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NEDOは 1980年の発足以降、日本最大の技術開発推進機関として、企業や大学および公的研究

機関の英知を結集して、エネルギー・地球環境問題の解決と我が国の産業技術力の強化という二つ

のミッションを掲げて技術開発・実証に取り組んでまいりました。さらに NEDOの成果が実用化さ

れ、社会に還元されることを強く念頭に置き「社会への貢献」を目指した取り組みを推進しています。

その成果の一例として、昨年 3月に起こった未曾有の災害において、震災からの復興と再生に、

技術開発を通じて貢献することができました。原子力発電所内の放射線モニタリング、温度測定、

設備の破損確認等に活用されたロボット「Quince」は、NEDOが中長期にわたって推進してきた

災害対応ロボット開発の実績が結実したものであり、「冷温停止宣言」の一助を担いました。同様に、

現在実施している数々の事業も、将来社会に貢献するものと確信しています。

このように、常に「社会への貢献」をかかげて事業に取り組んでおりますが、国内に加えて海外

においても、再生可能エネルギーや省エネルギー、環境といった分野、また、スマートコミュニティ

分野などで、世界的な課題に対して日本の技術力を世界に展開し、国際社会への貢献に努めています。

さらに、欧米や新興国に対してグローバルなネットワークを活かし、民間では難しい各国機関との

連携交渉や協力関係の構築を進めております。こうした海外展開は、我が国産業の国際展開に向け

た足掛かりとなることから、スピード感を持って行うことで、国内産業の発展にもつながることが

期待されます。

一民間企業では難しく、かつ社会的意義の高い事業に積極的に取り組むことで、NEDOが掲げる

二つのミッション「エネルギー・地球環境問題の解決」と「産業技術の国際競争力強化」を実現すべく、

我が国最大の技術開発推進機関として、これからも「社会への貢献」につながる責務を果たしてい

きます。

2011年度 予算概要 1,512億円 ※一般管理費含む

956億円ナショナルプロジェクト事業

エネルギー分野

○燃料電池・水素エネルギー利用技術
○新エネルギー技術　
○省エネルギー技術
○環境調和型エネルギー技術

○フロン対策技術
○3R関連技術
○民間航空機基盤技術　など

674億円

○新製造技術
○ロボット技術

○健康・医療基盤技術
○生物機能を活用した生産・処理・
　再資源化プロセス技術

○ナノテクノロジー
○革新的部材創成技術

○高度情報通信機器・
　デバイス基盤関連技術

○基盤技術研究促進事業　など

新製造技術分野 38億円

情報通信分野 96億円

環境分野

ライフサイエンス分野

ナノテクノロジー・材料分野

境界分野・融合分野 39億円

38億円

44億円

27億円

26億円技術シーズ育成事業

131億円新エネルギー・省エネルギー導入普及事業

省エネルギー技術 88億円 石炭資源開発 43億円

○先導的産業技術創出事業（若手研究グラント）

213億円京都メカニズム事業

186億円実用化・事業化促進事業

○イノベーション推進事業
○SBIR技術革新事業　など

○エネルギー使用合理化事業者
　支援事業
○住宅・建築物高効率エネルギー
　システム導入促進事業

○産炭国石炭産業高度化事業
○海外炭開発高度化等調査
○海外炭開発可能性調査
○産炭国石炭開発・利用協力事業　など

ハイライト1
NEDOが取り組むスマートコミュニティ・
海外実証プロジェクト

ハイライト2
NEDOの再生可能エネルギーの取り組み

ハイライト3
東日本大震災  復興への取り組み
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ごあいさつ

CONTENTS

14

15

16

19

22

12

10

8

6

2

産業技術分野

受賞案件一覧

終了プロジェクトの成果

イベント・レポート

●資源対策

●電子・材料

●機　械

●バイオ・医療

24

26

28

29

23

30

32

34

NEDOのグローバル展開4

独立行政法人 新エネルギー・産業技術総合開発機構

理事長
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太陽光発電
蓄電池
燃料電池・水素
スマートコミュニティ
産業技術

