
成  果  データセンターで広く活用されている1U
サーバ※ 2のファン電力消費量を、従来の空冷方式と比
べて 60%以上削減した、低風量冷却技術を開発しま
した。これは、冷媒が液体から気体に変化する際の熱
エネルギーが移動する性質を利用した相変化冷却と、
高低差が小さくても熱輸送を可能とする構造を活用し
ています。この技術は、データセンターの設備を改修
することなく、空調機の風量を減らすことで、データ
センターの消費電力の約半分を占めている空調機の電

成  果  データセンターにおけるストレージ※１の
消費電力は年々増加しており、その抑制が課題となっ
ています。そのため運用中のストレージを対象に、リ
アルタイムに重複する冗長なデータを除去する技術を
開発しました。膨大なデータから冗長なデータを高速
に発見するアルゴリズムを開発したことで、従来は困
難であった運用中のストレージからリアルタイムに重
複部分を見つけ削除できるようになりました。本技術
により従来と同等の信頼性を確保しつつストレージ容
量を削減することで、ストレージシステムの消費電力
を 30％以上低減することができ、データセンターの
省電力化に貢献します。
（※１）ストレージ ･･･ データやプログラムを記憶する装置

力を 20%以上削減
することを目指して
います。
（※ 2）1Uサーバ ･･･ サー
バラックに搭載される高
さ 44.45mmのサーバ

新冷却システムを用い空調機風量を低減

リアルタイムで不要データを除去し、ストレージの無駄を削減

相変化冷却の動作

受熱部（CPU） 放熱部

蒸気 液体
蒸気の浮力で上昇 液体の重力で下降

データセンター

重複部分を高速に除去

1Uサーバに実装した相変化冷却モジュール

地下水制御型高効率ヒートポンプシステム

相変化冷却の動作

（データセンターのストレージ容量を削減）

関連プロジェクト／グリーンネットワーク・システム技術研究開発プ
ロジェクト（グリーン ITプロジェクト）／集熱沸騰冷却システムの
開発（2008～ 2012年度）／ 2011年度予算：11.2億円（プロジェ
クト総額）

関連プロジェクト／グリーンネットワーク・システム技術研究開発プ
ロジェクト（グリーン ITプロジェクト）／ストレージシステム向け
省電力技術の開発（2008～ 2012年度）／ 2011年度予算：11.2
億円（プロジェクト総額）

未利用熱の活用や高温熱の効率的生成などを組み合
わせ、システム全体としての効率向上を目指した「次
世代型ヒートポンプシステム研究開発プロジェクト」
の一環として、地下水制御型高効率ヒートポンプシス
テムを開発し信州大学内に設置、実証試験を開始しま
した。今後活用が期待される地下水を熱源とすること
で従来のビルマルチエアコン比 1.5倍以上の効率を
目指し、地下水の温度に応じて高効率運転する水冷式
ヒートポンプシステムの効率、信頼性などを実証して
います。

　　　　　　  1.5倍効率の地下水利用
ヒートポンプ空調、実証試験開始

関連プロジェクト／次世代型ヒートポンプシステム研究開発プロ
ジェクト／地下水制御型高効率ヒートポンプ空調システムの研究開
発（2010～ 2012年度）／ 2011年度予算：8億円（プロジェク
ト総額）

関連プロジェクト／省エネルギー革新技術開発事業（電力需給緊急対策）：次世代電力マネジメントシステムを活用した既存オフィ
スの ZEB化技術の研究開発（2011～ 2012年度）／ 2011年度予算：0.8億円

冬季取水
（温水）

夏季注水
（温水）

夏季取水
（冷水）

冬季注水
（冷水）

地下水流動

取水井 注水井

水質後処理装置

地下水専用
水冷式 HP

（室内顕熱処理用）

水質前処理装置
供給水槽

汎用型 HP
（外気潜熱処理用）

外調機

還気ダクト

給気ダクト

FCU

粘土層

粘土層

粘土層

帯水層

帯水層

空調対象室

全体システム図

OA

LHon

高顕熱型ビル用マルチ

人感センサー

タスク照明

パンチング吹出

CO2
見える化
モニター

明るさ感演出
LED照明

太陽光発電
スマート充放電
コントローラ
スマート充放電
コントローラ

HP
デシカント
パッケージ

HP
デシカント
パッケージ

リチウムイオン
バッテリー

改修後の内観写真

NEDOが採択した ZEB※１化技術事業を含む鹿島建設（株）の ZEBへの取り組みが、2012年 2月「地
球環境大賞※ 2国土交通大臣賞」を受賞しました。
この事業では、既存オフィスビルに再生可能エネルギーを活用した次世代電力マネジメント、人密
度センサーによる省電力型照明制御などの要素技術を取り入れた改修を負荷が少ない短工期で実施し、
一般オフィスに比べエネルギー消費量 50％以上の削減を目標とする実証実験を行っています。
（※１）ZEB（Net Zero Energy Building）･･･ ネット・ゼロ・エネルギー・ビル。年間での一次エネルギー消費量が正味でゼロ
又は概ねゼロとなる建築物
（※２）地球環境大賞 ･･･ 環境保全活動に熱心に取り組む企業等を表彰するもの。フジサンケイグループ主催。

NEDO事業を含む ZEBへの取り組みが地球環境大賞を受賞

グリーンネットワーク・システム技術研究開発プロジェクト（グリーン ITプロジェクト）
環境調和型 IT社会の構築を目的とし、データセンターの 30%以上の省電力化に向けてデータセンターとネットワーク
部分の消費電力の削減技術確立を目指しています。

グリーン IT

グリーン IT

　　　　　　 ヒートポンプ

ZEB

水質制御装置ユニット

水質制御装置ユニット内

水質処理装置

供給水槽 外調機

放熱部

受熱部
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　New Energy and Environmental Technology  エネルギー・環境分野

省エネルギー
世界最高レベルの日本の省エネルギーシステム・技術を引き続き向上させ、
エネルギー・環境問題の解決や日本の競争力の維持・強化に貢献します。
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NEDOとインド政府および新日鉄エンジニアリン
グ（株）、インドのタタ製鉄が共同で進めてきた「コー
クス乾式消火設備（CDQ）※ 1モデル事業」の据付工
事が 2011年 11月に完了しました。
この事業では、CDQをタタ・ジャムシェドプール
製鉄所コークス工場に設置し、従来の湿式消火法から
の転換による省エネルギー効果、煤塵抑制効果やコー
クスの均一化による高炉の安定操業などの有効性を実
証しました。
これにより、年間約 13万 7000tの CO2削減が期
待されます。
（※ 1）コークス乾式消火設備（CDQ）･･･ 従来の湿式法（水）に代
えて乾式法（不活性循環ガス）によって赤熱コークスを冷却し、回収
した熱を製鉄所内の工場用蒸気として利用することによって省エネ
ルギー化を図る製鉄所の消火設備

NEDOとインドネシア政府および JFEエンジニア
リング（株）、インドネシアのセメンパダン社が共同
で進めてきた「セメント排熱回収発電事業」の据付工
事が 2011年 10月に完了しました。
この事業では、セメント製造設備に排熱回収設備な
どを設置することにより、熱エネルギーを回収して蒸
気を発生させ、その高温蒸気を蒸気タービン・発電機
で電気に転換して所内動力源として活用する技術の有
効性を実証しました。
これによる発電能力は 8500kWhとなり、年間約
4万 3000tの CO2削減が期待されます。

