
浮体式洋上風車でのダウンウィンド方式の優位性（左）、
ブレード拡張におけるダウンウィンド方式の優位性（右）

離島用風車から大型ダウンウィンド風車へ

吹上風に対するダウンウィンド方式（左）とアップウィンド方式（右）に
よる発電効率の比較

・離島用風力発電システム等技術開発（1999～2002年度）

岸壁から50ｍ離れた洋
上に設置された2MW風
車

富士重工業株式会社

風力発電の電力源となる風車は
一見どれも同じに見えます。しか
し、組み立て方法や形状には技術
的な工夫のしどころがあります。島
国という日本の地理的条件に適し
た風車の開発から、次世代の風力
発電を担うような技術成果が生ま
れているのです。
1999年、NEDOは離島用風車

を開発するプロジェクトを開始し、
富士重工業は100kWの風車を開
発しました。その成果を活用しなが
ら、富士重工業の風車は2MWの
ものへと進化していきました。
現在の風車では、ロータ（回転

翼）がタワー（支柱）やナセル（発
電機を載せた箱状の部分）の風上
側にあるアップウィンド方式が世界
の主流です。富士重工業も当初は
アップウィンド方式の風車を開発し
てきました。日本に多い複雑地形の
サイトでは、発電に有効な風速の高
い風の多くは吹上風です。富士重
工業はここに着目し、ロータが後ろ

にあるダウンウィンド方式によって
発電量を増やす独自の風車の開発
にも取り組みました。また、ナセル
全体の分割化にも力を入れ、主要
構成品の吊り上げ重量を抑えること
で輸送、建設が容易になりまし
た。
後発メーカーであった富士重工

業は、短期間で一気に大型風車を
実用化するために、在来技術の応
用・適用をしつつ、他社との違いを
鮮明にすることに開発力を注ぎま
した。その最もわかりやすい違い

が、NEDOプロジェクトから研究を
積み上げてきたダウンウィンド方式
風車でした。このユニークなダウン
ウィンド方式風車は、山岳地域や今
後の展開が期待されている浮体式
洋上風力発電にも有望と言われ、
40kW、100kWの小型風車は累計
21機、日立製作所と共同開発した
2MWの大型風車は、2011年まで
に累計58機が出荷される見込みで
す。
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・産業技術実用化開発助成事業／研究開発型ベン
チャー技術開発助成事業（2003～2005年度）

株式会社ゼファー

新エネルギーの代表例として風
力発電があります。しかし従来の小
形風力では発電性能や耐久性に問
題があり、実用化が難しいものでし
た。
ゼファーはNEDOの支援を得

て、新型風車「エアドルフィン」を開
発。様々な場所での設置を可能と
する超小型軽量化を実現、最先端
の炭素繊維のブレードや高度なソ
フトウェアによる電子制御に加え、
バイオミメティクス（生体模倣）の
考えを取り入れて、新発想の風車と
なりました。鯉が横からの水流を尾
びれで受け流す様子からヒントを
得て開発したスウィング・ラダー
（舵）や、フクロウの羽の構造を模
倣し翼の回転騒音を低減する新機
構が採用されました。また、日本の
伝統工芸である組木細工をヒント
にビスなし新筐体構造にして耐久
性と安全性を向上しました。
また、プロジェクト期間中には

NEDOの助力を得て産総研のト

ラックテストを実施し、信頼性を確
認することが出来ました。これらの
開発はゼファーを中心とする14機
関の産学官の連携によってなしと
げられました。このシステムは低風
速から発電を始め、台風などの強
風・暴風域においても安全無停止
運転を実現、2006年春に発売を開
始しました。その後も日本では襟裳
岬を始め、世界各地でフィールドテ
ストを実施しデータを集積、最適な
制御の開発を続けています。
国内では一般家庭から事業用省
エネ・売電・非常用電源用、自治体
への太陽光とのハイブリッド街路
灯、学校への環境教育教材用など
に販売。また、産業革新機構からの
支援を受けて、海外展開を積極的
に行い、携帯基地局向けや途上国
の無電源地帯など、海外ならでは
の新しい用途が続々と広がってお
り、2013年3月現在で累計3,000
台を突破しました。
エアドルフィンは2012年に施行

