
２．(1) 研究開発関連業務 (ｴ)技術経営

１０ 技術経営力の強化に関する助言を適切に行う
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大学が技術の中核となっている優れたNEDOプロジェクト等を「コアプロジェクト」とし、そのプロジェクトリー
ダー＇ＰＬ（の所属大学に拠点＇NEDO特別講座（を設け、「コアプロジェクト」の基幹技術に関連した、人材育

成、周辺研究、人的交流の実施等の展開を図る「ＮＥＤＯ特別講座」を７講座０／拠点にて実施。全体で０２／
回以上の講座を開催しのべ２＋８／／名が受講。また６回のシンポジウムを開催しのべ４／／名が参加。これに
加え、平成１１年度はNEDO特別講座の中間評価も実施。

人材育成
ＰＬ、企業の専門家等を講師として行う
講義、実習等を開催

ＮＥＤＯ特別講座の実施

【事業内容】

人的交流
シンポジウム、セミナー、技術相談会等
による研究者のネットワークを構築

周辺研究
基礎的研究や、その成果の普及や発展に
資する派生的研究

【中間評価結果の概要】

○ 本事業は、研究の深化と事業化、さらにはそれを担う人材育成への貢献という点に

おいて非常に期待が大きい。

○ 本事業は、国際競争力が高いコアプロジェクトを、基礎研究および実用化を推進

するという二つの面で発展させる上で有意義である。

○ 最先端研究の急速な展開は不確実性が高く、民間企業が単独で関与するにはリス

クが高いため、極めて有効な推進策である。

○ 本事業の人材育成は、より産業界のニーズを踏まえた産学官連携を意識した実践

プログラムが主であり、視野が広い研究者育成も期待される重要な事業である。

○ 国内産業の基盤強化には国際競争力のある技術革新が必要であり、それを達成

するためには最先端技術開発を担う人材育成が最重要課題であるが、その課題を

解決する手段として極めて重要であり、さらに充実すべきものと考える。



公募にかかる相談対応

２．(1) 研究開発関連業務 (ｴ)技術経営

１０ 技術経営力の強化に関する助言を適切に行う

良質な技術シーズを発掘するため、機構の事業に対する応募に係る相談対応を１回以上実施する。

良質な技術シーズ、優良な研究開発テーマを発掘するため、テーマ公募型事業の公募時期に合わせて、公
募説明会＇３事業、のべ３５回（や、個別相談会＇２事業、のべ５回（ を開催。その他、大学等において制度説
明会＇のべ４／回（を開催。

【１１年度 年度計画】

１１年度開催実績

事業名 のべ回数 開催場所

イノベーション推進事業第０回 ０２ 川﨑 大阪 札幌 福岡 名古屋 仙台 那覇 広島 富山 高松

イノベーション推進事業第１回 １ 川﨑 大阪

新エネルギーベンチャー技術革新事業 ０２ 川﨑 大阪 札幌 福岡 名古屋 仙台 那覇 広島 富山 高松

SBIR技術革新事業 ０２ 川﨑 大阪 札幌 福岡 名古屋 仙台 那覇 広島 富山 高松

戦略的国際標準化推進事業 ４ 川﨑 大阪

合計 ３５

事業名 のべ回数 開催場所

イノベーション推進事業第０回 １ 川﨑 大阪

新エネルギーベンチャー技術革新事業 １ 川﨑 大阪

SBIR技術革新事業 １ 川﨑 大阪

合計 ５

のべ回数 開催場所

４／ 経済産業局 地方自治体 商工会議所等

公募説明会

個別相談会

制度説明会
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独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構 平成２２年度実績概要

２．国民に対して提供するサービスその他の
業務の質の向上に関する事項

（２）新エネルギー・省エネルギー
導入普及関連業務等



エネルギー・環境分野における日本の取組

２．(2) 新エネルギー・省エネルギー導入普及関連業務等

•エネルギー利用に伴う地球温暖化問題が世
界レベルで深刻化
•我が国においては温室効果ガスの約9割をエ
ネルギー起源のCO2が占める

エネルギーを取り巻く環境

•アジア諸国のエネルギー需要の急増
•資源産出国における供給余力の低下
•資源獲得競争激化のおそれ 等

地球温暖化問題

エネルギー・環境技術により、エネルギー安全保障と地球温暖化対策を両立。
さらには、産業競争力を強化する

新・国家エネルギー戦略
•省エネルギーフロントランナー計画
•運輸エネルギーの次世代化計画

エネルギー基本計画
•省エネルギーの推進
•運輸部門のエネルギー多様化
•新エネルギー＇革新的なエネルギー高度利用開発の推進（

京都議定書目標達成計画
•第０約束期間＇2008年～2012年（に、温室効果ガスの総排
出量を6%削減＇1990年比（

•クリーン・コールテクノロジーの開発・アジアへの普及
•エネルギー需給構造についての長期的展望を踏まえた取
り組み 等

•新エネルギーイノベーション計画
•アジア・エネルギー協力戦略
•エネルギー技術戦略 等

•住宅・建築物の省エネ性能の向上
•新エネルギー対策の推進 等

１ 政府レベルの温室効果ガス排出量の削減方針に資する具体的な取組を行う
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省エネルギー設備導入補助事業による省エネルギーの推進

「エネルギー使用合理化事業者支援事業」＇平成０／年度～（において、省エネルギー法および経団連環境自主行動計画など
で位置付けられた省エネルギーへの取組のうち、事業の有効性・効率性の向上のため、省エネルギー目標＇営業所・事業所
単位で０％の削減（、 「省エネルギー効果」、「費用対効果」を踏まえて政策的意義の高いものと認められる設備導入を支援。
平成１１年度は、新たに「技術の普及可能性・先端性の有無」を審査項目に設け、先端的な設備・技術に重点を置いた上で、
０４１件を新規採択。導入後の省エネ効果としては原油換算で約０７－０万ｋｌ．年の削減を見込んでいる。

１ 政府レベルの温室効果ガス排出量の削減方針に資する具体的な取組を行う

２．(2) 新エネルギー・省エネルギー導入普及関連業務等
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炭酸ガス排出削減 ３／／万ｔ/年