インド製鉄所のエネルギー効率を大幅に改善

インドネシアのセメント製造設備の排熱で発電、省エネルギーに貢献

ジャムシェドプール製鉄所
CDQ外観

増設したボイラー　外観

竣工式

竣工式

関連プロジェクト／コークス乾式消火設備（CDQ）モデル事業（イ
ンド）（2006～ 2011年度）／ 2011年度予算：0.1億円

関連プロジェクト／セメント排熱回収発電設備モデル事業（2008～
2011年度）／ 2011年度予算：1.4億円

成  果  ハロゲンや重金属を含む従来の酸化剤に
代えて、環境への負荷を大幅に低減できる過酸化水素
を様々なタイプの機能性化学品の合成に利用するため
の触媒技術の基盤を確立しました。これにより、従来
は難しかった多官能性、高分子量、易加水分
解性および難酸化性といった広汎な種類の基
質のクリーンな酸化が可能となり、ベンチス
ケールで高耐熱・高機能性電子材料、次世代
接着剤、樹脂改質剤、液晶光学材料向けのハ
ロゲン等由来の不純物を含まずクリーンで高
機能な化学品を合成することに成功しました。

意義・今後  環境対策を考慮した化学品製造プロセス
におけるシンプル化、クリーン化、廃棄物の減容化な
どを推進できるだけでなく、産業上有益な新規化合物
の実用化に結びつけることができます。

過酸化水素を用いたクリーンな革新的酸化技術を開発

接着剤
次世代
接着剤

相溶化剤

樹脂
改質剤
相溶化剤

プロジェクトの目標

有機溶媒不要
ハロゲンフリー

基盤技術

タングステン

4級アンモニウム ホスホン酸類

1.高性能触媒の開発
　　触媒設計、条件の最適化、
　　スケールアップ、コスト削減
2.基盤技術の拡大
　　触媒設計指針の確立
　　体系化、融合化

個別課題の完成
　高機能材料の開発、
　エンジニアリング課題の解決

産総研（集中研）

民間四社

①多官能性基質の酸化

昭和電工（株）

②高分子量基質の酸化

電気化学工業（株）

③易加水分解性基質の酸化

荒川化学工業（株）

④難酸化性基質の酸化

JNC（株）

高耐熱
電子材料
封止材封止材

高機能性
電子材料
高機能性
電子材料

液晶光学
材料

液晶光学
材料

関連プロジェクト／グリーン・サステイナブルケミカルプ
ロセスの基盤技術開発／廃棄物、副生成物を削減する革新
的プロセス及び化学品の開発／革新的酸化プロセス基盤技
術開発（2009～ 2011年度）、2011年度予算：1.2億円

これまでほとんど未開拓の分野であった工業ナノ材料※ 1の安全性評価
手法について、その試料調製・計測法に関する手順、リスク評価手法、
および開発した手法を用いたリスク評価結果に基づく作業環境での許容
暴露濃度の提案といった成果を挙げた「ナノ粒子特性評価手法の研究開
発」プロジェクトについて、詳細に紹介すると共に、
欧米の著名研究者 7名を招き、プロジェクト実施者
が討議を行い、のべ 700人の方が聴講しました。
（※ 1）工業ナノ材料 ･･･ 工業的使用を目的にして意図的に製造され
る、１～ 100nm（ナノメートル）の長さ（幅や直径）を持つ材料。
１nmは、１mの 10億分の１。代表的なものとしては、カーボンナ
ノチューブ、フラーレン、二酸化チタンナノ粒子など。

「工業ナノ材料の特性評価・リスク評価手法に関する国際シンポジウム」を開催

CNT（カーボンナノ
チューブ）分科会総
合討論の様子

開催概要／開催日時：2011年 9月 29日～ 30日／参加人数：約 700人／関連プロジェクト：ナノ粒子特性評価手法の研究開発
プロジェクト（2006～ 2010年度）／総予算：20億円

総合講演の様子

「革新的酸化プロセス基盤技術開発」の概要
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環　境
化学品製造プロセスのクリーン化や、廃棄物削減などを目指す
「グリーン・サステイナブルケミカルプロセス」の開発など、
製造現場での環境対策の向上と、省エネルギーや産業競争力強化を目指します。

日本が得意とする省エネルギー技術で、アジアを中心とした
経済発展の目覚ましい新興国などのエネルギー効率向上や、環境問題の解決を実現。
同時に、日本の技術のグローバル市場拡大を目指します。
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成  果  富栄養化による水質汚染の著しい中国雲
南省の滇

て ん

池
ち

を対象に、効率的なオゾン処理システムで
ある NAC（Natural Alive Cycle）システムを導入し、
アオコの発生要因である水中の COD（化学的酸素要
求量）、窒素、りんを除去することにより、湖の水質
を改善すると共に、自然浄化能力の回復を図る実証を
行いました。
　従来のオゾン処理方法の処理性能を保ちつつ、反応
効率を 40％以上向上させ、さらには従来法に比べ、
システム全体での省エネルギー効率を 30％向上させ
ました。また、COD、T-P（全りん）の除去率はそれ
ぞれ 70％、90％以上を達成しました。

オゾンの力で、水質改善と自然浄化能力を同時に実現

関連プロジェクト／環境・医療分野の国際研究・実証プロジェクト：
省水型・環境調和型水循環プロジェクト：オゾン処理による中国湖沼
浄化プロジェクト実証研究事業（2009～ 2011年度）／ 2011年
度予算：0.13億円

T-F: <15mg/L

工業用水
場外処分

再利用
T-F: <15mg/L

フッ素廃水 
T-F: 160mg/L

CaCL2

脱水・乾燥

廃水処理センター

Ca再利用

フッ素除去システム

反応槽 Ca回収膜分離

原水と処理水の比較

成  果  水資源の乏しいシンガポールで、電子産
業の廃水に含まれるフッ素を処理し、その水を工業用
水として再利用する実証を行いました。薬品に塩化カ
ルシウムを使用し、カルシウムリサイクルプロセスを
組み込んだ凝集膜分離法という、新たな
フッ素除去システムの実証を 20m3/D規
模のプラントで実施。消石灰を使用する
従来法に比べ、①省エネルギー 30%、②
カルシウム添加量 40%減、③汚泥 30%
減を達成し、新プロセスの優位性の検証

ができました。
今後、シンガポールを含めて、電子産業の進出によ
りフッ素廃水処理ニーズの高い東南アジア諸国、イン
ドの水ビジネスへの展開を推進していきます。

シンガポールで新たな産業廃水のフッ素処理を実証

関連プロジェクト／環境・医療分野の国際研究・実証
プロジェクト／省水型・環境調和型水循環プロジェク
ト／シンガポールにおける産業廃水の再利用向け処理
技術に関する実証研究／膜分離技術を用いたフッ素含
有排水の再利用に関する処理技術実証研究（2010～
2011年度）／ 2011年度予算：0.24億円

水循環

水循環

成  果  セメント製造工程においては、一部の廃
棄物を原料として利用することができます。ただし、
塩素バイパス技術を用いて廃棄物の塩素を除去する必
要があり、その工程でセメント製造の生産性が低下し
ます。そこで、塩素バイパス技術を高度化し、塩素除
去性能を低下させることなく、熱損失を低減させ、か
つセメント減産量を約 70％低減させることに成功し
ました。
　これにより、セメント需要が大きい中国においても、
セメント減産量を極小化しつつ、高濃度の塩素が含ま
れる都市ごみ焼却灰等の廃棄物を、セメント製造工程
を用いて処理することが可能となります。本成果を足
掛かりに、セメント製造工程を利用した資源循環シス
テムを中国全土へ普及させることを目指します。

