型モニタリングシステム(non-intrusive load monitoring: NILM)ダッ
シュボードと呼ばれる使いやすいグラフィックディスプレイに表示される。 
・ 同センサーシステムでは、電気ワイヤ表面に貼りつけた 1 個のセンサーを使用し、ワイヤの切断や
接合が不要。同センサーが隣接するワイヤの電流を検知し、各モーター、ポンプや回路の装置の特徴
的な「サイン」を、デバイスのオン・オフ時の電圧や電流における微小で特有な変化を分析することで
検出。 
・ 同センサーシステムはまた、エネルギー利用状態のモニタリングが可能で、エネルギー効率向上の
可能性や、稼働中・待機中のデバイスの場所と時間の特定もできる。 
・ 同センサー技術は、小型船舶や工場等のモニタリング対象のデバイス数が限られた比較的小型の
電気システムに特に適する。 同センサーシステムを沿岸警備隊のカッター型帆船の USCGC Spencer
にて試験したところ、深刻な船上火災につながる恐れのある、ワイヤの焼き切れたモーターを特定。
卓越した性能を実証した。 
・ 同試験では、シングルダッシュボードに接続した 2 個のセンサー(ワイヤ接続型と非接触型）が約 20
個のモーターとデバイスを追跡。ワイヤで接続したセンサーが、ジャケットウォーターヒーターと呼ばれ
るカッター船のメインのディーゼルエンジンの構成部品が変則的な量の電力を消費していることを提
示。同ヒーターを保護する金属カバーを取り外すと直ちに煙が立ち上り、深刻な腐食と破損した絶縁
材が確認できた。異常を検出したセンサーはワイヤ接続型であったが、非接触型でも同様の結果が
得られたと考える。 
・ 同センサーシステムは、トレーニングがほぼ不要で簡単に利用できる。コンピューターダッシュボー
ドにはモニタリング対象の各デバイス用のダイアル盤が備えられ、平常時には針がグリーンゾーンに
留まり、問題発生時にはイエローまたはレッドゾーンを指す。 
・ 同システムは、エネルギー利用状況の監視、デバイスの稼働状況の追跡、状態基準モニタリング
の 3 役を担うことができる。また、演算と分析を全てシステム内にて実施し、インターネットへの接続が
不要なため、記録の改ざんやデータ盗難の心配が無い。 
・ 同研究には、MIT Energy Initiative を通じ、米国海軍研究局の『NEPTUNE』プロジェクトが資金を提
供した。 

http://news.nus.edu.sg/research/transparent-self-healing-electronic-skin
https://www.nature.com/articles/s41928-019-0206-5
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URL:  http://news.mit.edu/2019/energy-monitor-find-electrical-failures-0322  

（関連情報)  

      

IEEE Transactions on Industrial Informatics 掲載論文(アブストラクトのみ：全文は有料）  

NILM Dashboard: A Power System Monitor for Electromechanical Equipment Diagnostics 

URL:  https://ieeexplore.ieee.org/document/8371632/  

【環境・省資源分野】  

77-7 

ｱﾒﾘｶ合衆国・
アイダホ国立
研究所(INL) 

    2019/3/13 

クリティカルマテリアル：採鉱廃棄物からの希土類大量回収に着目 
(Critical Materials: Researchers eye huge supply of rare-earth elements from mining waste) 