炭酸ガス排出削減 １／／万ｔ/年

炭酸ガス排出削減 ５／／万ｔ/年

炭酸ガス排出削減 ０／／／万ｔ/年

炭酸ガス排出削減 ７／／万ｔ/年

採択時計画

省エネ効果実績

Ｈ１１年度採択
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冷温水同時取り出し型チラーの事例

冷水用、温水用それぞれ独立した熱交換器を持ち、冷房と暖房の負荷に応じて冷水・温水を同時供給する。

従来、冷水製造時に空気中に捨てていた排熱を利用して温水を製造するため、エネルギーの大半を占める空

調エネルギーの削減が図られる。クリーンルームを有する医薬品製造工場等に導入されている。

冷温同時取出し時の冷凍サイクル
圧縮工程

冷水取り出し 高温高圧のガス 温水取り出し
7℃ ３４℃

冷水用熱交換器 低圧のガス 温水用熱交換器

蒸発工程 凝縮工程

膨脹弁

12℃ 低圧の液 高圧の液 40℃
膨脹工程

圧縮機
10℃

2
2℃

70℃

３６℃

＜過去の導入事例＞ 省エネ効果量万kL．年

注（棒グラフは、採択時の省エネ効果量見込みを効果発揮予定年毎に記載。
折れ線グラフは、設備導入1年後の実績報告に基づく省エネ効果量実績値を記載。



２．（２）新エネルギー・省エネルギー導入普及関連業務等

温室効果が小さい非フロン物質を冷媒とする空調機器は、エネルギー効率の低さや冷媒漏洩等の安全対策上の理由か
ら広く普及には至っておらず、また、一般的に空調機器に採用するには技術的に難しく研究段階の域を出ていない状況。

これらの実用化には、各要素機器の開発と共に、総合的にエネルギー効率や安全性の高いシステム開発が必要である。
そのためNEDOでは、省エネルギー及び温暖化対策の観点から総合的な環境負荷の低減を目指し、安全性・快適性にも優
れた冷凍空調機器・システムの改良・開発研究を推進した。

ノンフロン型省エネ冷凍空調システム開発

○業務用冷凍空調システム開発の事例
（スーパー向けノンフロン冷凍・冷蔵ショーケース）
CO2冷媒を用いて、従来フロン機より機器単体で１０％以上

の省エネ化を実現。また、システム全体で最大約６０％のCO2
排出削減効果が得られると予測される。

＜システム概要＞

＜CO2排出削減効果予測※＞

※グラフは冷凍ショーケース５台分を冷却するＣＯ１冷凍機の
一年間あたりの削減量。

１ 政府レベルの温室効果ガス排出量の削減方針に資する具体的な取組を行う
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１／１／年に全国で稼働すると推定される０３／万台が全てノ
ンフロンに置きかわった場合、８５／万ｔCO１．年の削減効果



オールジャパン体制で製鉄プロセスのCO１削減への取組み実施

・2030年までに高炉法製鉄プロセスにおけるCO１発生量の約30％を削減する技術確立を目指すプロジェクトの要素技術開発＇PhaseⅠStep1（。
・高炉からのCO１排出削減技術としてコークス炉ガスを改質して水素を増量し、その水素をコークスの一部代替として鉄鉱石を還元する技術開
発と、製鉄所内の排熱を回収してCO１回収時のエネルギー源とすることによりエネルギーを増加することなく高炉ガスからCO１を回収する技術
開発を、日本を代表する高炉メーカーと大学等による産学官のオールジャパン体制で推進。

成果の概要

高炉からのCO１排出削減技術＇水素で鉄鉱石を還元（
・ラボ試験によりインプットカーボン10％削減の可能性が示された。
・これまでの研究成果の検証として試験高炉による試験操業の検討を平成22年度より

開始した。＇平成１３年０月～５月の間での実施を予定（
・コークス製造技術開発において、コークス強度の目標＇ドラム強度（DI=88を満足する

高性能粘結材添加と配合炭嵩密度調整方法の目途を得た。

CO１分離回収技術＇高炉ガスからの回収（
・30t-CO１/日の化学吸収液評価装置が平成22年度より稼動し、従来よりさらに熱消費

量の尐ない新吸収液による試験結果を得、さらなる改良試験を継続中。
・物理吸着法はラボ試験によりガス分離性能の達成の目途を得ると共に3t-CO１/日規

模ベンチ試験設備を完成させ、実ガスによる試験体制を確立した。
・排熱回収技術開発の対象としてヒートポンプ、PCM＇相変換物質（による熱移送、

スラグ顕熱回収及びカリーナサイクル発電に特化した技術開発を実施。
ラボ試験装置により製鋼スラグ顕熱回収の可能性を確認。平成１２年度ベンチ規模
試験装置による試験を予定。

開発スケジュール

研究開発体制

２．(2) 新エネルギー・省エネルギー導入普及関連業務等
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１ 政府レベルの温室効果ガス排出量の削減方針に資する具体的な取組を行う



石炭ガス化設備

ガス精製設備

空気分離設備

180m×100m×60m(H)

敷地面積 約18,000m2

ガスタービン設備

EAGLEパイロットプラント

物理CO2分離回収設備
設置予定エリア

２．（２）新エネルギー・省エネルギー導入普及
促進関連技術

次世代のCCS技術を開発へ，革新的CO2回収型石炭ガス化技術開発の共同研究を開始，

次世代石炭ガス化複合発電＇次世代IGCC（との組み合わせに最適なCO2分離回収＇CCS（技術の確立を目指した
「革新的CO１回収型石炭ガス化技術開発」を電源開発＇株（と共同で開始した。
電源開発＇株（若松研究所に設置されている酸素吹石炭ガス化パイロット試験設備＇EAGLE（を活用し、
石炭ガス化プロセスからの物理吸収法を用いたCO2分離回収試験を中心とした研究を実施中。

EAGLEパイロット試験設備

【事業期間】 2010年度～2013年度までの4年間
【共同研究先】 電源開発株式会社
【実施場所】 電源開発株式会社若松研究所＇北九州市（

【本技術開発による将来への波及効果】
現行の微粉炭火力リプレイスからCO１回収型IGCCに
リプレイスした場合９

1500℃超級ガスタービンを組み込んだ次世代IGCCは、プラント系統
圧力が高くなる。

2030年度でのCO１削減ポテンシャル 4,620万トン-CO2．年

石炭は、
・石炭火力発電を中心に、今後とも世界的に需要が拡大し、世界の一次エネルギーに占める割合が高くなると見込まれる。
・その一方で、単位エネルギー当りのCO2排出量が他の化石燃料よりも高い。

供給安定性、経済性、環境適合性の同時達成が可能となる革新的な技術開発が必要

プラント系統圧力に比例してCO2溶解度が増加する物理吸収法が
適している。

既設EAGLEプラントに新たに物理吸収法によるCO2分離回収設
備を設置し、石炭ガス化発電システムへの適用性検討及び分離
回収エネルギー低減を目指して運転研究を実施中。