セメント製造工程を利用した資源循環のための技術を高度化

関連プロジェクト／省資源型・環境調和型資源循環プロジェクト／ア
ジアにおける資源循環技術実証研究（2010～ 2011年度）／予算：
2.4億円

一体的な資源循環システムの実現

産業廃棄物

大連東泰産業廃棄物処理
有限公司

中間処理場

最終処分場

ごみ焼却場

大連小野田水泥有限公司
（現地セメント工場）

焼却灰

セメント大連市政府

原料

燃料

高生産性塩素バイパス

リサイクル

エネルギー需給の安定と地球環境問
題の解決を目的として、日本の高効率
な CCT（クリーン・コール・テクノロ
ジー）技術の海外普及促進を支援する
FS（Feasibillty Study）調査事業を
実施しました。
2011年度の FSテーマは 8件で、
超々臨界圧発電（USC）が 2件、石炭
ガス化複合発電（IGCC）が 2件、石
炭の改質・クリーン燃料化が 3件、燃
焼シミュレーションなどの運転管理が
1件でした。本調査事業の各テーマが
全て事業化した場合に得られる CO2削
減量の合計は、約 700万 t-CO2／年
を見込んでいます。

凡例：　は調査件数

○石炭ボイラ運転管理技術高度化プロジェクト
　の案件発掘調査（出光興産（株））
○廊坊 IGCCプロジェクトの
　案件形成調査（三菱重工業（株））

○IGCC発電プロジェクトの案件発掘調査（電源開発（株）、日揮（株））
○褐炭からの代替強粘結炭（SCC）プロジェクトの
　案件発掘調査（千代田化工建設（株）、伊藤忠商事（株））

○高効率石炭火力発電所
　新設プロジェクトの
　案件形成調査（中国電力（株））

○石炭起源クリーン燃料製造プロジェクトの
　案件発掘調査（日揮（株））

○褐炭を利用した水素供給・利用
　インフラチェーンプロジェクトの
　案件形成調査（川崎重工業（株））

中国

モンゴル

ポーランド

ブルガリア

インドネシア

豪州

○超臨界石炭火力発電所
　及び CCSプロジェクトの
　案件形成調査（（株）東芝）

世界６カ国８件、日本の優れた高効率 CCT技術の海外普及促進を支援

高効率 CCT技術の海外展開状況（６カ国で FS調査事業を実施）

クリーン・コール・テクノロジー

プラントの一部

シンガポールの電子産業の主要工場地帯であるタンピネスにある実証プラントのフッ素除去概略フロー

原水 処理後
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　New Energy and Environmental Technology  エネルギー・環境分野

環　

境

世界中でニーズが増えている水資源の確保、
また、廃棄物処理をリサイクルで解決する資源循環システムの確立など、
地球環境問題の解決と同時に、日本企業のビジネス展開を後押ししています。

環　

境



産業技術分野
Industrial Technology

資源対策

電子・材料

機　械

バイオ・医療

24

26

28

29

NEDOとポーランド環境省は、2011年 8月、クリー
ンエネルギーやエネルギーの効率化、スマートグリッド
といった分野における今後の協力について、確認を行う
合意書（LOI）に署名しました。
調印はワルシャワのポーランド環境省で行われ、併せ
て、NEDO羽藤副理事長とポーランド環境省クライシェ
フスキー大臣が会談。GIS事業等、これまで実施してき
た両国の良好な協力の重要性を確認すると共に、今後さ
らに、エネルギー・環境分野において、新たな協力の可
能性についても議論を進めていくことに合意しました。 

京都議定書目標達成計画に基づき、CDM（クリーン開発メカニズム）※１や GIS（グリーン投
資スキーム）※２を活用して、クレジット取得や契約相手国の温暖化対策を推進してきました。
NEDOの事業開始以降のクレジット総契約量は 9,755.9万トン※３です。
また、GIS資金による各国の環境対策プロジェクトも大きく進展しています。

2011年度は、765.5万トン※３のクレジットを政府の管理口座へ移転しました。この結果、総
契約量の約 92％のクレジット移転を完了しております。

NEDOは政府からの委託により、2006年度から
京都メカニズムクレジット取得事業を実施しています。

京都議定書目標達成計画に基づき、政府へのクレジット移転や
相手国の温暖化対策を推進しました。

2011年度の政府へのクレジット移転実績量について　

（※１）CDM（Clean Development Mechanism）･･･ 途上国での温暖化対策によりクレジットを生み出す制度。
（※２）GIS（Green Investment Scheme）･･･ 買取資金を環境対策に使用することを条件とした国際排出量取引。
（※３）クレジット量のトン数はいずれも二酸化炭素換算値。

765.5万トン※３

（事業開始以降の移転実績総量　8,959.3万トン※３）
2011年度移転実績

ポーランド環境省とエネルギー・環境分野の協力に関する合意書に署名

調印の様子
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京都メカニズム



希土類磁石

蛍光体

排ガス浄化

超硬工具

精密研磨
透明電極

レアメタル・レアアースとは

ジスプロシウム（Dy）

白金族（ＰＧＭ）

テルビウム（Tb）
ユウロビウム（Eu）

タングステン（W）

セリウム（Ce）
インジウム（In） 

「地球上の存在量が稀であるか、技術
的・経済的な理由で抽出困難な金属」
のうち、工業需要が現に存在する（今後
見込まれる）ため、安定供給の確保が
政策的に重要であるものとして、昭和５
９年の鉱業審議会においてレアメタル
として３０種類の元素、レアアース（希
土類）として１種類（１７元素）の計３１
種類を特定されたものです。

成  果  まずリスク調査を行い、プロジェクトの
対象元素を選定しました。そこで選んだ６鉱種14テー
マについて、それぞれ確かな技術力と戦略を持ったメ
ンバーでチームを結成し、研究開発を行っています。
各用途におけるレアメタル・レアアースの使用量の
20～ 50％以上削減や代替の成功など成果が上がって
おり、早速実用化に成功した事例も出ています。

意義・今後  NEDOでは供給不安が世間の耳目を集め
る前から、レアメタル・レアアースの削減・低減・代
替の技術開発を行ってきました。資源リスク対策にお
いて日本が世界をリードしていくためにも、今後は実
用化へのバックアップをより強力に行います。

レアメタル・レアアースの供給不安に立ち向かい、
素材立国日本の産業競争力を守る代替材料技術の開発を推進

対象鉱種と用途

関連プロジェクト／希少金属代替材料開発プロジェクト（2008～
2013年度）／ 2011年度予算：57億円（2010年度補正予算含む）

成  果  昨今のレアメタル・レアアースの供給不
安の高まりを受けて、代替材料の開発や、使用量の削
減技術、リサイクル技術の実用化を支援するための助
成事業を実施しました。
　全 59件の企業などによる研究開発に対して助成を
行い、レアメタル・レアアースなどを使わずに高性能・
高機能を持つ材料や、使用量を大幅に削減する技術、
また、工程屑や使用済み製品からのリサイクル技術の
開発を支援しました。

