
世界的に高い技術を有する材料産業は、日本の製造業全体を支えるだけでなく、
省エネルギー社会の実現にも不可欠です。
NEDOは、化学および非鉄分野などにおいて革新的材料の実用化を加速させ、
新市場の創出や省エネルギー社会の実現に貢献します。

NEDOプロジェクトの開発成果がコア技術として活用された製品などを
「NEDOインサイド製品」と定義付け、
これまでNEDOが携わってきたプロジェクト成果が、
どのように社会に活用されてきているかを調査しています。

世界的に高い技術を有する材料産業は、日本の製造業全体を支えるだけでなく、
省エネルギー社会の実現にも不可欠です。
NEDOは、化学および非鉄分野などにおいて革新的材料の実用化を加速させ、
新市場の創出や省エネルギー社会の実現に貢献します。

NEDOの
マネジメント

MATERIALS
TECHNOLOGY

MATERIALS
TECHNOLOGY

MATERIALS
TECHNOLOGY未来を拓くナノテクノロジー

材　料
TECHNOLOGY

NEDO
INSID
NEDO
INSID
NEDO

E
NEDO

E
NEDO

NEDOから生まれた製品
NEDOインサイド

INSIDE
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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

グリーン・サステイナブルケミカルプロセス基盤技術開発（2009～2015年度）／2012年度予算：24.7億円関連プロジェクト概要

革新的次世代低公害車総合技術開発（2004～2008年度）関連プロジェクト概要

半導体CNTインク
（電子機器用等）
半導体CNTインク
（電子機器用等）

透明な電極シート
（ディスプレイ用等）（ディスプレイ用等）

金属のように
熱を伝えるゴム

単層CNTの構造

生成された単層CNT

カーボンナノチューブ（CNT）は、ディスプレイ・航空機
などの軽量化・高機能化を実現する材料として注目されて

います。特に、良質な単層CNTは、超軽量・高強度・高熱伝導率などの
多くの優れた特徴を持つ材料ですが、大量合成や複合化が難しく、
現在まで実用化には至っていません。このような状況の中、本プロ

ジェクトでは、2012年度から世界で初めて単層CNTやその複合材
のサンプル提供を開始しました。現在国内数十社でサンプル評価
が行われています。また、2013年度には日本ゼオン（株）から量産
品のサンプル提供が開始される予定です。

カーボンナノチューブ（
など

います。特に、良質な単層

成果

世界初、良質なカーボンナノチューブのサンプル提供を開始

関連プロジェクト概要

低炭素社会を実現する革新的カーボンナノチューブ複合材料開発
プロジェクト（2010～2014年度）／2012年度予算：22.5億円

関連プロジェクト概要

精密高分子技術プロジェクト（2001～2007年度）

良質なCNTのサンプル提供開始は、例えば
「電気の通るゴム」といった従来にない新しい

材料や新規用途開拓の呼び水となり、国内企業におけ
る早期事業化を加速させるものと期待しています。

良質な
「電気

材料や新規用途開拓の呼び水となり、国内企業に材料や新規用途開拓の呼び水となり、国内企業に

意義
今後

IPA製造装置に設置した分離膜実証試験装置

破壊試験の結果、従来品（左）は割れてしまうが、衝撃吸収ナイロン（右）は空き缶のように潰れただけ。
この後復元も可能

SKYACTIV-D搭載車種：CX-5(左)、アテンザ(右)

プロジェクト終了後の2014年度からは、無機脱水膜を複数組み合わせ、
製品品質レベルまで脱水する実証試験を開始し、早期の実用化を目指し

ます。また、並行して開発している耐酸性無機膜により、IPAより製造量の多い酢酸
の脱水プロセスへの適用が期待されています。

プロジェクト終了後の
製品品質レベルまで脱水する実証試験を開始し、早期の実用化を目指し

ます。また、並行して開発している耐酸性無機膜により、

意義
今後

化学産業は、CO2排出量が鉄鋼業に次ぐ第2位のエネルギー多消費産業
であり、その内40%は熱を加えて分離を行う蒸留工程で使用されてい

ます。NEDOは、水とイソプロピルアルコール（IPA）を分離する工程に、新しく開発
した無機脱水膜を導入するため、2013年2月からJX日鉱日石エネルギー（株）
川崎工場において、実プラントでの性能評価試験を開始しました。無機脱水膜の
導入により従来比50%以上の省エネルギー化が期待されています。