※参考９ 日本での2009年度CO１排出量 11億4,500万トン＇確定値（

２．(2) 新エネルギー・省エネルギー導入普及関連業務等

1 政府レベルの温室効果ガス排出量の削減方針に資する具体的な取組を行う
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2. (2) 新エネルギー・省エネルギー導入普及関連業務等

• 2010年4月6日、ＮＥＤＯが事務局を務める官民協議会の「スマートコミュニティ・アライアンス」を発足。日本の優れた技

術をパッケージ化して海外市場へ展開するために、業界の垣根を越えて経済界全体としての活動を企画・推進すると
ともに、国際展開に当たっての行政ニーズの集約、障害や問題の克服等通じて、官民一体となった国内体制を強化。

• スマートグリッドを構成する各要素技術からサービス提供までをパッケージ化して国際展開するため、世界各国とス
マートコミュニティに関する意見交換、協力体制構築を実施するとともに、官民合同のミッション団を派遣。

スマートコミュニティ・アライアンスの枠組みを活かした展開

官民合同ミッション

米国＇３月（、欧州＇００月（、マレーシア＇０１月（、タイ＇１月（に官民連携ミッションを派遣。

• 米国ミッション＇2010/4)

GridWise Alliance＇北米業界団体（と日米スマートグリッドセミナーを開催。当該技術の
普及や国際標準づくりに向けた、今後の日米協力を盛り込んだ覚書＇ＭＯＵ（を締結。

スマートグリッドの構築からサービスの提供まで含めた社会インフラを構築するための要
素となる電気機器、情報通信、自動車、電力・ガス、自治体、大学などの企業・団体から構
成。 国際戦略WG、国際標準化WG、ロードマップWG、スマートハウスWGを設置。

設立日９2010年4月6日
会員数９599 ＇2011年4月現在（

GridWise AllianceとのMOU締結

JSCA設立総会

＜スマートコミュニティ・アライアンス＞

＜活動例＞

スマートグリッドサミットの開催＇2010年6月17日～18日（＇Ｂ-００４（

スマートグリッドにおける世界の第一線で活躍している専門家を招聘し、講演及びパネルデ
ィスカッションを実施。国際標準化に向けた今後の動向など活発な議論が展開された。
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２ エネルギー関連業務を効果的に進めるための多様な事業連携の推進を行う



• 国際会議＇ＩＥＣ/ＳＧ２、ＮＩＳＴ/ＳＧＩＰ等（にて情報を収集し、その結果を踏まえてスマートコミュニティ・アライアンスの国際
標準化ＷＧにて対応方針等を議論。

• 国際標準化WGの下にサブワーキンググループ＇ＳＷＧ（を設置し個別技術の国際標準化を検討。必要に応じてその下部
に作業チームを設置し、ユースケース＇注（等を検討。

＇注（実証に関するシステム構成や運転の内容を取りまとめたものであり、国際標準化の議論のベースとなるドキュメント

スマートコミュニティ分野における国際標準化活動

【主な国際会議等への参加＇主要例（】

・IEC/SG3会合＇2010年4月9月ジュネーブ、10月シアトル（

・JISC/CENELEC 情報交換会スマートグリッドワーキンググループ＇11月東京（

・NIST/SGIP＇2010年5月サンタクララ、10月セントルイス、12月シカゴ、3月ナッシュビル（他
※ IEC/SG3(国際電気標準会議/スマートグリッド戦略グループ)、JISC＇日本工業標準調査会（、CENELEC(欧州電気標準化委員会（、NIST(米国立標準技術研究所)、SGIP(ス

マートグリッドインターオペラビリティパネル)

JSCA国際標準化WGでの取組

2. (2) 新エネルギー・省エネルギー導入普及関連業務等
２ エネルギー関連業務を効果的に進めるための多様な事業連携の推進を行う
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２．(2) 新エネルギー・省エネルギー導入普及関連業務等

燃料電池自動車・水素インフラの早期普及を目指し、基礎・基盤研究から技術開発、技術実証、基準・標準化を
一体的に推進。例えば「技術開発の成果＇機器（の技術実証」、「技術実証で運用された水素ステーション機器
＇部材（の高度分析・評価」など連携を密に行い事業を推進している。また、複数事業の関係者を集めて「燃料電
池・水素国際標準化戦略検討会」＇１／００年０月１４日（を開催し、国際標準化について議論した。

水素社会構築を目指した、技術開発、実証、基準・標準化の一体的推進

基準・標準化
技術開発

「水素製造・輸送・貯蔵システム等技術開発」
「固体高分子形燃料電池実用化推進技術開発」

技術実証
「燃料電池システム等実証研究」

基礎・基盤研究
「水素貯蔵材料先端基盤研究事業」

「水素先端科学基礎研究事業」

水素社会の到来

実証により判明した課題の提示と共有
化＇標準化・規制見直しに係る要請等（

コスト低減に係る課題の共有化

開発した機器の実証

技術開発と基準・標
準化を一体的に推進

２ エネルギー関連業務を効果的に進めるための多様な事業連携の推進を行う

B-101

２ エネルギー関連業務を効果的に進めるための多様な事業連携の推進を行う

技術開発された水素貯蔵
材料の高度分析・評価

材料開発指針の提示

技術実証で運用された水素
ステーション機器を解体し、
その高度分析・評価を実施



２． (2) 新エネルギー・省エネルギー導入普及関連業務等

世界各国の国立研究開発機関や行政機関等とのトップ外交を展開
世界市場確保のため、事業内容＇単品からシステムへの重点化、産技へ進出（、国を選択し、集中的にスピード感を持って推進。
これまでに米国、欧州、アジア、中東等24カ国の国立研究開発機関やエネルギー関係の行政機関等と約170本のMOU＇基本協定書（を締結し、
共同事業を実施中。

3 エネルギー関連の国際事業を着実に実行し、成果を挙げる
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○アメリカ GridWise®Alliance