意義・今後  これらの技術により、日本が強みを有して
いる、先端技術を用いたものづくりについて、レアメ
タル・レアアースの輸入量の変化や価格動向に大きく
影響されない産業構造を形成することが期待されます。

レアメタル・レアアースなどの供給不安を解消する技術開発を後押し
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研磨材スラリー回収 添加剤添加 ガラス成分分離 上澄の除去

沈殿物→リサイクル

使用済研磨剤スラリーからガラス成分の除去プロセス

ガラス研磨用酸化セリウムのリサイクル技術を開発
（提供：コニカミノルタビジネスエキスパート株式会社）

関連プロジェクト／希少金属代替・削減技術実用化開発助成事業
（2010～ 2011年度）／ 2010年度補正予算額：約 71億円

レアアースの安定供給確保に向
け、その代替・削減に関する研
究開発政策や資源開発動向、リ
サイクルなどについて、日・米・
欧、カナダ、オーストラリアなど
の企業、大学、政府等の専門家
が参加するワークショップを開
催し、レアアース使用量の削減
に関する取り組みを議論しまし
た。NEDOは日本の事務局とし
て、企画立案や専門家の招致な
どで中心的役割を果たしました。

希少元素の供給リスクに対し、省庁の
枠を超えて国一丸となって対策を打つべ
く、経済産業省・NEDOによる「希少
金属代替材料開発プロジェクト」および
文部科学省・JSTによる「元素戦略プロ
ジェクト」の成果発表を行いました。当
日は、「産」「学」「官」を代表するパネ
リストによるパネルディスカッションが
行われ、日本の戦略を議論しました。

レアアースの供給不安解消に向け、日米欧で連携しワークショップを開催 省庁の枠を超えて日本一丸となってレアメタル・レアアース問題に取り組む

関連情報／イベント名：（和表記）レアアース安定供給確保のための日米欧三極に
よるワークショップ（英表記）EU-Japan-US Workshop on Critical Materials
●第１回概要
開催日時：2011年 10月 4日
開催場所：ワシントン D.C.
参加人数：約 150名

●第２回概要
開催日時：2012年３月 28日
開催場所：東京
参加人数：約 160名

関連情報／イベント名：元素戦略／希少金属代替材料開発　第 6回シンポジウム
開催日時：2012年２月 29日
開催場所：東京大学　安田講堂
参加人数：約 400名

ワークショップの様子（第１回） 消費国間の連携を強調（第２回）

ポスターセッション

成果例
●ジスプロシウムなどを含まない磁石を用いた産業用
モータの実現
●ランタン・セリウム不使用のガソリン生産用石油触
媒を開発
●使用済み家電のモータや基板類からの効率的なレア
アース回収技術を実現

成果一覧（2012年 2月現在）
対象鉱種 削減目標 成果実績

インジウム 50％減 45％減
ジスプロシウム 30％減 40％減
タングステン 30％減 20％減、一部代替に成功
白金族 50％減 40％減
セリウム 30％減 50％減、代替に成功
テルビウム・
ユウロピウム 80％減 55％減

成果例
●ジスプロシウムなどを含まない磁石を用いた産業用
モータの実現
●ランタン・セリウム不使用のガソリン生産用石油触
媒を開発
●使用済み家電のモータや基板類からの効率的なレア
アース回収技術を実現

パネルディスカッション
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資源対策
レアメタル・レアアースの供給不安が顕在化する前から、使用量低減技術や
代替材料の開発を推進。さらに、サプライチェーンでつながるレアメタル・レアアース需要国との
国際的な連携も進め、グローバルな視点で資源リスクの緩和に取り組んでいます。

資
源
対
策



意義・今後  最先端の研究開発で創られた鉄鋼分野の
先進技術は、発電プラントや船舶、橋梁といった私た
ちの暮らしを支える鋼構造物の安全性向上や長寿命化
につながります。

成  果  自己組織化技術を応用して、20nm以下
のピッチでビットパターンをディスク円周方向に沿っ
て配列させる技術を開発しました。また、極微小光ス
ポットを生成できる近接場光素子によるエネルギーア

成  果  新材料 SiC（炭化ケイ素）を用いたパ
ワー半導体デバイスを用いることで、電気機器の効率
を大幅に向上できると期待されています。NEDOで
は、世界最高レベルの高品質・大口径６inchの SiC
結晶成長に成功し、また革新的な設計技術によって、
40kWという大電力を、１リットルという小体積で
扱える小型インバータの開発に成功しました。
引き続き、SiCデバイスの本格実用
化に向け、SiC結晶成長・加工技術・
デバイス技術から機器技術に至る、広
範囲の研究開発を行っていきます。

意義・今後  新エネルギーの利用拡大・電気自動車の
普及やこれまでにない電気機器の創出など、SiCパ
ワーエレクトロニクスのニーズは急速な広がりが予想
されています。SiCデバイスの低コスト化・信頼性向
上・高耐圧化などへの対応が求められます。

記録密度 5Tb/in2級の超高密度低消費電力ハードディスクドライブを開発

世界最高レベルの高品質６インチ SiCウエハと、
小型高効率 SiC電力変換器の開発に成功

ハードディスクドライブ

ビットパターンドメディア

記録再生ヘッド

ナノビット
（データ領域）

近接場素子

レーザ

再生素子

ナノビット媒体

ナノビット円周方向配列技術

高品質６inch SiCウエハ 小型高効率 SiC電力変換器（右）

関連プロジェクト／低炭素社会を実現する次世代
パワーエレクトロニクスプロジェクト（2009～
2014年度）／ 2011年度予算：43億円

成  果  鉄鋼材料の高機能化を実現する先進的基
盤技術の開発成果として、高効率火力発電プラント
に使用される耐熱鋼の破断強度を、従来よりも 25～
50％高め、世界最高強度を達成する耐熱鋼の合金設計
指針を確立しました。
　また、高強度鋼板を純アルゴンガス雰囲気中で安定
して溶接できる溶
接技術「クリーン
MIG溶接技術」を
世界で初めて開発
し、高い強度・靱
性で安定して溶接
することに成功し
ました。

成  果  単なるハイブリッド化ではなく、ナノレ
ベルでの界面・分散・構造を制御することにより、電気・
電子材料では「熱伝導性と成形性」、光学材料では「高
屈折率と透明性」という相反機能を両立させることに
成功しました。一例として、絶縁高熱伝導シート材料
では世界最高レベルの 40W/m・Kという熱伝導率と

成形性の両立を達成し、パワーデバイスの熱対策へ大
きく貢献できる性能を示しました。
　また、材料創製の鍵となるナノ粒子を高速・大量連
続合成（10t／年）可能な超臨界水熱合成装置の開発
に世界で初めて成功しました。

意義・今後  相反機能を合理的に制御・実現する基盤
技術開発に支えられた超ハ
イブリッド材料は、半導体
関連部材・光学部材・ディ
スプレイ部材などの多岐に
わたる分野で、日本の部材
産業を支えていきます。

世界初「クリーンMIG溶接技術」など、
省エネルギーで安全・安心な鉄鋼材料の高強度・高機能化基盤技術の開発

有機・無機材料の特長を併せ持つ超ハイブリッド材料の開発

排ガス

ボイラーチューブ
（高温・高圧部）

蒸気タービン

復水器

発電機 電力

ボイラー

燃料

ボイラーチューブ外観

火力発電プラント模式図

従来技術 開発技術

蛇行した
溶接部

安定した
施工性

電離プラズマ
MIG法

プラズマ

アーク

手法 2

1.
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m

新構造の
同軸複層
ワイヤ法

新開発の同軸複層ワイヤ

芯材
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手法 1
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耐熱鋼が使用される火力発電用ボイラーチューブ 開発した高強度鋼板の溶接技術