太陽光発電
太陽熱発電
揚水+風力
ZEB（ネット・ゼロ・エネルギー・ビル）
水処理

バイオマス
廃棄物発電
ピンチテクノロジー
省エネルギービル
水処理
スマートコミュニティ
産業技術

太陽光発電
スマートコミュニティ

水処理

北米

欧州

ASEAN

東アジア

豪州

中東・北アフリカ

中央アジア

蓄電池
燃料電池・水素
ZEB（ネット・ゼロ・エネルギー・ビル）　
スマートコミュニティ

ZEB（ネット・ゼロ・エネルギー・ビル）　
ITS（高度道路交通システム）
スマートコミュニティ

消費国間の連携を強調（第２回）
左からハンス・ディート マール・シュ
ヴァイスグート駐日欧州連合大使、枝
野幸男経済産業大臣、スティーブン・
チュー米国エネルギー省長官

米国「ニューメキシコスマートグリッ
ド実証事業」設備の運転開始式の様子

2011年 5月 31日に行われた記者会
見の様子

NEDO古川理事長（左）と IRENAア
ドナン・アミン事務局長（右）

NEDOは EUと共同で、世界最高水準となるセル変換効率 45%以上を目指した集
光型太陽電池※ 1の技術開発に着手しました。気候変動問題への対応とエネルギー安
全保障の確保に向け、2011年度から 2014年度までの約 4年間、日・EUから計 6
カ国の産学官の研究機関が共同で技術開発を行います。（2011年 6月）
（※ 1）集光型太陽電池 ･･･ 太陽光をレンズや鏡を使って小面積の太陽電池に集光することにより、高い変
換効率を実現する太陽電池。小面積で済むことから、少ない材料で高効率に発電できるメリットがある。

NEDOと EUが
集光型太陽電池開発で初の共同プロジェクトを開始

国際再生可能エネルギー機関（IRENA）と協力協定を締結
NEDOと国際再生可能エネルギー機関（IRENA）は、再生可能エネルギー分野
の連携を行うことで合意、協力協定書（MOU）を締結しました。この合意により、
NEDOと IRENAは、再生可能エネルギー技術に関する人材育成や情報交換など幅
広い分野で協力していきます。（2012年 1月）

「レアアースに関する三極ワークショップ」を開催
経済産業省とNEDOは、米国・エネルギー省、欧州委員会と共同で、レアアース
安定供給確保のための日米欧三極ワークショップを開催しました。ワークショップ
では、レアアース供給を取り巻く世界的な問題について共通理解を深め、レアアー
ス代替技術やリサイクル技術など将来の安定供給を目指した戦略的な取り組みにつ
いて意見交換を行いました。
（第 1回　2011年 10月 米国開催、　第 2回　2012年 3月 日本開催） 

海外実証事業で広がる日本の技術
日本の優れた技術をパッケージ化し、持続型社会の構築に向けたインフラシステ
ムとして海外へ展開していくことを目的に、欧米、中国および東南アジア地域など
においてスマートコミュニティ海外実証事業を推進しています。

日本の技術をいち早く、世界へ。
スマートコミュニティといった最新のグリーンテクノロジーから、
省エネルギー技術まで、個別技術のみならずシステム展開で日本の技術を世界に発信するため、
NEDOは世界各国でプロジェクトを展開しています。

関連ページ p24-25

関連ページ p6-7
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国内最大級のバイオエタノール試験用
パイロットプラント完成

メガソーラ建設、運用のノウハウを
まとめた「大規模太陽光発電システム
導入の手引書」を公開

四方を海洋に囲まれた日本は、波力や潮流・海流等
の海洋エネルギーを有しています。NEDOではこれら、
海洋エネルギーを利用した発電技術の実用化を促進する
ことを目的として、2011年度から 2015年度までの 5
カ年プロジェクトとして、「海洋エネルギー技術研究開
発」を開始しました。
このプロジェクトでは、波力、潮力を利用した発電技
術の実海域での実証研究、海流や海洋温度差を利用した
発電技術の要素技術開発を実施し、海洋エネルギーによ
る発電技術の実用化を推進します。

プラグインハイブリッド自動車や電気自動車などの次
世代自動車に搭載されている蓄電池は、蓄電容量や安全
性、信頼性といった多様な要求を技術面と価格面の両面
から満たす必要があり、次世代自動車の本格的な普及に
向けては革新的なブレイクスルーが求められています。
本事業では、基礎に立ち返った研究によって、電池内
部で起こる化学反応メカニズムを正しく理解し、新しい
電池の開発に活用することで、従来のリチウムイオン電
池を遙かに凌駕する革新型蓄電池の実現を目指します。