日米スマートグリッドセミナー

ビジネス拡大に向けた国際標準化

など日米協力を推進

小井沢理事とBartels会長
（２２年４月）

○中国 中国国家発展改革委員会等

新交通情報システム技術実証事業の

開始について合意

渡邊理事（中）
（２３年１月）

○インド 電力省エネルギー効率局

省エネルギー技術関連キャパシティービルディ

ング事業の事業化に合意。

マトゥール エネ
ルギー効率局局長
と村田理事長
（２２年４月）

○フランス グランド・リヨン共同体

リヨン再開発地域におけるスマートコミュニ

ティ実証事業のFSを開始することで合意

村田理事長と
グランド・リヨン共同体コロン議長
（２２年１０月）

村田理事長と
CDTIサロォニャ最高執行責任者

（２２年９月）

○スペイン 産業技術開発センター（ＣＤＴＩ）

スマートグリッド関連技術の共同研究、

及びその実証を推進することに合意

○ＵＡＥ アブダビ未来エネルギー公社（ＭＡＳＤＡＲ）

ゼロエミッション都市「マスダール・シティ」での太陽熱エネルギー

技術分野での協力に関する検討開始に合意

スルタン・アル・ジャベール
ＣＥＯと福水副理事長
（２３年１月）

○タイ 工業省

環境対応型高効率アーク炉の実証事業を

開始することで合意

○ベトナム 天然環境資源省

産業廃棄物発電実証事業の実施同意書を

締結

○シンガポール 経済開発庁（ＥＤＢ）

都市ソリューション／スマートコミュニティを
対象とした包括的な協力について覚書を締

結。

アーティット局長
と植田理事
（２３年３月）

ハ副大臣と
村田理事長
（２２年１０月）

タン・チェン・
シェン副次官と
福水副理事長
（２２年１１月）



２． (2) 新エネルギー・省エネルギー導入普及関連業務等

世界各国での実証事業の展開

我が国企業によるシステム輸出の世界市場確保の端緒となるべき実証事業やＦＳ等を世界各国で実施。スマートコミュニ
ティー関連(ＺＥＢ・水システムを含む)を重点分野として資源配分。

＜UAE（アラブ首長国連邦）＞

●ラスアルハイマ首長国(水)

●MASDAR(太陽熱冷房）

＜インド＞

●DMIC(PV・系統連係)

＜スペイン＞

●CDTI(スマートグリッド、電気自動車)

＜フランス＞

●ADEME(スマートグリッド＋ZEB)
●OSEO(産業技術)

＜ドイツ＞

●BMU, BMWi(スマートグリッド、
電気自動車)

●BMBF(蓄電) 

●NOW(燃料電池・水素) 

＜中国＞
●共青城<発改委, 能源局, 江西省>

(スマートグリッド)

●北京<発改委>(ITS)

＜タイ＞

●工業省(ピンチテクノロジー)
●工業省(エコタウン)

＜シンガポール＞

●EDB,BCA（ZEB(スマートコミュニティ)）

●PUB（水）

●NRF（産業技術)

＜インドネシア＞

●エネ鉱省等(スマコミ工業団地)

＜米国＞

●NM州(スマートグリッド)

●ＮＹ（省エネビル）

●ハワイ・沖縄(スマートグリッド)

●DOE研究所(省エネビル, 蓄電, 水素等)

＜オーストラリア＞

●QLD州(水)

＜EC＞

●DGR(次世代PV等)

＜マレーシア＞

●エネ環水省(スマートグリッド)

＜トルコ＞

●エネ資源省(新設・既設ZEB)
●エネ資源省(風力＋揚水)

＜ベトナム＞

●資源環境省(廃棄物発電)

●商工省(スマートコミュニティ)

＜モロッコ＞

●エネルギー省(系統安定化)

＜サウジアラビア＞

●商工省(水・省エネ)

3 エネルギー関連の国際事業を着実に実行し、成果を挙げる
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• フランス＇グランドリヨン共同体（及びスペイン＇スペイン政府・産業技術開発センター＇CDTI（（とスマートコミュニティ共同実
証における協力関係構築に向けた合意文書＇ＬＯＩ（を締結。

• 当該2地域においてスマートコミュニティが成り立つか実現可能性調査＇ＦＳ（を開始し、具体的にどの地域でどのような機器
を導入することが適切かビジネスモデルを検討。

フランス及びスペインにおけるスマートコミュニティ実証事業

1. フランスにおけるスマートコミュニティ実証事業
フランス第１の都市であるリヨンの再開発地域において、グラ
ン ド リ ヨ ン 共 同 体等 と 協 力 し 、 新 築 さ れ る ビ ル へ BEMS
＇Building and Energy Management System（等を導入するとと
もに、新エネルギーを用いた電気自動車充電課金システムや
都市再開発地域内でのエネルギー消費監査システムを構築
するためのスマートグリッド実証を展開予定。

FS委託先９東芝、東芝ソリューションズ
FS期間９H22～23年度

2. スペインにおけるスマートコミュニティ実証事業
省エネルギー・CO１削減の実現を目指すスマートシティ・マラ
ガプロジェクトと協力し、EVの大量導入・普及時に対応するEV
管理システム、充電設備とそのナビゲーションシステム、情報
サービスなどのインフラを整備し、スペインにおけるEV統合管
理システムの実証を展開予定

FS委託先９三菱商事、三菱重工業、日立製作所
FS期間９H22～23年度

＇上（フランス・グランドリヨ
ン共同体とのLOI締結

＇右（スペイン政府・産業技
術開発センター＇CDTI（との
LOI締結

2. (2) 新エネルギー・省エネルギー導入普及関連業務等

3 エネルギー関連の国際事業を着実に実行し、成果を挙げる
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２． (2) 新エネルギー・省エネルギー導入普及関連業務等

中東・北アフリカ地域へ事業を展開

都市化、工業化著しい中東地域、太陽エネルギー発電導入ポテンシャルの非常に高い北アフリカ地域において新たに事業を展
開。サウジアラビア、トルコ等にて水処理技術、太陽エネルギー技術、ＺＥＢ実証事業等を実施中。

省エネ型造水システム実証事業＇平成１１～１４年度（

再利用されていない海水淡水化設備＇飲料水・工業用水（を膜処理技

術＇逆浸透膜等（の導入で工業用水として再利用を図ることにより、エネ

ルギー削減と温室効果ガス排出削減を達成する。平成１１年度より実施

可能性調査＇ＦＳ（を開始。

省エネビル技術実証事業 ＇平成１１～１４年度（
地中海性気候地域に位置するトルコ共和国・イズミールのエーゲ大学に

おいて、新設予定のビル3棟にZEB＇ネット・ゼロ・エネルギー・ビルディン
グ（を導入し、既設建物にBEMS及びビル内需要設備を導入して、運転管
理および省エネルギーを実証する。平成１１年度より実施可能性調査＇Ｆ
Ｓ（を開始。