超ハイブリッド高熱伝導材料

世界初－連続式超臨界水熱合成装置

関連プロジェクト／鉄鋼材料の高強度・高機能化基盤研究開発（2007
～ 2011年度）／ 2011年度予算：4.8億円

関連プロジェクト／超ハイブリッド材料技術開発（2008～ 2011年度）／ 2011年度予算：5.4億円

シスト記録ヘッドによる信頼性の高い磁気記録技術を
開発しました。さらに、高分解能再生ヘッド、高精度
位置決め、およびディスク装置化など個別要素技術を
統合することにより記録密度 5Tb/in2の超高密度低消

費電力ハードディスクドライブ実現への
道筋をつけました。

意義・今後  現行の約８倍の記憶容量を
可能とする磁気記録基本技術の実現へ
の道筋をつけたことにより、データセ
ンター内のハードディスクドライブの
台数削減や小型化による大幅な省電力
化が可能になります。

関連プロジェクト／超高密度ナノビット磁気記録
技術の開発（グリーンＩＴプロジェクト）（2008
～ 2012年度）／ 2011年度予算：5.4億円

ナノビットへのエネルギーアシスト記録

従来のサイズ
開発したインバータ
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電子・材料
産業の要となる電子・情報分野、材料開発において、省エネルギーを実現し
次世代社会を支える技術開発として、出口を見据えたプロジェクトを推進しています。

電
子
・
材
料



センサネットワークに使用されるセンサデバイスの
共通的な課題である、無線通信機能、自立電源機能お
よび超低消費電力機能の搭載を実現する革新的なセン
サを開発し、センサネットワークの導入による、環境
計測やエネルギー消費量などの把握（見える化）およ

びエネルギー消費量の制御（最適化）により、低炭素
社会の実現に寄与します。

エネルギー消費量の見える化・最適化を促進する、革新的センサ開発を開始

エネルギー消費量の見える化と
全体最適化制御

センサネットモジュール
（グリーンセンサ端末）

小型・低消費電力センサ
（グリーンMEMSセンサ）

革新的センサのイメージ

フレキシブルアンテナ

専用 LSI

信号処理 IC

無線チップ

蓄電・発電デバイス

共通プラットフォーム

数ミリ角

事業イメージ

関連プロジェクト／グリーンセンサ・ネットワークシステム技術開発
プロジェクト（2011～ 2014年度）／ 2011年度予算：7.5億円

ヒトの iPS細胞等幹細胞から効率よく心筋細胞など
に分化させ、その細胞をマイクロチップ上に構成的に
配置することで、モデル動物よりも高い確度で、薬（開
発候補化合物を含む）の潜在的なヒト致死性不整脈の
発生を予測する全く新しい創薬スクリーニング（毒性
評価）システムの確立を目指しています。さらに、心
疾患患者由来の iPS細胞を利用することにより、心
毒性等を高精度に予測可能なシステムにします。
このシステムの評価を、国内外の製薬企業で行い、

国際的な基準となる毒性スクリーニングシステムに採
用されることを目指しています。

ヒトの iPS細胞を使い、薬の安全性について調査を推進

iPS細胞から分化
させた心筋細胞

多段インキュベータ
分析モジュール

高速
CCD
カメラ

可動式
光学系

オンライン解析

64ch Amxp.

A/D Box

D/A Box

刺激用 PC

Raw data
保存用 PC

画像解析

アガロース加工

1480nm
LASER

水銀ランプ

10プレート

スライド

長期培養計測

Switching
Box

心筋細胞を用いた創薬スクリーニングシステム

成  果  重症心不全治療に用いる筋芽細胞シート
や、角膜上皮疲弊症治療に用いる上皮細胞シートを、
安定に形状を保ったまま細胞にダメージなく、48時
間保存できる技術を新たに開発しました。また、細
胞シートを一定の温度条件で輸送可能な容器や、細胞
シートの取り扱いを容易にする移植デバイスを開発し
ました。

意義・今後  重症疾患克服のためのキーテクノロジー
として、再生治療実用化のためのレギュラトリーサイ
エンスの確立と、日本発の細胞シートによる再生治療
の普及を推進しています。

細胞シートを 48時間保存可能な技術を開発

東北大

大阪大

東京
女子医大

前臨床試験を経て多施設臨床試験へ

多施設間臨床研究ガイドラインへ
Feed Back

一般医療として
世界普及

1.細胞シートの品質管理技術
2.細胞シート保存技術
3.簡便容易な移植技術

臓器別研究

1.輸送技術の開発
2.多施設臨床研究の実践
3.細胞シート製造拠点
　（自動培養装置）

共通基盤研究

筋芽細胞シート

心臓

角膜上皮シート

細胞シートによる多施設臨床研究を目指した基盤システムの構築

関連プロジェクト／基礎研究から臨床研究への橋渡し促進技術開発／
橋渡し促進技術開発／細胞シートによる多施設臨床研究を目指した基
盤システムの構築（2009～ 2011年度）／ 2011年度予算：1.7億円

成  果  脳神経外科や胸部外科、消化器外科の領域
における診断・治療一体型の内視鏡下手術支援システム
の開発を行いました。これは、７自由度を持つ鉗子やイ
メージング一体型収束超音波プローブなどのマニピュ
レーション・治療技術、正常組織と病巣の適切な検出や
力触覚計測を行うリアルタイムセンシング技術、リアル
タイム計測したデータと内視鏡画像の統合を行う情報統
合処理技術を融合したシステムとなっています。

意義・今後  このシステムにより、手術創が小さく、
正常な臓器機能をできるだけ温存可能にし、患者と医
師双方の負担軽減を実現します。この後、臨床試験、
薬事申請・承認を経て、早期の市場投入を目指します。

患者と医者の負担を軽減する、内視鏡下手術支援システム

関連プロジェクト／がん超早期診断・治療機器の総合研究開発／超低
侵襲治療機器システムの研究開発／内視鏡下手術支援システムの研
究開発（2008～ 2011年度）／ 2011年度予算：5.3億円

「次世代ロボット知能化技術開発プロジェクト」の成果報告
会を開催しました。このプロジェクトではロボットの様々な知
能ソフトウェアをモジュール化することで、効率的に高性能化、
低コスト化を目指しており、プロジェクトで開発したモジュー
ル群やロボットでの実証実験などの結果について口頭発表で
14件の成果報告が行われ、民間企業、大学、研究機関、報道
機関など多くのロボット関係者の方々が参加しました。

次世代ロボット知能化技術開発プロジェクト成果報告会

関連情報／次世代ロボット知能化技術開発プロジェクト成果報告会／ 2012年
2月 24日／ NEDO別館会議室（ラウンドクロス川崎）／参加人数（約 100名）

関連プロジェクト／ヒト iPS細胞等幹細胞を用いた創薬スクリーニ
ングシステムの開発（2008～ 2013年度）／ 2011年度予算：6.5
億円（プロジェクト総額）
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機　械
ネットワークや ITシステムあるいは機器・装置に組み入れられることによって
省エネルギーの実現など、社会的課題解決に貢献するMEMS（Micro Electro Mechanical Systems : 
微小電気機械システム）デバイス技術を活用した技術開発を推進しています。