エネルギー・環境問題の解決を目指して
再生可能エネルギーのポテンシャルを引き出し
普及拡大の鍵となる。
社会的関心の高まりを受け、今や急務とも言える再生可能エネルギー技術の開発や、
その知見を活かした取り組みについて、NEDOはオールジャパンのまとめ役として、
未来を見据えた最先端の取り組みを実施すると共に、国内における
再生可能エネルギー推進のソリューションを提供し、多くの方に活用いただいています。

バイオエタノール製造に関する試験用パイロットプラント
 （王子製紙（株）呉工場内）

NEDO実証プロジェクトで設置した山梨県北杜市にあるメガソーラ

検討支援ツールの画面表示例

海中における潮流発電のイメージ（提供：川崎重工業（株））

実海域における波力発電
（提供：（株）ジャイロダイナミクス、日立造船（株））

今回完成した RISINGビーム
ライン BL28XU

NEDOは、木質バイオマスからバイオエタノールを
効率よく低価格で生産する技術を確立するために、広島
県呉市にある王子製紙（株）呉工場内に試験用パイロッ
トプラントを建設して、2011年 12月から実証試験を
開始しました。
このパイロットプラントでは、1日あたりの最大処理
量である木質バイオマス 1トンを使用して、バイオエタ
ノールを 250～ 300リットル生産することが可能で、
試験用パイロットプラントとしては国内最大級の規模と
なります。
地球温暖化防止への貢献だけではなく、エネルギーセ
キュリティの観点からも、未利用の枝や葉、製紙用原料
として利用できない残材、短期伐採した早生樹といった
木質バイオマスからバイオエタノールの生産に関する技
術開発を進めていきます。

関連プロジェクト／セルロース系エタノール革新的生産システム開発事
業（2009～ 2013年度）／ 2011年度予算：24億円

2006年度から 2010年度にかけて、北海道稚内市と
山梨県北杜市において大規模太陽光発電システム（メガ
ソーラ）を用いた実証事業を実施し、メガソーラに関す
る様々な技術的・制度的知見を集積してきました。
2011年度はこれらの成果を広く社会に還元すること
を目的に、発電所導入の計画から設計・施工・検査・運
用までの一連の手順・スケジュールのポイントを集約し
た「メガソーラ導入の手引書」および建設予定地域の日
射量や太陽電池の種類等に応じた太陽光発電量や架台設
計のシミュレーションを可能とする「検討支援ツール」
を作成し、ウェブサイト上で公開しました。

メガソーラの「手引書」と「検討支援ツール」の URLはこちら
http://www.nedo.go.jp/library/mega-solar.html

『メガソーラ建設を支援する「検討支援ツール」
説明会』を全国 5カ所で実施
2011年 11月、全国 5カ

所（札幌、仙台、川崎、福岡、
大阪）において検討支援ツー
ルの説明会を開催しました。
メガソーラの建設に関心のあ
るメーカーやエネルギー関係
の企業を中心に、のべ 552名
の参加者が集まりました。

波力・潮力を利用した
「海洋エネルギー技術研究開発」を開始

世界最大級の蓄電池専用解析施設
「RISINGビームライン」が完成

説明会の様子

関連ページ p14
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下水処理から発生するガスで発電
独立した電力需給システムが電力供給を可能に
NEDOが 2003年度から 2007年度まで実施した「新エネルギー等地域集中実証研究」として、青森県八戸市
で実施したマイクログリッドのシステムが、震災時にも使用されました。これは、下水処理場において、処理の過

程で発生する汚泥や木屑からメタンガスを取り出し、それらによりガスエ
ンジンで発電し、安定した電力を市役所などに供給するものです。
震災直後は下水処理場に被害が出たため、電力供給は一時的に止まった
ものの、下水処理場が２週間ほどで復旧した後は、ガスエンジンも再開し、
八戸市役所本館の電気の 2～ 3割をカバーしています。
なお、併設されている太陽光発電は震災時も非常用電源と一緒に発電し続
け、下水処理場に電力を供給し続けました。

