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NEDO実用化ドキュメント 2013
～研究開発プロジェクトのその後を追う～



はじめに

「実用化ドキュメント」で検索！

　ＮＥＤＯは、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、エネルギー・地球環境問題の解決と、我が国の産
業技術力強化を目指した技術の開発・実証に取り組んでいます。また、民間企
業だけではリスクが高いものの、わが国の国際競争力強化に重要な技術につ
いて、プロジェクトを推進しています。

　このようなＮＥＤＯプロジェクトの成果は、様々な企業の製造工程や最終
製品の中で活かされていますが、それらが実際に製品やサービスとして社会
に現れるまでには、プロジェクト終了後の参加企業によるさらなる開発努力が
あります。

　ＮＥＤＯでは、プロジェクト終了後の「その後」を追い、成果の社会への広
がり（新規市場形成・製品化等）を把握する「追跡調査」を実施しています。そ
して、それによって把握された製品やサービスを中心に企業インタビューを行
い、「実用化ドキュメント」として、ＮＥＤＯのWebサイトで紹介してまいりま
した。

　平成20年度からスタートしたこの「実用化ドキュメント」は、通算で61件の
事例を採り上げるまでになりました。今年度は火力発電用ガスタービンや半
導体マスク製造用電子ビーム装置など15件が追加されました。いずれも震災
後の我が国を支える重要技術であり、民間投資を促す成果であると考えてお
ります。本小冊子は、各テーマのエッセンスを抽出し、手にとって御覧頂けるよ
うにまとめたものです。御関心のページがありましたら、是非Webサイトへア
クセス頂き、本文をご覧頂ければ幸いです。

　ＮＥＤＯは今年度、第三期中期計画の初年度を迎えました。「イノベーショ
ンの創出」に向け、より効果的かつ効率的な業務遂行を推進していくために、
「スピード感を持って、成果を上げるＮＥＤＯ」を実践し、国民の皆様から支持
を得られるよう、引き続き経済社会ニーズやグローバル動向を視野に入れ、未
来への挑戦を続けていきます。

2013年4月
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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■はじめに
■NEDOプロジェクトの実用化事例  体系図
■NEDOプロジェクトの費用対効果
■各回紹介
エネルギー・環境分野
【新エネルギー】
・太陽電池（シャープ、カネカ、昭和シェル石油、三菱重工業）
・風力発電（富士重工業、ゼファー）
・直流電源サーバー（NTTファシリティーズ）
・バイオマス発電（メタウォーター／東京都下水道局）
・家庭用燃料電池　エネファーム（東京ガス、大阪ガス）
【省エネルギー】
・家庭用ヒートポンプ　エコキュート（デンソー）
・自動車用リチウムイオン電池（日立ビークルエナジー）
・ハイブリッドシステム（三菱ふそうトラック・バス）
・ベルトCVT（ジヤトコ）
・次世代建機（コベルコ建機、日立建機）
・水和物スラリ（JFEエンジニアリング）
・真空断熱材（パナソニック）
・高温燃焼炉（日本工業炉協会、JFEエンジニアリング）
・火力発電用ガスタービン（三菱重工業）
・省エネ蒸留装置HIDiC（木村化工機）
・小型蒸気発電機スチームスター（神戸製鋼所）

【有害物質・フロン対策】
・軽油脱硫触媒（コスモ石油）
・クリーンディーゼル車（UDトラックス）
・溶媒フリー塗装（加美電子工業）
・ガソリンベーパー回収装置（タツノ）
・代替フロンガス（関東電化工業、東ソー・エフテック）
・アスベスト代替材料（ジャパンマテックス）
・アスベスト処理技術（大成建設、北陸電力）
・ハロゲンフリー技術（昭和電工）
・ノンフロン技術（パナソニック）
・フロン破壊技術（月島環境エンジニアリング）
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産業技術分野
【電子情報】
・ブルーレイディスク（ソニー）
・ホームＩＴシステム（東芝ホームアプライアンス）
・半導体用レーザ光源（ギガフォトン）
・垂直磁気記録方式HDD（日立製作所）
・不揮発性メモリ（富士通／富士通セミコンダクター）
・半導体製造装置（東京エレクトロン／東北大学、ニューフレアテクノロジー）
・超大型プラズマディスプレイ（篠田プラズマ）