バイオ・医療
成長が期待される医療・創薬産業において、患者のためのみならず医師の負担も軽減し、
より確実な治療の実現を目指し、医療現場のニーズを受けて
工学的視点で技術開発を行い、形にすることで、新たな治療の可能性に取り組んでいます。



NEDOプロジェクトにかかわる受賞のご紹介
環境技術から医療分野まで、様々な分野で行われている NEDOのプロジェクトは
そのプロジェクト自体やそれにかかわる人たちが、技術的革新性や社会への貢献など
様々な角度から評価され、国内外で数多くの賞を受賞しています。

開発された「ダイボンディングフィルム」は、柔軟性に優
れるアクリルポリマと接着性に優れるエポキシ樹脂とをナノ
レベルで制御することにより、薄さ（約10μm）と高い柔軟
性および接着信頼性を同時に実現し、現在では世界シェアの
過半を得ています。
この技術が確立されたことで、携帯電話、ノートパソコン、
フラッシュメモリ、スマートフォンなど、最新電子機器の小型化・高機能化・大容量化が実現され、関連製品の
普及に大きく貢献しています。

NEDO橋渡しプロジェクトで実施しているアルツハイマー病研究
（J-ADNI: Japanese Alzheimer's Disease Neuroimaging Initiative）
では、アルツハイマー病の克服を目指し全国規模での臨床研究を実施、
超早期アルツハイマー病の画像診断・バイオマーカー・臨床指標の確立
に向け、世界 ADNIとの連携による世界標準の診断法確立を目指してい
ます。今回受賞された岩坪威氏は、J-ADNIのプロジェクトリーダーで
あり、この取り組みが高く評価されました。

半導体積層技術のデファクトスタンダードへ

2011年度産学官連携功労者表彰「内閣総理大臣賞」

米国神経学会「2012年 ポタムキン賞（Potamkin Prize）」

電子機器の小型化・大容量化を可能とする半導体接着技術
～ダイボンディングフィルムの開発～

超早期アルツハイマー病の画像診断・バイオマーカー・
臨床指標の確立に向けた国際連携の取り組み

日立化成工業株式会社 筑波総合研究所 基盤技術開発センタ 主管研究員　稲田禎一氏
山形大学 大学院理工学研究科 機能高分子工学専攻 客員教授 （東京工業大学 名誉教授）　井上隆氏

東京大学 大学院医学系研究科 教授　岩坪威氏

NEDO関連プロジェクト／精密高分子技術プロジェクト（高性能ダイボンドの開発）（2001～ 2007年度）

NEDO関連プロジェクト／基礎研究から臨床研究への橋渡し促進技術開発／アルツハイマー病総合診断体系実用化プロジェクト：根本治療の実
現に向けて（2007～ 2012年度）

大学、公的研究機関、企業などの産学官連携活動における優れた成功事例を表彰するものです。

認知症関連の研究に大きな業績を挙げた研究者を顕彰する目的で、米国ポタムキン家の篤志により、神経疾患関連
では世界最大の米国神経学会が 1988年に創設した国際賞です。

シリコンウエハ

ダイボンディングフィルム 

開発された
ダイボンディングフィルム

接着された半導体チップ

産学官連携功労者表彰とは

ポタムキン賞とは

2011年度産学官連携功労者表彰

第 21回地球環境大賞

経済産業省 「被災地の復旧・復興に貢献された
中小企業の皆様方の取組」の公表

ドイツ・イノベーション・アワード

第 64回米国神経学会（AAN）

米国薬理・治療学会（ASPET）

平成 23年度科学技術分野の文部科学大臣表彰

内閣総理大臣賞
電子機器の小型化・大容量化を可能とする半導体接着技術
～ダイボンディングフィルムの開発～
【受賞者】稲田禎一氏（日立化成工業株式会社 筑波総合研究所 基盤技術開発センタ 主管研
究員）、井上隆氏（山形大学 大学院理工学研究科 機能高分子工学専攻 客員教授、東京工業
大学 名誉教授） 
【NEDO関連プロジェクト】精密高分子技術プロジェクト（高性能ダイボンドの開発）

国土交通大臣賞
ZEB（ゼロエネルギービル）を軸とするサステナブル建築への取り組み
【受賞者】鹿島建設株式会社 
【NEDO関連プロジェクト】次世代電力マネジメントシステムを活用した既存オフィスの
ZEB化技術の研究開発　（※表彰成果の一部）

軽労化技術を用いた装着型筋力補助装置「スマートスーツ・ライト」
【受賞者】株式会社スマートサポート
【NEDO関連プロジェクト】福祉用具実用化開発推進事業／介護労働軽労化のための筋力補
助スーツの開発

ゴットフリード・ワグネル賞 2010
新しいエレクトロクロミック材料の開発と表示デバイスへの応用
（Development of New Electrochromic Materials and Their Application to 
Display Devices）
【受賞者】樋口昌芳氏（独立行政法人物質・材料研究機構 国際ナノアーキテクトニクス研究拠
点 グループリーダー）
【NEDO関連プロジェクト】産業技術助成事業／有機／金属ハイブリッドポリマーを用いた
スマートウインドウの開発

2012年ポタムキン賞（Potamkin Prize）
認知症研究に対する貢献（βアミロイドの形成機構の解明、アルツハイマー病
治療薬の臨床試験に有用な画像・バイオマーカー指標の確立の推進）
【受賞者】岩坪威氏（東京大学大学院 医学系研究科 教授）
【NEDO関連プロジェクト】基礎研究から臨床研究への橋渡し促進技術開発／アルツハイマー
病総合診断体系実用化プロジェクト：根本治療の実現に向けて

Bernard B. Brodie 賞
医薬品の体内動態、薬物間相互作用、遺伝子多型による
個体間変動の予測に関する研究
【受賞者】杉山雄一氏（東京大学 大学院薬学系研究科 教授 )
【NEDO関連プロジェクト】基礎研究から臨床研究への橋渡し促進技術開発／マイクロドー
ズ臨床試験を活用した革新的創薬技術の開発

科学技術賞（開発部門）
歩行理論にもとづく脳卒中片麻痺者のための短下肢装具の開発
【受賞者】川村義肢株式会社
【NEDO関連プロジェクト】福祉用具実用化開発推進事業

科学技術賞（開発部門）
耐熱ガスバリア粘土膜の開発
【受賞者】蛯名武雄氏（独立行政法人産業技術総合研究所 コンパクト化学システム研究セン
ター 研究チーム長）、水上富士夫氏（独立行政法人産業技術総合研究所 ナノシステム研究部
門 招聘研究員）、塚本勝朗氏（ジャパンマテックス株式会社 代表取締役社長）、茂木克己氏（株
式会社巴川製紙所 研究開発本部 技術研究所 シニアリサーチャー）
【NEDO関連プロジェクト】①緊急アスベスト削減実用化基盤技術開発 ②イノベーション推
進事業大学発事業創出実用化研究開発事業

科学技術賞（研究部門）
超臨界・亜臨界流体を用いる地球環境保全技術の研究
【受賞者】佐古猛氏（静岡大学 大学院創造科学技術研究部 エネルギーシステム部門 教授）、
立元（岡島）いづみ氏（静岡大学 工学部 物質工学科 助教）
【NEDO関連プロジェクト】産業技術研究助成事業／亜臨界流体による炭素繊維強化プラス
チックのリサイクル技術の開発