工業用水

エネルギー

海水淡水化設備

排水

海水
飲料水
工業用水

MBR*1

低圧 RO*2

※０（ MBR９Membrane Bio Reactor
※１（ RO９Reverse  Osmosis

排水再生型造水プラント

プラント・居住区

処理水

サウジアラビア トルコ

3 エネルギー関連の国際事業を着実に実行し、成果を挙げる

B-105導入後の設備概要図



２． (2) 新エネルギー・省エネルギー導入普及関連業務等

新エネルギー技術実証事業～国外での新エネルギー技術の普及促進

新エネルギーを中心にパッケージ化したインフラ輸出を目的として、開発途上国等と協力して日本が有する大規模太陽光発電
システム技術等を活用した国際共同実証を実施。

＜事例＞大規模太陽光発電システム実証事業＇平成１１年度～（
１１年１月のデリムン公社＇ＤＭＩＣＤＣ（とデリー・ムンバイ間産業大動脈構想＇ＤＭＩＣ（における「スマート・コ

ミュニティ」の共同開発合意を受け、同産業大動脈上で４ＭＷの太陽光発電設備を工業団地に導入し、既存の
ディーゼル発電機と組み合わせたマイクログリッドを構成することで高品質の電力供給を行う実証事業を実施
し、インドの工業団地を対象に、再生可能エネルギーと蓄電池をパッケージ化し、普及を図ることを目的として
いる。 平成１１年度より実現可能性調査＇ＦＳ（を実施。

図０ 調印書を交わすアミタブ・カントＣＥＯ＇右（と
福水副理事長＇左（＇１１年１月０６日（

3 エネルギー関連の国際事業を着実に実行し、成果を挙げる
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２． (2) 新エネルギー・省エネルギー導入普及関連業務等

省エネ事業～日本の省エネ技術を各国で普及促進

８／年代初頭から、アジアを中心に日本の優れた省エネ技術を「国際エネルギー消費効率化等モデル事業」を通して着実に
普及。世界のＣＯ１排出削減を推進。８カ国の共同事業で約１＋／／／万トン．年※０のＣＯ１排出を削減。

＜事例＞環境対応型高効率アーク炉実証事業 ＇平成１１～１４年（
スチールプランテック株式会社＇本社９横浜市（と開発した環境対応型高効率アーク炉技

術を、タイ王国UMCメタル社において実証を行う。本技術は、従来型のアーク炉と比較し
て、30％程度の省エネルギーが達成されると共に、付属する排ガス処理設備により日本
のダイオキシン排出基準を満たす環境対応型技術をタイ王国のUMCメタル社の製鋼用
アーク炉に導入し、この事業を足がかりに、東南アジアにおける環境対応型高効率アーク
炉の普及を目指す。 【図０ タイでの調印式】

植田理事とタイ工業省工業振興局アーティット局長＇右（

※０９普及実績に基づく推計値

図１ 従来型アーク炉＇左（と環境対応型アーク炉＇右（

図２ 排ガス処理装置

3 エネルギー関連の国際事業を着実に実行し、成果を挙げる
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２． (2) 新エネルギー・省エネルギー導入普及関連業務等

国際再生可能エネルギー機関＇ＩＲＥＮＡ（と協

力可能性を協議

ＩＲＥＮＡは世界規模で再生可能エネルギーを普

及促進するために、１／／８年に設立された国際機

関。

１／００年０～１月にかけて二度にわたり、ＩＲＥＮＡ

アドナン・アミン暫定事務局長＇当時（とＮＥＤＯ福

水副理事長がアジアにおけるＩＲＥＮＡとＮＥＤＯに

よる共同キャパシティビルディング事業等の可能

性について協議し、協力の方向性を確認。

積極的に海外機関とのさまざまな分野で連携を強化

＜省エネルギー・再生可能エネルギー＞

世界銀行＇ＷＢ（とＭＯＵを締結
ＮＥＤＯと世界銀行は、環境・エネルギー分野で
連携していくことで合意し、覚書＇ＭＯＵ（を締結(１
１年０／月)。

ＮＥＤＯが推進するスマートコミュニティを含む省
エネルギー・再生可能エネルギーなどの技術実
証事業と、世界銀行が提唱する「Eco１都市イニシ

アティブ」との連携を通じ、環境・エネルギー問題
の解決に向け協力していく。

＜エネルギー貯蔵技術＞

米国 アルゴンヌ国立研究所＇ＡＮＬ（とＭＯＵを締結
ＮＥＤＯは米国アルゴンヌ国立研究所と、エネルギー貯蔵技術分野で覚書＇Ｍ

ＯＵ（を締結＇１１年４月（。

同研究所との間で、非競争的な次世代蓄電池

に関する研究開発領域や国際標準化領域等に

おいて円滑な情報交換を行い、将来的には研究

者交流や共同研究も視野に入れたグローバルネ

ットワークの構築を目指す。

＜燃料電池＞

ドイツ 水素・燃料電池研究開発推進機構＇ＮＯＷ（とＭＯＵを締結

ＮＥＤＯはドイツの水素・燃料電池研究開発推進機構と、燃料電池と水素技
術の分野における共同情報交換について覚書
＇ＭＯＵ（を締結＇１１年４月（。

同機構と、技術開発・実証研究等の成果や事業
化シナリオの情報交換・共有を通じて、日本の技
術開発や実証研究等の効率的・効果的な推進を
図る。

＜エネルギー貯蔵技術＞

ドイツ 教育・研究省＇ＢＭＢＦ（とＭＯＵを締結
ＮＥＤＯとドイツ教育・研究省は、エネルギー貯蔵

技術分野で情報交換に関する覚書＇ＭＯＵ（を締結

＇１１年８月（。

次世代技術開発等を推進する同省とＮＥＤＯは、

我が国が二次電池技術開発、二次電池関連の国

際標準化を進める上で、非常に有効な連携が可能

となる。

【図３ 調印式】
和坂理事とアルゴンヌ国立研究所シュトライファー副所長＇右（

【図０ 調印式】
村田理事長と
アンダーセン世界銀行
副総裁＇右（

【図１ アブダビでの協議】
福水副理事長と

アドナン・アミンＩＲＥＮＡ暫定事務局長
＇当時（＇右（

【図４ ドイツでの調印式】
和坂理事とＮＯＷボンホフ代表＇右（

【図２ ドイツでの調印式】

植田理事＇中央右（とマキシミリアン・メッ
ツガー国際協力担当次長 ＇中央左（

3 エネルギー関連の国際事業を着実に実行し、成果を挙げる
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石炭資源開発業務 ～海外炭の安定供給確保に向けて～