【材料】
・液晶TV用偏光フィルム（日本ゼオン）
・ダイボンドフィルム（日立化成工業）
・衝撃吸収プラスチック（東レ）
・高分子シミュレーション（JSOL）
・精密スライサ（不二越）
・金属ガラス（アルプス電気）
・有機溶媒フリー繊維　フォレッセ（東レ）

【バイオ・医療】
・脳腫瘍用インテリジェント手術室（東京女子医科大学）
・4次元Ｘ線CT装置（東芝メディカルシステムズ）
・レーザー顕微鏡（オリンパス）
・糖鎖解析ツール（GPバイオサイエンス）
・電子顕微鏡（日本電子）
・糖鎖研究用酵素大量合成（東京化成工業）
・共焦点レーザースキャナ（横河電機）

【ロボット・福祉機器】
・車いす・マットレス洗浄ユニット（アタム技研）
・短下肢装具（川村義肢）
・ロボットスーツＨＡＬ®（サイバーダイン）
・Ｑｕｉｎｃｅ（千葉工業大学）
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※下線部は2013年新規追加分
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NEDO

 58 1,735 15,800 46,400 21,900

 4 85 2,600 7,300 41,100

 35 532 2,600 11,900 40,100

 12 154 3,400 16,000 38,500

 49 880 120 300 11,600

 12 61 5,100 14,500 51,500

 35 280 500 1,700 65,000

 11 80 20 400 1,100

 35 280 500 1,700 65,000

 ̶ 2,322 11,980 42,600 355,400

 ̶ 6,409 40,800 142,800 691,200
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世界最高*の変換効率36.9％を達成した化合物
3接合太陽電池
*：2011年11月現在、研究レベルにおける非集光
太陽電池セルにおいて（シャープ調べ）

化合物3接合太陽電池は住宅用多
結晶シリコンに比べて、広い帯域の
光を吸収することが出来るため、高
効率化が可能

・太陽光発電技術研究開発／先進太陽電池技術研究開
発／超高効率結晶化合物系太陽電池モジュール製造
技術開発（2001～2003年度）
・新エネルギー技術研究開発／太陽光発電システム未
来技術研究開発／超高効率多接合型太陽電池の研究
開発（2007～2009年度）
・新エネルギー技術研究開発／革新的太陽光発電技術
研究開発（革新型太陽電池国際研究拠点整備事業）／
ポストシリコン超高効率太陽電池の研究開発
　（2008～2014年度）

集光型太陽光発電システム

世界一のモジュール変換効率４０％を目指す、太陽電池開発中

シャープ株式会社

太陽電池は再生可能エネルギー
利用技術として大きな期待が寄せ
られています。普及を加速させるに
は、さらなる変換効率の向上などが
必要と言われています。長年にわた
り様々な種類・方式の太陽電池の
研究開発に取り組んできたシャープ
株式会社では、NEDOが2001年度
に開始した「新エネルギー技術研究
開発」プロジェクトの「太陽光発電
技術研究開発」分野で、化合物太陽
電池の研究開発に取り組みまし
た。
これまでにＮＥＤＯプロジェクト
を通じて得られた知見を活用しな
がら、世界の人工衛星に搭載されて
いる太陽電池の主流である化合物
3接合太陽電池を開発しています。
2002年には同社が開発した化合
物3接合型太陽電池が宇宙航空研
究開発機構（JAXA）の認定を取
得。2004年には小型科学衛星「れ
いめい」に、2009年には温室効果
ガス観測技術衛星「いぶき」に搭載