科学技術賞（研究部門）
ニオブ系無鉛圧電セラミックスの研究
【受賞者】柿本健一氏（名古屋工業大学 大学院工学研究科 准教授）
【NEDO関連プロジェクト】産業技術研究助成／自動車用無鉛圧電セラミックスの研究開発

科学技術賞（研究部門）
カーボンナノチューブの高効率金属・半導体分離と応用の研究
【受賞者】田中丈士氏（独立行政法人産業技術総合研究所 ナノシステム研究部門 主任研究員）
【NEDO関連プロジェクト】産業技術研究助成事業／カーボンナノチューブの金属・半導体
型大規模分離技術の開発

若手科学者賞
Cu基形状記憶合金の高性能化とその医療応用の研究
【受賞者】須藤祐司氏（東北大学 大学院工学研究科 准教授）
【NEDO関連プロジェクト】産業技術研究助成事業／操作性・安全性に優れる機能傾斜型
Cu-AI-Mn系医療用ガイドワイヤーの開発

若手科学者賞
金属 -半導体ナノ接合を利用したスピンデバイスの研究
【受賞者】濵屋宏平氏（九州大学 大学院システム情報科学研究院 准教授）
【NEDO関連プロジェクト】産業技術研究助成事業／次世代半導体 Geチャネルを利用した
超低消費電力スピントランジスタの開発

若手科学者賞
ナノバイオ界面現象の原子スケールイメージング技術の研究
【受賞者】福間剛士氏（金沢大学 フロンティアサイエンス機構 特任准教授）
【NEDO関連プロジェクト】産業技術研究助成事業／周波数変調ケルビンプローブ原子間力
顕微鏡による固液界面での原子スケール表面構造・電位分布同時計測技術の開発

若手科学者賞
スピン流がもたらす新しい物理現象の研究
【受賞者】齊藤英治氏（東北大学 金属材料研究所 教授）
【NEDO関連プロジェクト】産業技術研究助成事業／熱材料技術とスピントロニクスの融合
による超高効率な熱電変換技術の開発

経済産業大臣賞
産学官連携コンソーシアムにより粘土膜材料を実用化
～地域資源を利用して環境問題を解決する素材を開発～
【受賞者】蛯名武雄氏（独立行政法人産業技術総合研究所 コンパクト化学システム研究セン
ター 先進機能材料チーム長） 、塚本勝朗氏（ジャパンマテックス株式会社 代表取締役社長）、
黒坂恵一氏（クニミネ工業株式会社 開発部 部長） 
【NEDO関連プロジェクト】①緊急アスベスト削減実用化基盤技術開発 ②大学発事業創出実
用化研究開発事業

日本学術会議会長賞
創薬プラットフォーム技術「RAPIDシステム」の実用化
【受賞者】ペプチドリーム株式会社、菅裕明氏（東京大学 大学院理学系研究科 教授） 
【NEDO関連プロジェクト】ゲノム創薬加速化支援バイオ基盤技術開発／化合物等を活用し
た生物システム制御基盤技術開発

経済産業大臣賞
自動車の軽量化に貢献するエンジニアプラスチック接着技術
【受賞者】青木孝司氏（株式会社デンソー 材料技術部 機能複合材料室 課長）、髙原淳氏（九
州大学 先導物質化学研究所 主幹教授・副所長）  
【NEDO関連プロジェクト】精密高分子技術プロジェクト（接着性制御技術の開発）

環境大臣賞
電動バス及び非接触充電装置の開発
【受賞者】大聖泰弘氏（早稲田大学 大学院環境・エネルギー研究科 教授） 、高橋俊輔氏（昭
和飛行機株式会社 輸送・機器事業本部 開発事業部  IPS・EV事業室 技師長）   
【NEDO関連プロジェクト】①先進電動バスシステムの開発・導入可能性に関する調査 ②先
進電動マイクロバス交通システムモデル事業 ③エネルギー使用合理化技術戦略的開発／非接
触給電装置の研究開発 ④先進電動バスシステムの大都市近郊への適合性に関する調査事業

日本経済団体連合会会長賞
不揮発メモリ（FeRAM）の事業化
【受賞者】石原宏氏（東京工業大学 名誉教授） 、有本由弘氏（株式会社富士通研究所 R&D
マネジメント本部 知財戦略部  エキスパート）、恵下隆氏（富士通セミコンダクター株式会
社 プロセス技術統括部 FRAMプロセス技術部 部長）   
【NEDO関連プロジェクト】①次世代強誘電体メモリの研究開発 ②フォーカス 21 FeRAM
製造技術の開発

文部科学大臣賞
「人間の心情と意図を理解する人工頭脳エンジン」の開発 
【受賞者】青江順一氏（徳島大学 大学院ソシオテクノサイエンス研究部 教授）、樫地真確氏（株
式会社言語理解研究所 代表取締役） 
【NEDO関連プロジェクト】大学発事業創出実用化研究開発事業 ①汎用理解コンパイラの開
発 ②医療診断知識の高速学習技術による医療リスク警告システムの研究

表彰式の様子
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NEDO実用化ドキュメント　～プロジェクトのその後を追う～
NEDOが実施してきた数々のプロジェクトの成果は、
エネルギー・環境問題の解決や、産業競争力の強化など、社会の中で幅広く活用されています。
こうした NEDOの成果には、具体的にどのようなものがあるか、
プロジェクト終了後に、その成果を活かして企業が生み出した最終製品や、
開発されたシステムなどを紹介します。 塗料、印刷インキ、接着剤などに含まれ、光化学スモッ

グの原因物質の一つでもあり、人体や環境へのリスクの
ある揮発性有機化合物（VOC）について、これまで、排
出・使用削減に向けた努力が続けられてきました。
こうした中、宮城県加美町に本社を置く、加美電子工
業（株）は、NEDOの支援を受け、有機溶剤の代わりに
超臨界状態にした二酸化炭素で希釈・吹き付けが可能な
塗装方法を開発しました。すでに自社工場で使用してい
るほか、大手自動車内装部品メーカーの塗装システムに
も導入されています。

NEDOは家庭で手軽に用いるための法規制見直しや徹底
的なコストダウン、耐久性の向上に貢献。エネファームに
都市ガスなどの燃料を供給するエネルギー事業者である東
京ガスでも、NEDOプロジェクトを通じて、燃料電池の開
発と普及のために、この課題に取り組み続けてきました。
2009年の販売開始以来、日本全国で１万台以上が活躍
しています。

代替フロンの一つ、HFC は、業務用冷凍ショーケースなどに使われており、
オゾン層を破壊しない一方で、CO2よりもはるかに高い
温室効果があるといわれています。そこで、自然冷媒で
従来よりも省エネルギー化することに取り組みました。
開発されたノンフロン冷凍機システムは、自然冷媒の
中でも「環境特性」「安全性」「熱的特性」で優れた CO2
を冷媒とし、長年の課題であった高温・高圧へ対応す
ることでようやく市場での実証検証段階となりました。
2010年 9月より全国のスーパーやコンビニでシステム
プロトタイプの検証が開始されています。