我が国エネルギー供給の約１割を担う石炭は、石油、天然ガスと同様に我が国経済活動の発展に不可欠なエネルギー。石炭
は採掘により減耗するとともに、近年のアジア諸国等の経済成長に伴う需要の増加から、我が国への海外炭の安定供給を確
保は重要な課題。このため、継続的な資源調査や産炭国との重層的な関係強化等の業務を着実に実施。22年度は「海外炭
開発可能性調査」の資源調査事業で約０.２億トンの石炭資源量を把握した。

基礎的調査

探 鉱

F/S

開 発

生 産

利 用

「海外地質構造調査」
～民間企業にとってはリスクの高い地域における
NEDOの先行的な地質調査～

「海外炭開発可能性調査」
～民間事業者が行う石炭の探鉱・開発に必要な調
査に対する補助～

「産炭国石炭産業高度化事業＇炭鉱技術移転事
業（」
～中国、ベトナム、インドネシアの炭鉱技術者を対
象とした石炭生産・保安管理技術研修＇国内受入・
海外派遣（～

「海外炭開発高度化等調査」
～石炭需給動向、インフラ整備状況等の調査等を
行い、国内民間企業に提供～

相手国政府等は、本研修事業を高く評価しており、引
き続き本事業の実施について、政策対話といった政府
間協議等の場で各国から要望されており、本事業は産
炭国との関係強化に大きく寄与。

報告会等を活用して調査結果を国内関係者に迅速に提
供し、有用な情報であるとの評価を受けた。

＜石炭資源開発施策＞ ＜22年度成果＞

石
炭
資
源
開
発
の
流
れ

２．(2) 新エネルギー・省エネルギー導入普及関連業務等

３ エネルギー関連の国際事業を着実に実施し、成果を挙げる。

「産炭国共同基礎調査」
～産炭国における石炭開発の課題について、同国
政府機関等と共同で調査～

豪州及びベトナムの政府機関等と共同で炭鉱環境対策
等の調査を実施中。

22年度補助事業により我が国石炭輸入量(一般炭)の約
１.４年に相当する約1.3億トンの石炭資源量を把握。

ベトナム・ドンチョウ地域の調査により、当該地域の
地質構造や炭層の状況を把握。モンゴル・南ゴビ地域
の事前調査では炭徴を把握し今後の本格調査の必要性
を確認。また、フォローアップ調査により、インドネ
シアにおける石炭資源評価のツールとなる公開用石炭
資源解析・評価システムを完成し、試験運用。
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各種再生可能エネルギーや、その導入拡大を支えるスマートグリッドについて、国内外
の最新技術動向を調査するとともに、技術ロードマップを策定し、新たに「ＮＥＤＯ再生
可能エネルギー技術白書」として取りまとめた。ＮＥＤＯホームページにおけるＰＤＦ無
料公開及び書籍化を行い、再生可能エネルギーの積極的な情報発信に努めた。

「ＮＥＤＯ再生可能エネルギー技術白書」の策定

 太陽光発電

 風力発電

 バイオマスエネルギー

 太陽熱発電

 波力発電

 海洋温度差発電

 その他の再生可能エネルギー等
太陽熱冷暖房、中小水力発電、地熱発電、
温泉熱発電・熱利用、雪氷熱利用、海流・潮流発電、
潮汐力発電、熱電発電、圧電発電、
工場等廃熱利用、温度差熱利用

 スマートグリッド

 スマートコミュニティ

２． (2) 新エネルギー・省エネルギー導入普及関連業務等

4 新エネルギー・省エネルギー導入普及を効果的に進めるための工夫を行う
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７／,６０６回
＇2010/7/26～2011/5/5の実績（



固体酸化物形燃料電池＇ＳＯＦＣ（の商用化に向けて、耐久性向上やコスト低減などを
目指した研究開発と、累計１２２台となる実証データ収集及び分析を連携して実施。ま
た、基準・標準化に関する取り組みも一体的に実施した結果、１／００年０／月には世界
初となるＳＯＦＣ型の家庭用燃料電池「エネファーム」の販売が予定されている。

ＳＯＦＣの基準・標準化と一体的な研究

固体酸化物形燃料電池システム要素技術開発＇平成１／～１３年度（

固体酸化物形燃料電池実証研究＇平成０８～１１年度（

ＳＯＦＣの早期実用化に必要な要素技術確立を目指して推進中。ＳＯＦＣ
内部の务化機構モデルなどの構築に必要なデータを取得。また、目標の
セルスタック４万円．ｋＷ以下が実現可能な電極材料の基本仕様を決定
するといった成果を挙げた。

ＳＯＦＣを一般家庭等の実負荷環境下に累計１２２台設置。取得された各
種運転データの評価・分析を行い、普及に向けた技術課題を抽出。 結果、
１４＋／／／時間超の安定運転実績例、平均的機器発電効率２５－３％＇昼
夜連続運転（など、耐久性・信頼性など商品性向上に寄与する成果。

１／００年０／月
販売予定

世界初ＳＯＦＣ型の家庭用燃料電池「エネファーム」
提供９ＪＸ日鉱日石エネルギー株式会社

２． (2) 新エネルギー・省エネルギー導入普及関連業務等

4 新エネルギー・省エネルギー導入普及を効果的に進めるための工夫を行う
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１／１／年の目標発電コスト０３円．ｋＷｈ及び太陽光発電システムの大幅な効率向上等
の実現に向け研究開発を実施。その結果、ＣＩＳ薄膜太陽電池としては世界最高のエネ
ルギー変換効率０６－１％を達成。また、世界最大規模となる年産８／／ＭＷの太陽電池
工場を有する国内企業が現れ、太陽電池産業における積極的な投資を引き出した。

ＣＩＳ 薄膜太陽電池の世界最高変換効率達成、世界最大規模の太陽電池工場が生産開始

太陽光発電システム次世代高性能技術の開発＇平成１１～
１５年度（

太陽光発電の導入規模を１／１／年に現状の１／倍＇１７ＧＷ（ま
で達成することを目指して、モジュール高効率化及びコスト低
減の観点から、各種太陽電池の変換効率の向上、原材料・各
種部材の高機能化、モジュール長寿命化、評価技術等の共通
基盤技術等の開発を実施。そのうち、ＣＩＳ系薄膜太陽電池に
関して、製膜時の不純物を制御することで変換効率０６－１％
＇２／ｃｍサブモジュール（を達成。