新エネルギーなどの様々な分散型電源を集約して
高品質な電力として供給
NEDOが 2004年度から 2007年度まで「新電力ネットワークシステ
ム実証研究」として、宮城県仙台市に設置した電力供給システムが、震災時にも使用されました。
この設備では、50kWの太陽光発電機 2機に 250kWの燃料電池、350kW ガスエンジン２機を備え、様々な品
質の電力をエネルギーセンターに集約し、集中給電するシステムの実現性を検証していました。事業終了後は、「東
北福祉大学せんだんホスピタル」の常用型バックアップ電源として活用されていましたが、震災時に宮城県内が全
域停電する中、現地では都市ガスが破損せずガス供給が継続されたことから、震災翌日からガスエンジンや太陽光
発電による、電力供給を継続することができました。

東日本大震災の
復興に向けた取り組みの中で
NEDOプロジェクトの成果を活用。
2011年 3月に発生した東日本大震災の復旧・復興に向けた取り組みの中で、
NEDOの成果が様々なところで用いられました。

3次元レーザ距離センサ カメラ

メインクローラ
サブクローラ

縦 740mm×横 493mm×高さ 450mm、重さ 26kg
3次元距離センサによる 3次元環境計測と地図構築が可能。

災害現場での情報収集を目的に開発されたロボット
「Quince」

下水処理場ガスエンジン

被災地における太陽電池工作教室の様子アスベスト無害化実証設備

宮城県の災害現場で稼働する「ASTACO NEO」

レスキューロボット「Quince」を
原発周辺の放射線量のモニタリングなどで使用
NEDOの「戦略的先端ロボット要素技術開発プロジェクト」で開発され
たロボット「Quince（クインス）」は、被災現場での情報収集を目的に造
られたもので、階段の上り下りなど、もともと高い運動性能を誇っていま
したが、高い放射線環境下や、電波が遮蔽された際の対応などが改善され、
東日本大震災において、人が近づくことができなくなった東京電力福島第
一原子力発電所建屋の放射線量のモニタリングなどで使用されました。

全国小学校理科研究協議会に協力をいただき、被災地の小学校において、再生
可能エネルギーについての説明やソーラーカーを 1人 1台ずつ作製する教室を
開催しました。８月30日に開催した宮城県仙台市立南光台東小学校を皮切りに、
東北地域の小学校など５校で計８回、のべ 365名の生徒が参加しました。

NEDOの「福祉用具実用化開発推進事業」から生まれた「スマートスー
ツ・ライト」を、生活復旧ボランティアの肉体的負荷軽減になればと、開
発元の（株）スマートサポートが被災地に提供。もともと、介護作業や工
場作業の肉体負荷低減のために開発されたものですが、被災住宅地でのヘ
ドロかき出し作業など、中腰で行う肉体労働の負担や疲労を軽減すること
で、作業の効率化に役立てられました。

NEDOは、岩手県釜石市の協力の下、被災地で発生したアスベストを含
んだ災害廃棄物の無害化を目指す、「アスベスト含有廃棄物の無害化実証開
発」事業を実施。被災地のエネルギー事情を考慮し、装置から排出される
無害となった廃棄物を燃料として利用できる、エネルギー自立型アスベス
ト無害化処理実証に必要な設備を設置し、アスベストのみを選別分離せず
に処理できる技術の実用化に向けて試験運転を開始しました。

双腕作業機「ASTACO NEO」が
被災地のがれき撤去を実施
2本の腕で、掴んだり切ったりと、それぞれ別の作業が可能な双腕作業
機「ASTACO NEO（アスタコ ネオ）」は、NEDOの「戦略的先端ロボッ
ト要素技術開発プロジェクト」で、狭い解体工事現場での作業を目的に開
発されたものです。開発元の日立建機（株）は 2011年 5月に宮城県石巻
市において、様々な物が絡まり合うがれきの中などのスペースがない場所
で、津波に流された建造物の撤去に当たりました。

