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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
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水素還元高炉用コークス製造技術
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吸収塔

循環社会構築型光触媒産業創成プロジェクト
（2007～2012年度）／2012年度予算：0.4億円関連プロジェクト概要

プロジェクト終了後、東京大学、参画企業を中心としたコン
ソーシアムを組織し、さらなる光触媒市場の拡大を目指し

て製品化・事業化検討を進めています。

プロ
ソーシ

て製品化・事業化検討を進めています。

意義
今後

新しい原理に基づき、従来に比べて可視光感度10倍の光触
媒材料を開発しました。この材料は優れた抗菌効果に加え、

これまでは実現困難とされていた抗ウイルス性能にも優れており、
可視光照射時にウイルスの数は1時間で7桁減少、99.99999%の
ウイルスを不活化することを確認しました。
　さらに、この光触媒材料を適用した製品を病院・空港に設置、長期に
わたる実証試験を実施し、実空間においてもその効果を確認しました。
　また、すでに一部製品化が進行しています。

新しい原理に基づき、従来に比べて可視光感度10倍の光触
媒材料を開発しました。この材料は優れた抗菌効果に加え、

これまでは実現困難とされていた抗ウイルス性能にも優れており、

成果

抗菌効果に加え、抗ウイルス性能も備えた
高感度可視光応答型光触媒の開発・実証試験に成功

■ 技術開発概要

■ 開発した光触媒材料と適用製品例

■ 水処理膜分離技術概要

■ 高炉ガス（BFG）からのCO2分離回収  

EAGLEパイロット試験設備

性能評価試験の結果概要（CAT-1、CAT-30）ベンチプラント（1t/d） CAT-1 プロセス評価プラント（30t/d） CAT-30

本技術は石炭のクリーン利用システム構築に
向けた「資源の有効利用」、「地球環境問題」

の観点から社会的要求が高い技術であり、2013年度
までパイロット規模開発を着実に進めていく予定です。

意義
今後

塩素添加により前処理工程を簡略化できることでRO
膜処理プロセス全体の大幅なエネルギー削減が可能と

なります。今後は、2017年に最終処分場浸出水を対象とした
実用機納入に向けて実用サイズでの実証試験を進めていきます。

塩素添加により前処理工程を簡略化できることで
膜処理プロセス全体の大幅なエネルギー削減が可能と

なります。今後は、

意義
今後

J-POWER若松研究所に設置されているEAGLE（Coal Energy Application 
for Gas, Liquid and Electricity）パイロット試験設備を活用し、石炭ガス

化プロセスからのCO2分離回収試験を実施しています。IGCCを高効率化させるに
従い、系統内プロセスが高圧になるため、高圧プロセスに適したCO2分離回収法
として物理吸収法を採用し、最適運用手法の確立を目指しています。物理吸収法の
試験設備は2011年度末に据付工事を完了させ、2012年度からは物理吸収液循
環量などのパラメータ変化試験を開始しました。

成果

次ステップでは10m3規模の試験高炉を建
設し、これまでに得られた要素技術の開発

成果と課題を反映させパイロットレベルでの総合実
証試験を行います。

次ステップでは
設し、これまで

成果と課題を反映させパイロット

意義
今後

鉄鉱石の還元材としてコークス（炭素）の代わりに一部水素を使用する
水素還元を採用することにより、低炭素化、省資源化を狙っています。

　2012年度は要素技術開発の最終年度として、水素還元に関するラボレベルでの
検討結果を海外ミニ試験高炉で確認しました。また、CO2の分離・回収エネルギー
の低減に加え、製鉄所内の未利用低温排熱エネルギーなどを回収利用することで、
CO2削減と共に製鉄所全体として省エネルギーを目指しています。これまでに
CO2化学吸収液の高性能化により必要エネルギーを低減し2.0GJ/t-CO2の
見通しを得ることができました。