・ INL、ラトガース大学、OLI System Inc.、カリフォルニア大学デービス校およびローレンスリバモア国
立研究所(LLNL)から成る研究チームが、微生物を使用して採鉱廃棄物から希土類元素(rare-earth 
elements: REEs)を抽出する技術を開発。 
・ ネオジムやジスプロシウムを含む金属元素の REEs は、携帯電話やコンピューター等のハイテクデ
バイス製造に不可欠だが入手が困難。現在、米国内での生産による供給が無いことから、製造業者
は供給途絶の危機に直面する恐れがある。 
・ リン鉱石からリン酸を抽出した後に残る廃棄物のリン酸石膏(phosphogypsum: PG)には、REEsが大
量に含まれている。米国では 2017 年に約 2 千 8 百万トンのリン鉱石を採掘しており、抽出したリン酸
は肥料等の生産に使用されている。 
・ 現在、全米（特にアイダホ州とフロリダ州）の貯蔵サイトには、10 億トン超の PG 廃棄物の蓄積があ
ると推測。全世界では、毎年約 10 万トンの REEs が PG廃棄物中に残留するが、これは、毎年世界で
産出される約 12万 6 千トンの希土類酸化物の量とほぼ同等。 
・ PG 廃棄物からの REEs 抽出の可能性を調べるため、人工のリン酸石膏を 6 種類の希土類元素(イ
ットリウム、セリウム、ネオジム、サマリウム、ユウロピウム、イッテルビウム）でドープし、元素抽出方
法の研究を実施。 
・ その結果、腐敗した果物等を含み、環境中に一般的に存在する微生物のグルコノバクター・オキシ
ダンス(Gluconobacter oxydans)が生成する化学物質の混合物が REEs の回収に特に有効であること
を発見。同微生物は、「バイオリーチング」と呼ばれるプロセスで PG から REEs を溶出させる、グルコ
ン酸等の有機酸を生成する。REEs はその後沈殿・精製を経て産業利用される。 
・ 以前の研究では、同微生物を利用して使用済みの流動接触分解(FCC)触媒から REEs を回収する
研究を実施したが、今回の研究で同微生物が生成する化学物質の混合物がリン酸やグルコン酸の能
力を上回ることを確認した（最も良く効いた化学物質は硫酸であった）。 
・ 初期研究では、同微生物を利用したバイオリーチングは経済的に実施可能で、特に硫酸と比較す
ると環境負荷が少ないことを確認。鉱石から REEsを抽出する従来の方法では、有毒な酸性の汚染物
質を大量に排出する。 
・ ただし、REEs 抽出源としての PGの利用には主要な課題が残る。PGにはウランやトリウムといった
放射性物質が含まれることと、PGは廃棄物に分類されるため、現在蓄積されている PGへのアクセス
が規制当局により制限されること。 
・ しかし、大量の REEs 源である PG への関心は高く、すでに鉱業会社が同技術に関して問い合わせ
ている。次には、リン酸製造時に排出されて REEsを含有する産業用 PG等で微生物由来の有機酸に
よる試験を実施する。 
・ 本研究は、米国エネルギー省(DOE)のエームズ研究所が率い、DOE のエネルギー効率・再生可能
エネル.ギー局(EERE)の Advanced Manufacturing Office が支援する Energy Innovation Hub である、
Critical Materials Institute(CMI)の支援により実施された。 

URL:  
https://inl.gov/article/critical-materials-researchers-eye-huge-supply-of-rare-earth-
elements-from-mining-waste/  

（関連情報)  

      

The Journal of Chemical Thermodynamics 掲載論文(アブストラクトのみ：全文は有料） 

Bio- and mineral acid leaching of rare earth elements from synthetic phosphogypsum 

URL:  https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0021961418312710?via%3Dihub  

  

http://news.mit.edu/2019/energy-monitor-find-electrical-failures-0322
https://ieeexplore.ieee.org/document/8371632/
https://inl.gov/article/critical-materials-researchers-eye-huge-supply-of-rare-earth-elements-from-mining-waste/
https://inl.gov/article/critical-materials-researchers-eye-huge-supply-of-rare-earth-elements-from-mining-waste/
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0021961418312710?via%3Dihub


6 

 

【蓄電池・エネルギーシステム分野】  

77-8 

ｱﾒﾘｶ合衆国・
テキサス大学
ダラス校(UT 

Dallas) 

    2019/3/11 

安全な蓄電池の鍵は表面にあり 
(Researchers Discover the Key to Safer Batteries Lies on the Surface) 