現場で使用されているロボットプロジェクトの成果

電力供給を続けたマイクログリッド実証成果 

筋力補助装置「スマートスーツ・ライト」が
復興ボランティアの労働力を軽減

被災地の子どもたちに元気とパワーを！
「太陽電池工作教室」を開催

アスベストを含む廃棄物の無害化実証試験に着手

現場作業のボランティアが「スマートスーツ・ライト」
を着用して作業（写真提供：（株）スマートサポート）

宮城県仙台市実証サイト
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京都メカニズム
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NEDOの取り組みや日本の再生可能エネ
ルギー技術、省エネルギー技術、産業技術
について、国内外に向け、広く情報を発信
するため、NEDOは古川理事長をはじめと
して、組織が一体となって、積極的に国内
や海外の大学での講演、記者会見などを実
施しています。

情報発信

広報活動 ～成果や技術情報をより広く伝える～
NEDOが取り組むイノベーション創出への理解を深めてもらうため、

国内外の様々な課題解決に向けた取り組みの成果をいち早く社会へお届けしています。

いち早い情報発信に向けて

トップによる情報発信

（１）ウェブサイトによる情報発信
○ウェブページを一新、要望の多かった検索機能を強化し、より利用しやすいページと
しました。
○公募や入札などの情報をメール配信「DAILY NEDO」により日々発信しています。（登
録者は約１万 4 千名超）
○トップの対外活動、グローバル事業展開、プロジェクト成果などを「最近の動き」と
して、写真付きで分かりやすくタイムリーに発信しています。（2011年度／ 96件）

（３）定期広報誌「Focus NEDO」の発刊
NEDOでは定期広報誌「Focus NEDO」を年４回
発刊しています。毎号、特集テーマにそって、NEDO
プロジェクトの技術開発に携わる方々のインタビュー
や注目の成果、最新の情報などを紹介しています。

（２）プレスリリース・記者会見の実施
NEDO の活動の中で、画期的な成果や新しいプロジェクトのスタート
について、新聞や雑誌での記事掲載やテレビ放映の機会を増やすことを
目指し、プレスリリースの発表や記者会見を実施しています。（2011年
度／プレスリリース：98件、記者会見：12件）

定期広報誌
「Focus NEDO」

NEDOウェブサイト

日本経済団体連合会での講演の様子
（2012年 2月）

記者会見の様子（2012年 1月）

プレスリリースの例
「世界最高効率の集光型太陽電池を開発へ」（2011年 5月）
記事掲載：全国紙 3件、業界・専門紙 8件、WEB26件
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JSCA国際標準化WG/EMSSWG
HEMSタスクフォースで検討

HEMS

家電機器

住宅機器

エネルギー
機器

サービス

コマンド

プロトコル

ネットワーク層

物理層などネットワーク層の下位層

ECHONET Lite通信規格
コマンド
プロトコル

HEMSタスクフォースの活動
出所：2010年度　eships要件整理WG資料を経済産業省加工 JSCAの組織体制

「スマートシティ」の定義を国際的に確立すること
を目的に、スマートシティの評価指標を国際標準化機
関である ISOへ提案し、分科委員会の設置と日本の
幹事国就任を実現しました。
また、経済産業省と協力しながら、HEMSタスク
フォースを設置し、日本の標準インターフェースとし
て、ECHONET Liteの推奨を決定しました。

JSCAによるスマートコミュニティ分野の
国際標準化に向けた取り組み

化合物 3接合型太陽電池で、世界最高変換効率を達成

成  果  「革新的太陽光発電技術研究開発」の一環
として、シャープ（株）が取り組んできた太陽光を高
い効率で電気エネルギーに変換する化合物 3接合型太
陽電池で、世界最高変換効率 36.9%を達成しました。
このプロジェクトは、新材料・新規構造などを利用
して太陽光発電の「変換効率 40%超」かつ「発電コ
ストが汎用電力料金並み（7円 /kWh）」達成のため

の探索研究を行い、2050
年までの実用化を目指すも
のです。
本成果によって、この目
標の達成が大きく促進さ
れ、高効率太陽電池の早期
実用化が期待されます。

関連プロジェクト／革新的太陽光発電技術研究開発（2008～ 2014年度）／ 2011年度予算：15億円

NEDOが推進する「固体酸化物形燃料電池実証研
究」の成果を活用した、固体酸化物形の家庭用燃料電
池「エネファーム」が販売開始されました。
従来の固体高分子形燃料電池（PEFC）と比べ、固
体酸化物形燃料電池（SOFC）は、燃料電池の中でも
発電効率が高く、天然ガス・石炭ガスなどの多様な燃