されるなど、宇宙用太陽電池として
次 と々利用されています。
発電効率向上を重視した研究開
発の結果、2009年には、セル変換
効率35.8％の太陽電池の世界記録
を樹立。さらに、2011年に36.9％、
2012年に37.7％と自社記録を更新
しました。現在は、2025年に40％
のモジュール変換効率達成を目標
に研究開発を続けています。加え
て、レンズなどを利用して太陽光を
集光し50％を超える変換効率が目
指す「集光型太陽光発電システム」
の実用化にも取り組んでいます。
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太陽電池市場の有望技術「新ハイブリッド」型太陽電池

カネカ「新ハイブリッド」型太陽電池の断面図。
透明中間層をはさむことによって光を閉じ込め、
太陽光の変換効率を高めている。

屋根の形状に合わせて、無駄なく太陽電池を敷
き詰めることができる。

・太陽光発電システム普及加速型技術開発
 （2000～2005年度）

「新ハイブリッド」型太陽電池のパネル

株式会社カネカ

私たちに求められる、低炭素社会
において、無限に等しい太陽光エネ
ルギーを使った太陽光発電は大き
な注目を集めています。
太陽電池生産量は、2003年以

降、年率30%～50%の急激な伸び
率を示しています。日本でも太陽光
発電の導入量を大幅に増やすとの
方針の下、2009年から家庭用太陽
光発電の導入補助金が復活しまし
た。
太陽電池市場の規模拡大が期待
される中、カネカは、太陽電池開発
に力を注ぎ、独自の技術を盛り込ん
だ「新ハイブリッド」太陽電池モ
ジュールの開発に成功しました。
太陽電池に使われる材料には大
きく2つ、アモルファスシリコンと薄
膜多結晶シリコンがあります。前者
は波長の短い青い光を、後者は波
長の長い赤色の光を効率よく吸収
します。有効な波長域や使用条件
が異なる長所を生かすために開発
されたのが、この2つを積み重ねた

タンデム型太陽電池です。
太陽電池で最も重要な性能は

「変換効率」です。カネカでは、透
明中間層を用いて効率よく光を取
り込める手法により、通常のタンデ
ム型を上回る変換効率を誇る「新
ハイブリッド」型太陽電池の開発に
成功しました。
太陽電池の事業化で重要となる
のは、省資源、生産効率の向上、低
コスト化です。特に、低コスト化で
は、太陽電池の変換効率向上が最
大の成果をもたらします。
カネカは既に、ドイツなど欧州向
けに大型モジュールの生産を開始
しています。また、日本でも、景観
に溶け込む意匠性の高い建材一体
型の太陽電池の需要が高まりつつ
あり、こちらにも力を注ぎます。
2010年55MW相当の太陽電池を
販売し、順調に普及を進めていま
す。
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シリコンを使わず、環境に優しい新たな太陽電池を大量生産へ

昭和シェル石油では、系列ガソリンスタンドへの太
陽電池パネルの設置も進めている。節電効果だけで
なく、災害時など停電時でも給油可能な点をアピー
ルしている。

・ニューサンシャイン計画／太陽光発電技術研究開発
（1993～2000年度）
・太陽光発電技術研究開発／先進太陽電池技術研究開
発（2001～2005年度）
・太陽光発電システム未来技術研究開発
　（2006～2009年度）
・太陽光発電システム実用化促進技術開発
　（2008～2009年度）

ガラス基板の上に薄膜が積層

昭和シェル石油株式会社

将来起きると言われている化石燃
料の枯渇問題や地球温暖化対策とし
て、再生可能エネルギーの開発と導入
が積極的に進められております。
その中でも太陽電池への期待は非