２． (2) 新エネルギー・省エネルギー導入普及関連業務等

4 新エネルギー・省エネルギー導入普及を効果的に進めるための工夫を行う

ＣＩＳ薄膜太陽電池
提供９ソーラーフロンティア株式会社

世界最大規模の年産８／／ＭＷ太陽電池工場
提供９ソーラーフロンティア株式会社
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○ 省エネルギー技術の推進に貢献する技術戦略の策定

NEDOは経済産業省と協力して、省エネルギー技術の研究開発・普及を効果的
に推進するために、「省エネルギー技術戦略2011」を策定、公表＇3月28日（。

• 本戦略は、有識者による委員会及び分野毎のワーキンググループでの検討、
パブリックコメントによる意見募集などを踏まえ、技術開発の進め方、導入に向
けたシナリオなどを取りまとめた。

• 特に、広範・多岐にわたる省エネルギー技術を、「産業」、「家庭・業務」、「運輸」
の２部門及び「部門横断」として再整理し、重点的に取り組むべき０２の重要技術
を明らかにした。この重要技術については、2030年を目途に大きな省エネル
ギー効果を発揮できるもの、技術の組合わせや新たな切り口による仕組み等に
より大きな省エネルギー効果が期待できるもの等を選定し、従来にない視点か
ら省エネルギー技術の新たな可能性を提示した。

世界最高水準の省エネルギー国家実現に向けた「省エネルギー技術戦略2011」の策定

２．(2) 新エネルギー・省エネルギー導入普及関連業務等

０２の重要技術を選定

重要技術の例
＇ＺＥＨ、ＺＥＢ（

４ 新エネルギー・省エネルギー導入普及を効果的に進めるための工夫を行う
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○ 省エネルギー技術戦略2011と連動した公募の実施

NEDOは、3月29日から、テーマ公募型事業である「省エネルギー革新技術
開発事業」の公募を開始。

「省エネルギー技術戦略2011」を踏まえた技術開発を推進すべく、13の重
要技術に関連するテーマについては採択審査において加点を行うなど、重
要技術に係るテーマを中心として積極的に採択を行うこととしている。



２．(2) 新エネルギー・省エネルギー導入普及関連業務等

４ 新エネルギー・省エネルギー導入普及を効果的に進めるための工夫を行う

建築物に対する省エネルギーの意識の高揚

「住宅・建築物高効率エネルギーシステム導入促進事業」において、設備導入を行った

事業者から導入した省エネルギーシステム等の使用データを収集し、各システムごとの

省エネルギー効果や費用対効果、さらには投資回収年数も含め調査・分析した上で、当

該結果を成果発表会やＨＰで広く一般に公表している。これにより、建築物に対する省エ

ネルギー意識の高揚を図るとともに民生部門の省エネルギー対策の推進を図っている。

◆22年度は、０６～１／年度ののべ１２８補助事業者について調査・解析を実施し、建築

物に係るもの９ ０７７名、BEMS事業９１７７名の参加があった。

成果報告会の様子＇2010,11,10（

草の根レベルで新エネ・省エネへの関心を高めてもらうため、「新エネ親子セミナー」等を開催

｢新エネルギー親子セミナー in 札幌｣
【セミナー内容】
・新エネルギーの概要＇座学（
・風車、天ぷら油を精製する設備の見学と精製

油＇ＢＤＦ（で動くバスへの試乗、雪を使う冷房
装置の組み立て体験等

【広報手段】
・ＡｉｒＤＯ機内誌掲載、ＮＨＫ昼の情報番組での
告知

・札幌市内の全小中学校にセミナーポスター掲示
【事後広報】
・ＮＨＫ＇当日の昼以降、全道ニュース（等

省エネルギー設備導入補助事業を効果的に進める取組み

教育機関と連携し、次代を担う若い人々の新エネルギー・

省エネルギーへの関心を高めるための取り組みを新たに

実施した。

小中学生を対象とした親子セミナー＇北海道（では、札幌

市教育委員会と連携して市内の全小中学校で開催を

周知、実際に真夏の雪山や天ぷら油で動くバス等に触

れ、家庭でエネルギーについて語り合う機会を提供。

高校生のためのセミナー＇沖縄（は、宮古島市役所と連携

して高校０・１年生に進路の検討に役立つ情報を提供。

実施例
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「スマートグリッドサミット」を開催、技術開発等の意見交換・情報提供

ＮＥＤＯが事務局を務める「スマートコミュニティ・アライアンス」と共催で、国内のみならず、ＮＥＤＯのグローバ

ル・ネットワークを活用してアメリカ、ヨーロッパ、中国など、全０４名の専門家を集め、「スマートグリッド」を活用し

た次世代社会のあり方をパネルディスカッション等を2日間にわたり開催。総勢約１７／／名の参加者が集まり、世

界各国のスマートグリッドの動向や日本の技術開発の国際展開など、今後のビジョンを含めた意見交換・情報提

供の場として、高い関心が寄せられた。

◆スマートグリッド サミット様子

＇スマートグリッド サミット会場の様子（

◆アンケートの結果

Ｑ１－関心を持った企画はなんですか？

「スマートグリッド サミット」が開催された「スマートグリッド展
2010」の来場者アンケートにより、2日間、計１３－４％の高い
関心が寄せられた。海外の専門家による講演

「スマートグリッド サミット」
開催日時９2010年6月17日＇火（・18日＇水（
開催場所９東京ビッグサイト

２．(2) 新エネルギー・省エネルギー導入普及関連業務等

４ 新エネルギー・省エネルギー導入普及を効果的に進めるための工夫を行う

B-115



●「グリーンでグローバルなイノベーションの推進」をテーマに、ＮＥＤＯ設立２／周年を機に世界各国、産学
官等の様々な取り組みを通じて、国際的なグリーン・イノべーションの目指すべき未来を展望するフォーラム
を開催。企業や大学など幅広い分野から約０／／／名の参加者が集まり、グリーン・イノベーションに関する最
新の情報交換の場として交流を推進。

