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組織としての取り組みごあいさつ ハイライト エネルギー・環境分野 産業技術分野
環境負荷低減に
向けた取り組み

ガスタービンと蒸気タービンによるコンバインドサイクルに燃料電池を加えた、トリプル
コンバインドサイクルの実用化に向け、事業用の燃料電池セルスタックや燃料電池とコン

バインドサイクルとの連携技術の技術開発を開始しました。

ガスタービンと蒸気タービンによるコンバインドサイクルに燃料電池を加えた、トリプル
コンバインドサイクルの実用化に向け、事業用の燃料電池セルスタックや燃料電池とコン

バインドサイクルとの連携技術の技術開発を開始しました。

成果

トリプルコンバインドサイクルの実用化へ

固体酸化物形燃料電池として高圧環境下での
発電特性や耐久性の検証、SOFCとガスタービン

の連携技術の開発、ガスタービンとしてはガスタービン
本体の構造検討や燃焼器などの要素技術開発を行います。

固体酸化物形燃料電池として高圧環境下での
発電特性や耐久性の検証、

の連携技術の開発、ガスタービンとしてはガスタービン

意義
今後

ＳＯＦＣトリプルコンバインドシステム

関連プロジェクト概要

固体酸化物形燃料電池を用いた事業用発電
システム要素技術開発（2012～2013年度）／
2012年度予算：8.8億円

ガスタービンガスタービンガスタービン SOFC

ガスタービンと蒸気タービンによるコンバインドサイクルに燃料電池を加えた、トリプル
コンバインドサイクルの実用化に向け、事業用の燃料電池セルスタックや燃料電池とコン

ガスタービンガスタービンガスタービンガスタービン蒸気タービン

燃料電池自動車に関して、産業界が一般販売の開始を目指す
2015年が目前となりつつある中、水素ステーションの整備が

喫緊の課題であり、NEDOは、技術開発と実証事業を組み合わせて、機器
の開発、規制の見直し、社会受容性向上という重要な課題への対応を、産
業界と密接に連携を取りながら加速的に推進しています。2012年度の
成果として、本格的商用水素ステーションを3カ所建設しました。

燃料電池自動車に関して、産業界が一般
2015

喫緊の課題であり、

成果

商用水素ステーションの実証運転開始へ

水素ステーション

本格的商用水素ステーションにて、実際に利用者に
水素を供給するための水素ステーションの実用性、

利便性を実証し、2015年
の燃料電池自動車の初期
市場創出を支援します。

本格的商用水素ステーションにて、
水素を供給するための水素

利便性を実証し、

意義
今後

2 0 1 2 年 1 2 月に大型放射光施設
「SPring-8」に燃料電池専用の「先端

触媒構造反応リアルタイム計測ビームライン
（BL36XU）」を設置しました。高輝度の放射光を
当てることで、電極で起こる現象がリアルタイムで
計測可能であり、これにより燃料電池の性能の
向上と共に低コスト化への実現が期待できます。

2 0 1 2
「

触媒構造反応

成果

低コスト化実現に向けて
先端触媒構造反応リアルタイム計測ビームライン完成

本ビームラインを用いて、燃料電池触媒の反応や劣化メカニズムの解析
を行い、その結果から燃料電池の飛躍的な性能向上と低コスト化を実

現する、低白金・脱白金化を見据えた新規燃料電池触媒の開発を加速します。

本ビームラインを用いて、燃料電池触媒の反応や劣化メカ
を行い、その結果から燃料電池の飛躍的な

現する、低白金・脱白金化を見据えた

意義
今後

ニズムの解析
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準単色アンジュレーター光用
ビームライン輸送系機器

施設
専用の「先端

リアルタイム計測ビームライン
度の放射光を

ることで、電極で起こる現象がリアルタイムで
可能であり、これにより燃料電池の性能の

化への実現が期待できます。

基幹チャンネル

水平偏向ミラー

固体高分子形燃料電池実用化推進技術開発（2010～2014年度）／2012年度予算：41.0億円関連プロジェクト概要

地域水素供給インフラ技術・社会実証（2011～2015年度）／2012年度予算：32.7億円関連プロジェクト概要

先端触媒構造反応リアルタイム計測ビームライン完成先端触媒構造反応リアルタイム計測ビームライン完成
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FUEL燃料電池

水素社会の実現に向けて

水素社会実現に向けて、2015年に一般商用化される
燃料電池自動車や産業用燃料電池の技術開発と共に、
燃料電池の低コスト化に向けたプロジェクトを推進しています。

水素社会実現に向けて、2015年に一般商用化される
燃料電池自動車や産業用燃料電池の技術開発と共に、
燃料電池の低コスト化に向けたプロジェクトを推進しています。

NEDOの
マネジメント

CELLS
SOLLAR

CELLS
SOLLAR

CELLS
SOLLAR太陽電池

太陽光発電、未来へ CELLS
太陽光発電の自立普及に向け着実な
効率向上と低コスト化を進めると共に、設置先の拡大を目指して
次世代型太陽光発電システムの実用化を加速しています。