化学産業は、
であり、その内

ます。NEDO

成果

世界初、化学プラントの大幅な省エネルギー化を実現する
無機分離膜実証試験を開始

NEDO成果によって生まれたマツダ（株）の「SKYACTIV-D」。
画期的なクリーンディーゼル車として、広島大学などと

の産学連携により燃焼メカニズムの解明を推し進める噴霧から燃焼
までの精密な燃焼シミュレーションが可能となり、理想の燃焼状態
に近づけることで、NOx処理触媒なしで、排ガス
規制をクリアするクリーンで高効率な燃焼が可
能になりました。従来のディーゼルよりも低圧
縮比を可能にすることでエンジンの軽量化、機械
抵抗低減などを成し遂げ、熱効率改善と組み合
わせて大幅な燃費の改善も行っています。
2012年2月にSKYACTIV-Dを搭載したマツダ
CX-5が発売され、2012年10月までに23,000
台を販売しました。2012年11月に発売された
マツダ　アテンザにも搭載され、今後が期待され
ます。

■ カーボンナノチューブの応用例

NEDO
画期的なクリーンディーゼル車として、広島大学などと

の産学連携により燃焼メカニズムの解明を推し進める噴霧から燃焼

成果 ガソリンエンジンよりも高効率なクリーンディーゼル乗
用車の普及促進によって、より一層の燃費改善、CO2削減

効果を実現することができます。

ガソリンエンジンよりも高効率なクリーンディーゼル乗
用車の普及促進によって、より一層の燃費改善、

効果を実現することができます。

意義
今後

種類の異なる高分子を組み合わせる「ポリマーアロイ」と
いう概念によって、ゴムのように柔らかくなる特殊なプ

ラスチックを実用化しました。山形大学での集中研による産学連
携体制の下、従来のプラスチックにはない特性を引き出し、ナノ

メートルオーダーでの構造制御技術を生み出すことに成功しまし
た。現在、自動車の安全部品やスポーツ用品などあらゆる分野で注
目を集めています。

種類の異なる高分子を組み合わせる「ポリマーアロイ」と
いう概念に

ラスチックを実用化しま

成果

これまでの常識を越えた物性のため、市
場の関心は高く、2012年11月現在で約

15品目が製品化に向けて進行しており、東レ（株）
の試算では2020年頃までに40億円の売上が見
込める市場になると考えられています。

これまでの常識を越えた物性のため、市
場の関心は高く、

15品目が製品化に向けて進行しており、東レ（株）

意義
今後

高速・強衝撃で柔らかくなるプラスチック
東レ株式会社：衝撃吸収プラスチック

理想の燃焼を追求し、世界一の低圧縮比（14.0）を実現
マツダ株式会社：新世代高効率クリーンディーゼル
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　第11回産学官連携推進会議において、NEDOプロ
ジェクト6件が「経済産業大臣賞」「科学技術政策担当
大臣賞」「文部科学大臣賞」「環境大臣賞」「日本学術会議
会長賞」などを受賞しました。経済産業大臣賞では、
NEDOの産学連携プロジェクトの成果を活用して、空気
清浄機能を持つ、長寿命なナノサイズの帯電微粒子水 
(ナノイー）を発生させるデバイスを開発し、空気清浄
機のみならず、洗濯機、エアコンといった多くの家電製
品への搭載が可能となった事例が受賞しました。

NEDOプロジェクト6件が
経産大臣賞などを受賞
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より動力を伝えやすいように工夫されたプーリースライド

ガスタービンの動回転翼

関連プロジェクト概要

ムーンライト計画／高効率ガスタービンの開発（1978～1987年度／通産省直轄）
ニューサンシャイン計画／WE-NET／CO2回収対応クローズド型高効率ガスタービン技術（1999～2001年度）

省エネルギー革新技術開発事業／先導研究／高効率ガスタービン用タービン翼部材の開発（2010～2011年度）

関連プロジェクト概要

低摩擦損失高効率駆動機器のための材料表面制御技術の開発
（2002～2006年度）

世界最高性能の大型ガスタービンを次々に開発してきた三菱重工業（株）。
1970年代後半から国家プロジェクトに参画し、欧米勢が牽引する大型

ガスタービン分野においても、その実力を発揮。2011年７月に導入された
「1600℃級Ｊ型ガスタービン」は熱効率61％を誇り、ナショナルプロジェクトを
通じて開発した高性能フィルム冷却技術を搭載し、電力事情が逼迫する日本国内
のみならず新興国でも、その活躍の場を広げています。
2012年1月～9月の発電用大型ガスタービンの世界シェアはシーメンスが38％
に対して、三菱重工業（株）は26％と、32％のGEと二位を争うところまで追いつ
いてきました。