・ UT Dallas が、ニッケル酸リチウムカソードを使用するリチウムイオン蓄電池において、発火や爆発
の危険性を高める熱暴走の原因がカソード内部でなくその表面にあることを特定し、解決策を提案。 
・ 充放電サイクルを繰り返すリチウムイオン蓄電池内部では、カソードの表面から酸素ガスと共に放
出されるニッケル微粉がリチウムイオンの移動を遮る。これにより、リチウムイオンの移動が滞って電
池容量が急激に減少。充放電中に放出されたエネルギーによる加熱量が増加し、発火や爆発の危険
性が高まる。 
・ 同大学は、この問題の対処法としてカソード表面を保護する酸化物コーティングの使用を提案。次
世代リチウムイオン蓄電池開発において産業界が解決策を探る、充電電力の長期間の維持を実現す
る可能性が期待できる。また、蓄電池の熱の問題を解決することで、20～30%の容量増加も可能と考
える。 
・ 同コーティング剤で処理したカソード材料の数年以内の商品化を見込む。現在、数企業が EV 用蓄
電池の次世代カソード材料について同大学との共同開発に興味を示している。 
・ 同大学はまた、米国海軍研究所(NRL)と共同で、カソード材料の容量と安全性の向上を目指すフォ
ローアップリサーチプロジェクトを実施中。 
・ 本研究は、主に韓国政府および韓国企業の L&F Co.が支援した。 

URL:  
https://www.utdallas.edu/news/research/ut-dallas-researchers-discover-key-to-
stabilizing-high-capacity-batteries/?WT.mc_id=NewsHomePageCenterColumn  

（関連情報)  

      

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

Kinetic Stability of Bulk LiNiO2 and Surface Degradation by Oxygen Evolution in LiNiO2‐Based 
Cathode Materials  

URL:  https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/aenm.201802586  

【新エネルギー分野（風力発電）】   

77-9 

ｱﾒﾘｶ合衆国・
国立再生可
能ｴﾈﾙｷﾞｰ研
究所(NREL) 

    2019/3/19 

新材料による風力発電ブレードはリサイクルが可能 
(New Materials Could Lead to Recyclable Wind Blades) 

・ NREL が、風力発電ブレード材料を従来の熱硬化樹脂から反応性熱可塑樹脂複合材料に置き換え
た、ブレード製造プロセスに関する研究結果を報告。 
・ 新複合材料で作製したブレードは、耐用年数を過ぎた後にリサイクルできることに加え、熱による接
合・形成が可能なため、より簡便・低コストで安定した製造プロセスの実現が期待できる。 
・ ブレード材料のリサイクルと熱を利用した溶接により、大幅なエネルギーの節約が可能。さらに、熱
可塑性材料は室温下で硬化し、硬化後の処理も不要なため、高価な熱金型や、エネルギーと時間を
多量消費する硬化後処理を要する従来の熱硬化樹脂を大きく上回る利点を提供する。 
・ また、容易に加熱・形成できる熱可塑性樹脂は、損傷した場合に修繕が可能。このような修繕の可
能性とスペース・製造時間の低減により、ブレードのオンサイト製造の可能性も期待できる。 
・ ブレードのオンサイト製造や修繕が実現すれば、風力発電プラントの所有者やオペレーターはサプ
ライチェーンの物流・コストの大幅な低減を見込める。 
・ このような材料の変換は、ブレード製造プロセスのコストを確実に低減する一方で、熱溶接によるブ
レード自体の軽量化とサイクルタイムの軽減化の可能性も提供する。 
・ これらの利点は小規模の理論レベルにて見込まれるものだが、現時点では熱可塑性樹脂で製造し
たブレードの長さは 9～20mで、平均的な実用規模のブレードは最長 50m であるため、実際の影響は
商用化にて現れると考える。 
・ 熱硬化性と熱可塑性の両材料は小規模モデルにて性能が同等であるため、フルスケールの試験
の実現に向けたさらなる研究が必要。 
・ NREL の産業パートナーで熱可塑性樹脂サプライヤーである Arkema が、2019 年後半に 25m の熱
可塑性樹脂製ブレード 3枚を風力タービンにて実証予定。熱可塑性樹脂製ブレードの商業化と産業利
用を目指す。 