常に大きく、材料や発電の仕組みが異
なる様々な太陽電池の研究開発が世
界中で行われております。
昭和シェル石油は、1993年度よりス

タートしたニューサンシャイン計画で
CIS系薄膜太陽電池の研究開発に本格
的に着手しました。
CISとは、主成分である銅（Cu）、イ

ンジウム（In）、セレン（Se）の頭文字を
とったもので、当社が研究開発するCIS
はカドミウムや鉛を使用しない環境に
やさしい太陽電池であるだけではな
く、変換効率の向上、安定的な製造技
術の確立、低コスト化といった課題の
解決できる次世代技術です。
NEDOプロジェクトではCIS系太陽

電池の持つ高いポテンシャルを実用的
な集積構造の大面積太陽電池で実現
することに取り組み、製造工程での工

夫と最適化を図ることで技術レベルを
着実にアップし、2012年2月に30cm
角サブモジュールの開口部面積で変換
効率の世界エネルギー変換効率17.8%
（当社測定値）を達成しています。
NEDOプロジェクトで開発を進めて

きた技術を生産技術に取り込み、
2006年にCIS太陽電池事業を行う
100％子会社である昭和シェルソー
ラー（株）を設立、2007年よりCIS太
陽電池の製造と販売を開始し、2010
年4月に現在のソーラーフロンティア
（株）に社名を変更しグローバルな事
業展開と販売実績を伸ばしてきまし

た。そして2011年にはCIS太陽電池と
して世界最大規模の年産900MWの
第3工場となる国富工場を稼働させ、
生産能力をGWスケールに拡大し事
業を展開しております。また、世界最大
級である米カリフォルニア州のメガ
ソーラープロジェクトにおよそ80MW
分のパネルを供給するなどソーラーフ
ロンティアのCIS薄膜太陽電池モジュー
ルは全世界で累計1GWほどが設置さ
れてきました。昭和シェル石油は経済
的で信頼されるエネルギーを安定して
供給できる企業として今後も事業を拡
大させていきます。

主な太陽電池の種類
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太陽電池の生産性を大幅に向上させる大面積高速製膜化技術を開発

アモルファスシリコン太陽電池製造用のプラズマ
CVD装置。星形なのは、直列でラインを長くし
ないためとラインの1工程がストップしても影響
を最小限にするため。

長崎県のハウステンボスでは、三菱重工業製の
微結晶タンデム型太陽電池を園内や駐車場など
に使用している。

・太陽光発電システム普及促進型技術
開発（2000～2001年度）
・太陽光発電技術研究開発／先進太
陽電池技術研究開発（2001～2005
年度）
・太陽光発電システム実用化加速技術
開発（2005～2007年度）

三菱重工業株式会社

これまでの太陽電池の開発競争
では、変換効率にとりわけ注目が
集まってきました。しかし、変換
効率のほかにもコストを決める要
素は数多くあります。太陽電池を
いかに大面積でつくるか、いかに
短時間でつくるか、いかに工場の
稼働を止めることなく作るかです。
この課題に日本の技術の強みで
ある「ものつくり」の視点から取り
組んだのが三菱重工業です。三菱
重工業は、多くの太陽電池で使わ
れているシリコンの使用量が少な
い薄膜シリコン系太陽電池の開
発・生産を一貫して行ってきまし
た。NEDOプロジェクトで1.4ｍ×
1.1mの大面積の太陽電池を製造す
る技術を開発しました。また、産学
連携で製膜スピードを高める技術
の開発に取り組み、従来の約5倍の
スピードで行うことができるように
なりました。実生産の歩留まりは９
７％にも達しました。
製造した太陽電池は再生可能エ

ネルギーの固定買取り制度をいち
早く導入したドイツやスペインなど
に向けて輸出され、2011年までに
累積約100MWを販売しました。
日本でも、テーマパーク、教育施
設、三菱重工業の全国事業所など
様々な場所で電気を作り出してい
ます。
今後も世界中で太陽電池が製造
され、求められるのはより高性能の
製造装置です。三菱重工はこれま
で培ってきた造船、航空機、産業機
械などの「機械を作る機械」を開
発・製造する技術を活かして、太陽
電池の開発に取り組んでいます。
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