東北発の技術を世界へ！
有害物質の出ない革新的塗装技術

水素を利用した“高効率な発電機” 
家庭に設置する燃料電池の開発

CO2冷媒を採用した、
冷凍ショーケース用ノンフロン冷凍機システム

加美電子工業株式会社

東京ガス株式会社

パナソニック株式会社アプライアンス社（旧：三洋電機株式会社） 

塗装の際に使う有機溶剤（シンナー）は、人体や生態系に有害な物質を含んでいますが、
この技術開発の成果によって、それを大幅に削減することができました。

地球温暖化防止の切り札として、
自宅でお湯や電気を生み出す家庭用燃料電池コージェネレーションシステム
「エネファーム」が、2009年 5月、世界に先駆けて販売されました。

CO2冷媒に着目し、従来の代替フロン冷凍機に負けない冷凍効率や
省エネルギー効果を発揮させることに成功しました。

VOC排出量　2/3 削減

二酸化炭素

48%削減

年間消費電力　23%削減

従来の塗装では、塗料に加え、塗料とほぼ同量の薄め液（有機溶剤）
を使用していましたが、加美電子工業（株）が開発した「超臨界二酸
化炭素塗装」は、薄め液を少量の二酸化炭素に替えることで、従来の
VOC排出量の 2/3を削減できました。

排熱をお湯として利用
することで、省エネルギー
や CO2削減を発揮するこ
とができます。

ノンフロン冷凍機システムに「過冷却給湯機」を組み合わせて冷
凍機の冷凍機能を高め、消費電力を削減。さらに排熱を利用した給湯
（65℃）が可能で、夏場のピーク電力を抑えることもできます。こう
した複合的効果により、年間消費電力を 23％削減が可能となりました。

加美電子工業（株）が塗装加工したデ
ジタルカメラのボディ。均質な塗装面
や光沢の美しさなどへの評価が高い

冷凍機システムと同時に CO2冷媒に対
応したノンフロン冷凍リーチインショー
ケースも開発

この「NEDOプロジェクト　実用化ドキュメント」は、ウェブサイトでさらに多くの事例を詳しく紹介しています。　　　　　　　　　ぜひご覧ください。　　　　　　　　http://www.nedo.go.jp/hyoukabu/jyoushi/

再点検の前後の例（家庭用燃料電池の場合）

電気主任技術者の
管理・常駐

すべて不要
保安規程作成・届出、
発電設備設置届出

窒素ガスボンベの
設置・交換が必要

設置離隔距離
（3m以上）

前 後

FC FC

加美電子工業（株）が開発した超臨界
二酸化炭素塗装システム

CO2冷媒に対応したノンフロン
冷凍リーチインショーケースと
CO2ロータリー 2段圧縮コンプ
レッサー

NEDOプロジェクト

NEDOプロジェクト

NEDOプロジェクト

有害化学物質リスク削減基盤技術研究開発　（2007～ 2008年度）

固体高分子形燃料電池システム普及基盤整備事業（2000～ 2004年度）　ほか

ノンフロン型省エネ冷凍空調システムの開発　（2005～ 2007年度）

 注目！

 注目！

 注目！

エネファームの耐久性を担保するシステム評価試験

エネファーム
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NEDOは、東京ビックサイトで開催された「第 42
回東京モーターショー 2011」において、一般社団法
人日本自動車工業会と共催で、「SMART MOBILITY 
CITY 2011（SMC2011）」を開催し、安心と快適
を実現しながら環境に優しい「街：スマートコミュ
ニティ」「車：次世
代自動車」および「交
通システム：ITS」
が一つになった社会
の形を、世界に向け
て発信しました。

「2011国際ロボット展」に出展。サービスロボット
の早期事業化を目指した「生活支援ロボット実用化プロ
ジェクト」と、ロボットとソフトウェア・モジュールの
基盤整備を促進
する「次世代ロ
ボット知能化技
術開発プロジェ
クト」における、
成果に関する展
示とセミナーを
開催しました。

SMART MOBILITY CITY 2011 2011.12.2～ 12.11 2011国際ロボット展 2011.11.9～ 11.12

nano tech 2012 2012.2.15～ 2.17

イノベーション・ジャパン 2011-大学見本市 2011.9.21～ 9.22

未来の社会に貢献！
ナノテク・材料分野の成果を社会に
「nano tech 2012 第 11 回 国際ナノテクノロジー
総合展・技術会議」に出展。「未来のものづくり」「未
来のまち」「未来のオフィス」「未来の暮らし」をテー
マに、レアアースを削減した透明電極、世界最細のイ
ンクジェット銅配線、次世代の有機 EL照明など数多
くの試作品展示を行いました。

国内最大規模の
産学マッチングイベント
NEDOは、JST（科学技術振興機構）と共催で「イ
ノベーション・ジャパン 2011-大学見本市」を東京
国際フォーラムで開催。産学のマッチング促進や研
究成果の社会還元を目的に、大学等の優れた研究成
果を一堂に集め、産業界に広く紹介しました。本イ
ベントには約 300を超える大学・企業等が参加、の
べ 28000人を越える来場者が集まり、盛んな情報
交換が行われました。

2011年度のイベント
海外での情報発信効果的な情報発信の場として、多くの方が集まる国内外のイベントや展示会に出展。

未来を担う子どもたちに向けたイベントも積極的に開催しています。

NEDO羽藤副理事長の主催者挨拶（右から、インド国家計画委員会
チャトルベティ委員、TERIパチャウリ所長、DMICDCカント総裁）

NEDO展示ブース

インド　アブドラ新・再生可能エネルギー大臣

パネルディスカッション

UAE　ムハンマド皇太子会場の様子

NEDO展示ブースの様子

主催者挨拶をする渡邊理事 NEDO展示ブースの様子

NEDOは、アラブ首長国連邦（UAE）アブダ
ビ首長国で開催された世界有数のエネルギー環境
技術の展示会「World Future Energy Summit 
2012」に出展し、NEDOの最新の取り組みと
して中東・北アフリカ地域での実証事業、スマー
トコミュニティや再生可能エネルギー分野の技術
などを紹介しました。会期中は UAEのムハンマ
ド皇太子やナヒヤーン高等教育・科学研究大臣を
はじめ、連日多くの来場者が訪れました。18日
には、パネルディスカッション「Technology 
Leaders in Future Energy」に NEDO古川理
事長がパネリストとして参加し、クリーンエネル
ギー技術について活発なディスカッションを行い
ました。

NEDOは、インド・エネルギー資源研究所（TERI）と共同で、
インド・ニューデリーにおいて、「第 4回日印エネルギーフォーラ
ム」を開催。TERIパチャウリ所長、NEDO羽藤副理事長の挨拶に
続き、インド国家計画委員会チャトルベディ委員、経済産業省朝
日審議官から、フォーラムの意義と NEDOの役割への期待につい
て意見が交わされました。

開催日／ 2011.12.17　会場／東京ビッグサイト
NEDOが 1989年から毎年開催し、今回で 23回目を迎える「新エネ・太陽電池工作コンクール」では、
日本最大級の環境展示会「エコプロダクツ 2011」会場の特設ステージで、今年も上位入賞者の表彰
式を行いました。
表彰式では、受賞した子どもたちから作品の発想

や工夫した点などの説明
があり、新エネルギーや
太陽光という次世代のエ
ネルギーを活用して、生
活をより便利にする様々
なアイデアが披露されま
した。

World Future Energy Summit 2012 2012.1.16～ 1.19

第 4回日印エネルギーフォーラム 2012.1.31

第 23回「新エネ・太陽電池工作コンクール」表彰式開催

NEDOデザイン賞「ひまばち」 上位入賞者と審査員の皆さん
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