世界最高性能の大型ガスタービンを次々に開発してきた三菱重工業（株）。
1970

ガスタービン分野においても、その実力を発揮。

成果 ガスタービンコンバインドサイクルは熱効
率が60％以上と高く、また、CO2やNOxな

どの地球温暖化ガスの排出量が石炭火力などの約半
分しかないことから注目が高まっています。

ガスタービンコンバインドサイクルは熱効
率が

どの地球温暖化ガスの排出量が石炭火力などの約半

意義
今後

CVT（Continuously Variable Transmission:無段変
速機）はAT（Automatic Transmission:自動変速装置）

に比べると燃費に優れ、自動車変速機の中でも特に注目されている
方式です。ジヤトコ（株）はNEDOプロジェクトを通じ、岩手大学、

東京工業大学などと産学連携による事業を実施。摩擦係数を向上さ
せ、CVTにおける伝達効力を向上させました。低粘度オイルの採用
とプーリーの形状改善で摩擦係数を20％向上し、燃費を２％改善
させました。

CVT
速機）は

に比べると燃費に優れ、自動車変速機の中でも特に注目されている

成果

効率を向上した新型機種「ジヤトコ CVT8」
は、2012年5月より国内のみならず世界中

の乗用車に搭載。従来車種と比較し、年間20万トン
以上のCO2低減に貢献しています。

効率を向上した新型機種「ジヤトコ
は、

の乗用車に搭載。従来車種と比較し、年間

意義
今後

自動車の燃費向上の切り札
ジヤトコ株式会社：ベルトCVT

日本の産業を支える火力発電。その原点は国プロにあり
三菱重工業株式会社：ガスタービン
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環境負荷低減に
向けた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 組織としての取り組み

　NEDOは、世界中で関心が高まっている地球温暖化問題をはじめ
とした環境問題、エネルギー問題に対し、事業の遂行を通じ、また
自らの行動においても積極的に取り組んでいます。「温室効果ガス

の排出の抑制等のため実行すべき措置について定める計画」に基
づき、温室効果ガスの排出抑制等のための実施計画を2007年7月
2日に策定し、実施しています。

　2012年度の温室効果ガス排出量は、46万1488kg-CO2（暫定値）
となりました。これは、 CO2換算で基準年度比48.4％減の量と
なっています。　
　電気使用に関しては、クラウド・コンピューティングを導入

（2010年11月）し、サーバーにかかわる電力のみならず、職員一
人ひとりが使用する端末の電力消費量も大幅に低減しました。この
効果は、2011年度以降、より大きな削減効果として現れています。

　NEDOは、製品やサービスの購入に際し、できる限り環境への負荷
の少ない物品などを優先して選ぶグリーン調達を進めていま
す。また、グリーン調達を推進するため、「環境物品等の調達の推進

を図るための調達方針」（以下「調達方針」という。）を毎年策定し公
表しています。

　実施計画に掲げた削減目標については達成しましたが、エネ
ルギー・環境問題の解決に貢献する技術開発に取り組む組織として、
今後も引き続き空調温度の適正化、電気製品の使用電力の削減、

執務室照明の間引き点灯など、賃貸オフィスで可能な使用エネル
ギーの抑制に取り組んでいきます。

　その他の環境物品については、品目に応じてエコマークあるいは
グリーンマークの認定を受けている製品またはこれと同等のもの
を調達するように努めます。
　OA機器、家電製品の調達に際しては、より消費電力が小さく、
かつ再生材料を多く使用しているものを選択します。

　調達方針に定める判断基準を満たすことにとどまらず、できる
限り環境負荷の少ない物品の調達に努めます。
 2012年度に調達した環境物品などの実績は、環境省へ報告する
と同時に、NEDOのウェブサイトでも公開予定です。

　特定調達物品は、原則として、調達方針に則し、品目毎に判断の基準を満たす物品を調達します。

　NEDOは、温室効果ガスの排出削減目標をたて、5つの事項について実施計画を設定し、環境負荷低減に向けた取り組みを
行っています。

NEDO（本部、支部など）が主として行う事務および事業

2007年度から2012年度まで。その実施の状況、技術の進歩等を踏まえ、必要に応じ、見直しを図る。

2006年度比で2012年度までにNEDOの事務および事業に伴い直接的に排出される温室効果ガスの総排出量を
概ね6％削減する。

1．財やサービスの購入・使用に当たっての配慮
 （1）低公害車の導入
 （2）自動車の効率的利用
 （3）エネルギー消費効率の高い機器の導入
 （4）用紙類の使用量の削減
 （5）再生紙などの再生品や木材の活用
 （6）HFCの代替物質を使用した製品などの
　　　購入・使用の促進など