鉄鉱石の還元材としてコークス（炭素）の代わ
水素還元を採用

2012年度は要素技術開発

成果

CO2を削減する革新的製鉄プロセスの開発

高効率石炭ガス化複合発電（IGCC）向けCO2分離回収の最適化

従来のRO膜は膜の汚れを防ぐための殺菌や洗浄に用いる
薬品への耐久性が低く、複雑で多くのエネルギーを消費す

る前処理が必要でした。そこで精密な分子設計技術と均一な細孔構
造形成技術を用いて試作した耐薬品性新素材により、現在のポリア
ミド膜や酢酸セルロース膜に比べ数倍の耐薬品性能を持つ高透水性
RO膜を開発しました。この新素材膜はこれまで困難であった塩素
などの常時薬品添加による連続運転を可能とし、排水処理などでの
従来にないRO膜プロセスの構築ができます。

従来の
薬品への耐久性が低く、複雑で多くのエネルギーを消費す

る前処理が必要でした。そこで精密な分子設計技術と均一な細孔構

成果

耐塩素性新素材RO膜による革新的な水処理膜分離技術を開発

関連プロジェクト概要

環境調和型製鉄プロセス技術開発（2008～2012年度）／
2012年度予算31.2億円

関連プロジェクト概要
ゼロエミッション石炭火力技術開発プロジェクト（1992～2017年度）
／2012年度予算：37.7億円 

関連プロジェクト概要
省水型・環境調和型水循環プロジェクト（2009～
2013年度）／2012年度予算額：5.5億円
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本技術は石炭のクリーン利用システム構築に
向けた「資源の有効利用」、「地球環境問題」

の観点から社会的要求が高い技術であり、2013年度
までパイロット規模開発を着実に進めていく予定です。

本技術は石炭のクリーン利用システム構築に
向けた「資源の有効利用」、「地球環境問題」

の観点から社会的要求が高い技術であり、2013年度
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今後

J-POWER若松研究所に設置されているEAGLE（Coal Energy Application
for Gas, Liquid and Electricity）パイロット試験設備を活用し、石炭ガス

化プロセスからのCO2分離回収試験を実施しています。IGCCを高効率化させるに
従い、系統内プロセスが高圧になるため、高圧プロセスに適したCO2分離回収法
として物理吸収法を採用し、最適運用手法の確立を目指しています。物理吸収法の
試験設備は2011年度末に据付工事を完了させ、2012年度からは物理吸収液循
環量などのパラメータ変化試験を開始しました。

J-POWER
for Gas, Liquid and Electricity

化プロセスからの

成果

高効率石炭ガス化複合発電（IGCC）向けCO2分離回収の最適化

関連プロジェクト概要
ゼロエミッション石炭火力技術開発プロジェクト（1992～2017年度）
／2012年度予算：37.7億円 

環　境

環境・資源・エネルギー制約を克服し、環境と経済を両立し
持続可能な発展を実現するため、環境技術開発を推進し、
地球温暖化問題の克服、環境と調和する循環型社会の実現、
安全・安心な社会の構築に貢献します。

環境・資源・エネルギー制約を克服し、環境と経済を両立し
持続可能な発展を実現するため、環境技術開発を推進し、
地球温暖化問題の克服、環境と調和する循環型社会の実現、
安全・安心な社会の構築に貢献します。
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KYOTO
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KYOTO京都メカニズム
 MECHANISMS CREDIT

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。事業開始以降のクレジット総契約量
は9752.8万トン※３です。
また、GIS資金によるプロジェクトの特定が進み、環境対策が大きく進展しました。

　2012年度は、406.0万トン※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96％のクレジット移転を完了しております。

2012年度の政府へのクレジット移転実績量について

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。

（※1）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）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。

　NEDOは、カタールのドーハで開催された第18回国連気候変動枠組条約締約国
会議・第8回京都議定書締約国会議（COP18／CMP8）において、日本経済団体連合
会との共催でサイドイベントを行い、エネルギー関連の低炭素技術開発と普及の
ための海外実証の重要性や、京都メカニズムを補足する新しいアプローチの取り
組みを紹介しました。

406.0万トン※32012年度
移転実績

事業開始以降の
移転実績総量 9365.4万トン※3

COP18で低炭素技術の重要性と普及の可能性をアピール
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