料にも対応が可
能で、小型分散型
から大規模火力
代替システムま
で広い適応性を
持っています。

NEDOは、新しい太陽電池として有望視されてい
るシリコンを使わない CIS薄膜太陽電池の普及を目
指し、開発製造に取り組んできました。
その成果として、1993年より、NEDOの太陽電
池プロジェクトに参画してきた昭和シェル石油（株）
は、2011年２月、世界最大規模となる年産 900Ｍ
Ｗの太陽電池工場を建設し、同年４月、生産を開始
しました。また、2012年２月には、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 17.8％
（30cm角モジュール）を達成しました。

　　　　　　NEDOプロジェクトの成果が活かされた
新しい「エネファーム」販売開始

CIS薄膜太陽電池で、世界最高変換効率を達成

JX日鉱日石エネルギー（株）
／ 2011年 10月販売開始

大阪ガス（株）、アイシン精機
（株）、京セラ（株）、（株）長府
製作所、トヨタ自動車（株）／
2012年 4月販売開始

世界最大規模の年産 900ＭＷ太陽電池工場
（ソーラーフロンティア（株））

Ⓒ Solar Frontier K.K.

関連プロジェクト／固体酸化物形燃料電池実証研究（2007～ 2010年度）／固体酸化物形燃料電池システム要素技術開発（2008～ 2012年度）
／ 2011年度予算：6億円

関連プロジェクト／太陽光発電システム次世代高性能技術の開発（2010～ 2014年度）／ 2011年度予算：67億円（プロジェクト総額）

スマートコミュニティ・アライアンス

国際標準化WG
標準化すべき26分野の重要アイテムについて、５つのＳＷ
Ｇを中心に標準化提案のための具体的な検討を進めると
共に、国際標準化に係る国際会議に積極的に参加すること
で、日本の標準化活動を加速化。

スマートハウスWG
スマートハウス技術の早期実用化に向けて、家庭用エネル
ギー情報を活用し、基本サービスとして「見える化・評価」
を実現する情報系インフラ（プラットホーム）を検討。

ロードマップWG
海外展開を進めていくために国・地域の特性に応じた要素
技術の組み合わせなどを検討。

国際戦略WG
国内外の動向把握、情報共有、日本企業の海外展開を進め
ていくための戦略について検討を行うと共に、海外ミッ
ションの推進、国際イベントの参加などを通じて日本のプ
レゼンスを強化。

事務局 独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO）

完成式典の様子「RISINGビームライン」

成  果  「革新型蓄電池先端科学基礎研究事業
（RISING事業）」では、兵庫県の播磨学園都市内の大
型放射光施設「SPring-8」において、蓄電池の分析・
解析に特化した世界最先端のビームラインの開発を
行ってきました。放射光（X線）を用いた高度な解析
手法によって、充電・放電の最
中に電池内部で起こる化学反応
を観察できるようになり、未だ
解明されていない電池内部の反
応メカニズムの解明に向けて、
本格的に取り組んでいきます。

意義・今後  蓄電技術はエネルギー問題解決に向けた
キーテクノロジーであり、今後はリチウムイオン電池
などの反応機構の解明を行うと共に、得られた知見を
基に従来の蓄電池を凌駕する革新型蓄電池の実現を目
指します。

世界最大級の蓄電池専用解析施設「RISINGビームライン」が完成

関連プロジェクト／革新型蓄電池先端科
学基礎研究事業（2009～ 2015年度）
／ 2011年度予算：30億円（プロジェ
クト総額）

世界最高変換効率 36.9%を達成した化合物 3
接合型太陽電池セル

太陽電池

　　　　　燃料電池

太陽電池

CIS太陽電池
（ソーラーフロンティア（株））
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スマートコミュニティ
再生可能エネルギーの大量導入や次世代交通システムの実現など、
快適で環境にやさしい社会インフラとして関心が高まるスマートコミュニティについて、
NEDOはいち早く社会に届けるべく取り組みを進めています。

新エネルギー
新エネルギーへの関心の高まりを受け、太陽光発電やバイオマス発電など、
NEDOは世界に先駆ける新エネルギーの成果を生み出し、新たな目標に向け動き出しています。