太陽光発電の自立普及に向け着実な
効率向上と低コスト化を進めると共に、設置先の拡大を目指して
次世代型太陽光発電システムの実用化を加速しています。

NEDOの
マネジメント

■ 実証事業イメージ

将来的に大幅な低コスト化が期待されると共に、少ない
光でも発電し、真夏の暑い日でも発電量が下がりにくく、

軽量で加工が容易とされる有機系太陽電池に関する実証プロ
ジェクトを開始しました。

将来的に大幅な低コスト化が期待されると共に、少な
光でも発電し、真夏の暑い日でも発電量が下がりにくく、

軽量で加工が容易とされる有機系太陽電池に関する実証

成果

有機系太陽電池の実証プロジェクトをスタート

発電特性と設置特性を活かした建材一体型システム、
設置特性とデザイン特性とを活かした車載型システム

などの開発を行い、2010年代後半の実用化を目指した製品用
途開拓を行います。

発電特性と設置特性を活かした建材一体型システム、
設置特性とデザイン特性とを活かした車載型システム

などの開発を行い、2010年代後半の実用化を目指した製品用

意義
今後

世界最高変換効率の太陽電池セル

独立電源型（モジュール＋充放電コントローラー）

車載型システム（三菱化学（株）研究所内）

「革新的太陽光発電技術研究開発」プロ
ジェクトの一環として、インジウムや

ガリウムなど、2種類以上の元素からなる化合
物を材料に用いて、光吸収層を3層重ね、各層
で異なる波長の光を吸収させることで、高い

変換効率を実現する化合物3接合型太陽電池
について技術開発を実施しました。その結果、
2012年５月に世界最高レベルの集光時セル
変換効率43.5％を達成し、12月にも世界最高の
非集光時セル変換効率37.7％を達成しました。

「革新的太陽光発電技術研究開発」プロ
ジェクトの一環として、

ガリウムなど、

成果

世界最高レベルの変換効率達成へ

太陽光発電の「モジュール変換効率40%超」かつ「発電
コスト7円/kWh」を達成するための探索研究を今後も

継続して行い、2030年以降の実用化を目指します。

太陽光発電の「モジュール変換効率40%超」かつ「発電
コスト7円/kWh」を達成するための探索研究を今後も

継続して行い、2030年以降の実用化を目指します。

意義
今後 太陽エネルギー技術研究開発（2008～2014年度）／

2012年度予算：104.3億円
関連プロジェクト概要

太陽エネルギー技術研究開発(2008～2014年度）
／2012年度予算：104.3億円

関連プロジェクト概要

軽量で加工が容易とされる有機系太陽電池に関する実証プロ などの開発を行い、2010年代後半の実用化を目指した製品用
途開拓を行います。

系統連携型（モジュール＋パワコン）

建材一体型システム（岡山県・仙台市など）

低コスト製造、薄膜、軽量、加工が容易、
意匠性、電流／電圧設計の自由度

有機薄膜太陽電池モジュールのイメージ

低コスト製造、薄膜、軽量、加工が容易、
意匠性、電流／電圧設計の自由度特徴



省エネルギー ENERGY
CONSERVATIONCONSERVATION

ENERGY
CONSERVATION

ENERGY
世界最高レベルにある日本の省エネルギーシステム・技術を
引き続き向上させ、エネルギー問題の解決や
日本の競争力の維持・強化に貢献します。

世界最高レベルにある日本の省エネルギーシステム・技術を
引き続き向上させ、エネルギー問題の解決や
日本の競争力の維持・強化に貢献します。

NEDOの
マネジメント

CONSERVATIONエネルギーを徹底的に利用するCONSERVATION
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外気導入装置
（グリーンユニット）

液冷および電流直流化を考慮したファンレスサーバ

サーバの省電力運用

直流電源供給と
電源アダプティブ制御

2950mm

3000mm

7800mm

液冷方式による抜熱
7800mm

モジュール

クーリングタワー

5.先頭車追尾制御

4.障害物との衝突回避制御4.障害物との衝突回避制御4.障害物との衝突回避制御

1.隊列形成1.隊列形成1.隊列形成

3.車間距離維持制御

5.先頭車追尾制御5.先頭車追尾制御

2.車線保持制御

超電導電力ケーブル
カットモデル 高温超電導ケーブル終端接続部

車間距離4mでの隊列走行実験風景

■ 要素技術の活用イメージ図

■ 次世代モジュール型データセンタ

超電導電力ケーブル
カットモデル

NEDOは、大型車・小型車混在で操舵制御と速度（車間）制
御を行う自動運転・隊列走行の実験に成功しました。これま

での技術開発の成果である隊列形成、車線保持制御、車間距離維持
制御、障害物との衝突回避制御、先頭車追尾制御など、様々な要素
技術を活用し、トラック4台で時速80km、車間距離4mの隊列走行を
実現しました。