URL:  
https://www.nrel.gov/news/program/2019/new-materials-could-lead-to-recyclable-wind-
blades.html  

（関連情報)  

     

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

Manufacturing and Flexural Characterization of Infusion-Reacted Thermoplastic Wind Turbine Blade 
Subcomponents 

URL:  https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10443-019-9760-2  

https://www.utdallas.edu/news/research/ut-dallas-researchers-discover-key-to-stabilizing-high-capacity-batteries/?WT.mc_id=NewsHomePageCenterColumn
https://www.utdallas.edu/news/research/ut-dallas-researchers-discover-key-to-stabilizing-high-capacity-batteries/?WT.mc_id=NewsHomePageCenterColumn
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/aenm.201802586
https://www.nrel.gov/news/program/2019/new-materials-could-lead-to-recyclable-wind-blades.html
https://www.nrel.gov/news/program/2019/new-materials-could-lead-to-recyclable-wind-blades.html
https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10443-019-9760-2
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【新エネルギー分野（燃料電池・水素）】   

77-10 

欧州連合
（EU） 

CORDIS 

    2019/3/21 

欧州で加速するクリーンエネルギーによる水素モビリティー 
(Hydrogen mobility from clean energy gaining momentum in Europe) 

・ 水素自動車の普及に向けた取り組みが活発化する中、クリーンな低炭素エネルギーへの転換にお
けるゼロ・エミッションモビリティーのリーダー的地位獲得を追求する欧州の意欲的な活動により、欧
州数か国で水素ステーション(hydrogen refuelling stations: HRSs)の設置が展開中。 
・ 世界最大の HRSs ネットワーク構築を目指し、EU が資金を提供する『H2ME(Hydrogen Mobility 
Europe)』プロジェクトでは、化石燃料を代替する実現可能性と競合性を備えたエネルギーを提供する
解決策を、地域、国家、全 EUレベルにて検証している。 
・ 同プロジェクトの一環として 2017 年 4 月に開始された『FaHyence』プロジェクトにおいて、電気分解
によりオンサイト・オンデマンドで水素を生成する HRS 第一号がフランス・サルグミーヌに設置され、現
在実証が進んでいる(Mcphy Energy and Index 社が設置・管理）。 
・ 同 HRSs での一日当たりの水素生成量は 40kg で、350～420barの充填圧力にて車輌約 25 台を賄
い、ドイツとベネルクスと共に国境を越えた水素モビリティーの実現を目指す。車輌への水素の充填
は数分で完了する。 
・ また、フランス国内の他の HRSs には、『HyWay』プロジェクト下でグルノーブルに導入され 2018 年
に稼働を開始したもの、ロデーズとナントに建設中のものがある。『H2ME』プロジェクトには、フランス
の他、ドイツ、英国およびスカンジナビアが参加。 
・ 同プロジェクトは、2015 年に 5 年間の第一フェーズを、2016 年に第二フェーズ『H2ME 2』がそれぞ
れ開始されている。 
・ 同プロジェクトの第一・第二フェーズを通し、1,400 台超の水素自動車と 45 ヵ所の HRSs の展開を目
指す。インフラの制限があるものの、欧州における HRSs 導入のペースが加速すると予想。ただし、欧
州各国の規格にばらつきがあることから、HRSs 設置の認可プロセスが遅れる可能性がある。 
・ HRSs の計測技術やスペア部品等の分野での、サプライチェーンに関するさらなる研究開発が必
要。H2ME イニシアティブは、EU の官民パートナーシップである、Fuel Cells and Hydrogen Joint 
Undertaking が支援している。 

URL:  https://cordis.europa.eu/news/rcn/130941/en  

（関連情報)  

      

H2MEプロジェクト ウェブサイト 

URL:  https://h2me.eu/  

（関連情報)  

      

H2MEプロジェクト 概要紹介ドキュメント 

URL:  
http://h2me.eu/wp-content/uploads/2018/11/H2ME_Emerging-Conclusions-_summary-
emerging-conclusions.pdf  
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