ＮＥＤＯ２／周年「グリーン・イノベーション・フォーラム in Tokyo」開催

▲ 基調講演

▲ パネルディスカッション▲ 日本館

第1 部 国際セッション

テーマ９目指すべき未来の社会実現に向け
て ～国際協調の可能性を探る～

第2 部 エネルギー・環境セッション

テーマ９グリーン・イノベーションによる日本
の再建へ向けて ～3E の同時達成に向け
た挑戦～

第3 部産学官連携セッション

テーマ９ナショナルプロジェクトが果たしてき
た役割とその成功事例から学ぶ、これから
の産学官シナジーによる技術開発の進め
方について

インド、米国、フランス等の関係者による基調講演を実施

▲ フランス環境・エネルギー
管理庁とLOI署名式

「グリーン・イノベーション・フォーラム in Tokyo 

～グリーンでグローバルなイノベーションの推進」
開催日時９2010年10月12日＇火（
開催場所９東京国際フォーラム Ｂ６ホール

２．(2) 新エネルギー・省エネルギー導入普及関連業務等

４ 新エネルギー・省エネルギー導入普及を効果的に進めるための工夫を行う
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工作を通じて新エネルギーを身近に感じてもらうことで、将来世代における新エネルギーへの理解を深めるため、「第22回新エ

ネ・太陽電池工作コンクール」を実施した。第21回から、太陽電池を用いたものだけでなく、風力等の他の新エネルギーにも対象

を拡大し募集を行ってきたところ、今回、初めて太陽熱を利用した作品が経済産業大臣賞を受賞し、啓蒙が着実に浸透している

ことが窺われた。また、エコプロダクツ2010で展示会、表彰式を行った。一般の来場者へのアンケートでは、来年度の新規応募に

前向きな回答が50％を占め、多くの子ども達に対する普及啓発効果が得られた。さらに、テレビ番組＇9件（やラジオ番組＇13件（

でも放送され、普及啓発に寄与した。

子ども達のエネルギー・環境教育に寄与するため第22回｢新エネ･太陽電池工作コンクール｣を実施

経済産業大臣賞
「エコケトルでｈａｐｐｙ ｔｉｍｅ」

文部科学大臣賞
「ユーグレナ混声四部合唱」

環境大臣賞
「サンシェードバッグ」

ＮＨＫテレビ「スタジオパーク」

◆展示会、表彰式の様子＇エコプロダクツ2010内（

展示会＇NEDOブースにて（

◆アンケートの結果

来年の応募について

難しそう、忙しい

847名からの回答
小中学生40％、大人60％

展示会、表彰式における

一般の来場者へのアンケー
トでは、多くの子ども達が来
年のコンクールへの新規応
募に前向きな回答をした。

表彰式

２．(2) 新エネルギー・省エネルギー導入普及関連業務等
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資源エネルギー長官賞
「お日さま大すき 水やりくん」

応募しない

50%

32%

18%

応募したい、

興味があるなど
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２．（２）新エネルギー・省エネルギー導入普及関連業務等

導入普及促進事業等については、全ての事業を対象に事業評価を実施するとともに、その検討結果等
を踏まえ、経済産業省と協議を行い、制度の改善を実施した。

なお、平成１０年度事業評価対象の３５事業のうち、当該評価結果を踏まえ、「事業の一部を充実・強
化」を行った事業が０事業、「事業の見直し」を行った事業が００事業である。

導入普及促進事業等に係る事業評価の充実

主要な事業の評価結果及び反映内容（事例）

＜今後を見据えて事業の一部を充実・強化した事業＞

事業名 平成２１年度事業評価結果 平成２２年度における評価結果の反映

革新的ゼロエミッション石

炭ガス化発電プロジェクト

／発電からCCSまでのトー

タルシステムのFS

各国でCCS実証事業が始まろうとしている中、我が国にお

いてもCCSの可能性検討が急務であり、トータルシステム

としての検討は世界に先駆けており必要性は高い。

全体評価グループの体制を強化し、他のグループ

を推進する役割を追加した。CO１削減に即効性が期

待される既設発電所のCCS-Readyへの改造について

も検討項目に追加し、経済性評価を行った。

事業名 平成２１年度事業評価結果 平成２２年度における評価結果の反映

国際エネルギー使用合理化

等対策事業

相手国のニーズ・相手国政府の支援体制、技術の導入効果、

事業費の適正性等を精査し、着実な普及実績が得られてい

るが、事業規模が大きい事業であり、一層の事業効率化と

国費負担低減が必要である。

平成２２年度以降開始の事業について、技術普及

に伴う事業実施者の裨益を予め鑑み、応分の負担

を求めるスキームへ見直しを行った。また事業の

より効率的な運営のため、研修、フォローアップ

等のソフト事業のさらなる充実を図った。

エネルギー使用合理化事業

者支援事業

先端的な技術・設備や中小企業の取り組みに対する導入補

助に重点化するなど、今後、支援対象を限定していくこと

が課題である。

平成２２年度の公募に際しては、技術の普及可能

性・先端性、省エネ効果、費用対効果を踏まえ、

政策的意義が高いと認められる事業について支援

することとし、特に「先端的な技術・設備」や

「中小企業の取り組み」に対し重点を置いた。

＜効率性、有効性の面で改善を図っている事業＞

４ 新エネルギー・省エネルギー導入普及を効果的に進めるための工夫を行う
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2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

５ 新エネルギー・省エネルギー導入普及事業により、ＣＯ２を削減に貢献する

ＮＥＤＯ導入普及促進関連事業のCO2削減貢献量

新エネルギー・省エネルギーの実証試験、導入普及業務により、１／０／年度は新たに６１万トンのCO2削減効

果をあげた。これにより、第０期中期目標期間の導入普及業務の実績を含めて累計で０＋６７０万トンのCO2削

減効果をあげているところ。これは、我が国の京都議定書における温室効果ガスの削減目標である▲５％＇６＋

４／／万トン．年（の約１３％に相当する。

1100

1120

1140

1160

1180

1200

1220

1240

1260

1280

2006 2007

第一期約束期間＇１／／７～１／０１年（に
６４百万㌧，ＣＯ１．年＇▲５％（を削減する必要

０,１５０百万㌧，ＣＯ１

０,０７５百万
㌧，ＣＯ１

０８８／年
＇基準（

１／０／年
＇実績（

＇百万㌧CO2．年（

０＋１／／

０＋１７／

０＋１３／

０＋０７／

＜年度別CO2削減貢献量＞

＇年（

＜基準年の排出量に占めるNEDOの削減貢献量の割合＞

０,６７０万㌧

６１万㌧

※代替フロン等２ガスの排出抑制設備の開発・実用化支援事業についてのCO１削減効果量の算出方法は今年度より変更。
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＇万㌧（

０４／／

０／／／

４／／

ＮＥＤＯエネルギー導入普及関連事業において、
０,６７０万㌧のCO2削減効果を達成