4．職員に対する研修など
 （1）職員に対する地球温暖化対策に関する研修の
 　　機会の提供、情報提供

5．実施計画の推進体制の整備と実施状況の点検
2．建築物の建築、管理などに当たっての配慮
 （1）冷暖房の適正な温度管理

3．その他の事務・事業に当たっての
　 温室効果ガスの排出の抑制などへの配慮
 （1）エネルギー使用量の抑制
 （2）ごみの分別
 （3）廃棄物の減量

当該計画期間中、毎年度、NEDOの事務および事業に伴い排出される温室効果ガスの総排出量の推計を行い、環境
報告書にて公表する。

2006年度
（基準年）

2010年度 2011年度 2012年度

自動車の燃料
ガ　ス
電　気

対象となる事務および事業

対象期間Ⅱ

目　標Ⅲ

具体的な措置の内容Ⅴ

事務および事業に伴い排出される温室効果ガスの排出実態Ⅳ

Ⅰ

環境負荷低減に向けた活動目標 温室効果ガス排出量について

グリーン調達に関する取り組み

温室効果ガス排出削減計画の内容

今後の取り組み今後の取り組み

特定調達物品特定調達物品

特定調達物品以外のその他環境物品など特定調達物品以外のその他環境物品など

100万

90万

80万

70万

60万

50万

40万

30万

20万

10万

0
年度 年度年度 年度

基準年度比
48.4%減

環境負荷低減に向けた取り組み

http: / /www.nedo.go. jp/ jyouhoukoukai /other_index.htmlPC

2012年度調達方針  http: / /www.nedo.go. jp/koubo/choutatu_houshin_h24.htmlPC

http: / /www.nedo.go. jp/koubo/choutatu_j isseki_index.htmlPC

■2010～2012年度の排出量の内訳および推移
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　NEDOは、機構内におけるエネルギー使用量の抑制を図るため、様々な事項を実施しています。

・昼休み時間の全消灯、執務時間中の間引き消灯
・未使用時のOA機器の電源OFFの励行
・一斉退社日の励行
・照明機器のLEDランプ
  への切り替え

NEDO全体でクールビス、ウォームビズを励行しています。夏季
はノーネクタイ、ノー上着などの軽装、冬季は開口部を暖めるなど

衣服を工夫するよう呼びかけています。また、NEDOの役職員のみ
ならず、来構者の方々へもご案内し、協力を呼びかけています。

　使用量の削減を目指して下記の事項を実施しています。

・両面印刷、両面コピー、複数ページ印刷の励行
・使用済み用紙を再利用
・会議資料など作成資料の簡素化の徹底

・印刷物発注などの際の原稿のPDF化
・ペーパーレス会議システムの利用
・メールによる回覧、イントラネットでの周知

　分別回収容器類を設置し、見回りを実施しています。また、使用済
みテプラカートリッジなどのリサイクル可能なものを回収し、製品
の長期使用を推進しています。一度使用された物品（中古）などにつ
いても再利用を推進し、資源の有効活用とゴミ排出量の削減に努め
ています。

　さらに、地域のおそうじイベントへの参加、ペットボトルキャップ
のエコキャップ推進協会への寄付などを通じ、積極的な社会貢献
活動も行っています。

　2010年度にクラウド・コンピューティングを導入しました。機構
内に設置していた専用のサーバー室を廃止し、各職員のデスク
トップ端末をシンクライアント
端末に置き換えました。従前の
デスクトップ端末と比較して、
消費電力はおよそ1/5程度と
なり、大幅な省エネルギーと
なっています。 ｠

消費電力の少ないシンクライアント端末 照明（LED）の間引き消灯を実施 

各階に設置しているゴミ分別容器類 物品庫（使用済み物品等についても
種別毎に仕分けし保管しています）

エコキャップ推進協会への寄付 おそうじイベントの様子

執務室の省エネルギー執務室の省エネルギー

クールビズ、ウォームビズの推進クールビズ、ウォームビズの推進

紙の使用量削減紙の使用量削減

ゴミ分別、排出量削減の徹底ゴミ分別、排出量削減の徹底

クラウド・コンピューティングの導入クラウド・コンピューティングの導入

省エネルギー対策

省資源対策　

環境負荷低減に向けた取り組み