NEDOは、大型車・小型車混在で操舵制御と速度（車間）制
御を行う自動運転・隊列走行の実験に成功しました。これま

での技術開発の成果である隊列形成、車線保持制御、車間距離維持

成果

大型トラックの自動運転・隊列走行実験に成功

NEDOはエネルギー問題の解決に貢献するため、「エネ
ルギー利用最適化データセンタ基盤技術」および「革新的

省エネルギーネットワーク・ルータ技術」について技術開発を行い
ました。具体的には、データセンタの年間消費電力量を30％以上
削減可能なエネルギー利用の最適化を実現するデータセンタに
関する基盤技術の確立と、ネットワーク部分の年間消費電力量を
30％以上削減する革新的な省エネルギー化を可能とするネット
ワーク・ルータに関する要素技術の確立に取り組んできました。
　この統合的成果の一つとして、省エネルギー技術を結集した
「次世代モジュール型データセンタ」を（独）産業技術総合研究所内
に構築し、高電圧直流給電技術、サーバ液冷技術、グリーンクラウド

運用技術、データセンタモデリング・評価技術と外気導入技術を
組み合わせて、データセンタにおけるエネルギー利用効率を最適化
し、消費電力を30％削減可能な基盤技術を確立しました。

NEDO
ルギー利用最適化データセンタ基盤技術」および「革新的

省エネルギーネットワーク・ルータ技術」について技術開発を行い

成果

本プロジェクトで開発した自動追従システムや車車間通信
を用いた車間距離制御システムなどは、各種の運転支援

システムにも転用可能であり、走行のスムーズな制御、運転の安全
性向上、交通流の円滑化、交通容量の増大や高齢化社会における
安全で環境に優しいモビリティ確保に貢献し、燃費の向上、運輸
コストの低減が期待できます。

本プロジェクトで開発した自動追従システムや車車間通信
を用いた車間距離制御システムなどは、各種の運転支援

システムにも転用可能であり、走行のスムーズな制御、運転の安全

意義
今後

NEDOは、高温超電導ケーブルの適用により社会の重要
なインフラである電力供給システムの一層の安定化およ

び効率化を図るために、ビスマス系線材を用いた超電導ケーブルと
冷却システムなどを統合した超電導電力ケーブルシステムを実系統
に連系した実証試験を開始しました。これにより、運転、保守を含めた
総合的な信頼性の実証と共に、革新的な
高効率送電技術の開発・検証を行います。
　また、ビスマス系よりも製造技術の
難易度が高い反面、高性能が期待される
イットリウム系高温超電導材料につい
ても世界最高性能の超電導線材を開
発し、これを用いた世界最高電圧・
最大容量の超電導ケーブルの開発
に成功しました。

NEDOは、高温超電導ケーブルの適用により社会の重要
なインフラである電力供給システムの一層の安定化およ

び効率化を図るために、ビスマス系線材を用いた超電導ケーブルと

成果 本実証試験を通じて、安定的かつ高効率な電力供給のた
めの技術開発を行い、超電導ケーブルの初期市場形成と

新規産業の創出に貢献することを目指しています。また、地球環境
問題解決への貢献が期待できる超電導電力ケーブルシステムの
実用化に向け、引き続き積極的に技術開発に取り組んでいきます。

本実証試験を通じて、安定的かつ高効率な電力供給のた
めの技術開発を行い、超電導ケーブルの初期市場形成と

新規産業の創出に貢献することを目指しています。また、地球環境

意義
今後

インターネットを活用した多種多様なサービスの拡大に
ともない、データセンタとネットワークトラフィックが

急増しており、今後もその増加傾向が続くと推測されています。
データセンタとネットワークで消費される電力量を削減し、持続
可能なIT社会の実現に貢献します。

インターネットを活用した多種多様なサービスの拡大に
ともない、データセンタとネ

急増しており、今後もその増加傾向が続くと推測されています。

意義
今後

データセンタの年間消費電力量を
30％以上削減可能な基盤技術を確立

国内初となる超電導電力ケーブルシステムの
実系統連系による実証試験を開始

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）（2008～2012年度）／2012年度予算：17.2億円関連プロジェクト概要 超電導技術研究開発（2007～2013年度）／2012年度予算：34.5億円関連プロジェクト概要

エネルギーITS推進事業（2008～2012年度）／2012年度予算：9.1億円関連プロジェクト概要