された再生可能エネルギー固定価
格買い取り制度において、小形風車
として認定機種第一号を取得しま
した。

高効率な汎用小形風力発電システム

新型風車　エアドルフィン本体

スウィングラダー方式

AISTテストコース上での信頼性実験の様子
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・新電力ネットワークシステム実証研究／品質別電力供
給システム実証研究（2004～2007年度）

ＮＴＴファシリティーズ

現在、一般に普及している電子機
器類はほとんどが直流で作動して
おり、コンセントからの交流電源を
アダプタで変換していますが、変換
ロスが生じるため、直流電源が直
接利用できれば、その分の省エネ
効果が期待できます。特に停電対
策用の蓄電池や新エネルギー電力
の代表的な例である太陽光発電な
どの直流電源をそのまま使える
データセンターでの活用が注目さ
れています。
NTTファシリティーズはかねてよ
りこのような直流電源の特徴に注
目しており、「高電圧直流給電シス
テム（DC380V）」の研究開発を進
める中で、NEDOのサポートを得
て、世界に先駆けて行われた東北
福祉大学（宮城県仙台市）のキャン
パス内とその近隣における直流電
源を利用した実証研究に参加。最
大で30％もの省エネ効果を実現し
ました。また実証試験中に東日本
大震災が発生。歴史的な災害とい

う環境下において、奇しくも電源の
安定性を示す結果となりました。震
災では震度６強の揺れに翻弄され、
周囲の商用電力網では、３日間にわ
たり停電が続きましたが、実証サイ
トでは一度も給電を途切らせること
がありませんでした。2013年4月現
在、実証を含め日本全国で10箇所、
世界全体では35箇所が展開してお
り、近年では商用データセンターに
おいても適用が始まりました。

「直流には直流」で、省エネを実現。電力の安定供給もおまかせ！

太陽光発電や蓄電池を具備したサーバーセンターの概観

サーバーセンター内部。内部の配線は全て直流
電源によって行われている。

実証サイト内に設置された太陽電池連携コン
バータ（左側）と蓄電池（右側）
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廃熱を利用した汚泥乾燥機（左）と、ガスエンジン（右）

下水汚泥のガス化発電システムフロー

下水汚泥から燃料ガスを回収・発電 世界初の下水汚泥ガス化発電施設

・バイオマスエネルギー高効率転換技術開発
 （2003～2005年度）

東京都下水道局清瀬水再生センターに設置された下水汚泥ガス化発電システム

メタウォーター株式会社／東京都下水道局

増え続ける都市ごみや下水汚泥
などの廃棄物処理は、都市共通の
課題になっています。その解決手段
の一つとして、都市ごみに関して
は、焼却とその熱エネルギー利用
を同時に行う処理施設の利用が進
んでいます。しかし、下水汚泥の場
合は、焼却されるだけで、エネル
ギーとしての利用はほとんど行われ
てきませんでした。一方、下水汚泥
の焼却時には、二酸化炭素（CO₂）
や、その310倍も温室効果のある一
酸化二窒素（N₂O）が排出されてき
ました。そこで、メタウォーター株
式会社では、2003年度に財団法人
エネルギー総合研究所、三菱重工
業株式会社とともに、東京都下水道
局、東京都下水道サービス株式会
社、北海道大学の協力のもと、
NEDOの支援を得て、処理施設か
らの温室効果ガス削減と下水汚泥
のエネルギー利用が可能な「下水汚
泥ガス化発電システム」を開発し、
東京都下水道局の「清瀬水再生セン

ター」で効果を上げ始めています。
下水汚泥は処理場に集積されて
いるので、収集・運搬システムを新
設する必要がなく、他のバイオマス
に比べて利用しやすい資源である
一方、水分を大量に含んでいる点で
は利用しにくい資源でもあります。
そこで、本プロジェクトでは「脱水
汚泥乾燥」「ガス化」「改質」「ガス
精製」「発電」および「熱回収」から
なる「下水汚泥ガス化発電システ
ム」を開発しました。
東京都下水道局清瀬水再生セン
ターに2010年7月から導入された

下水汚泥ガス化発電システムは、現
在、計画通り1日当たり100ｔの下水
汚泥が処理されています。燃焼した
熱を回収し利用することにより、汚
泥を乾燥するための燃料はほとん
ど不要となり、また改質ガスによる
発電で施設の使用電力量の一部を
賄うことが可能です。そしてなによ
り一酸化二窒素の大幅排出削減に
より、従来技術に対する年間の温
室効果ガス削減量は二酸化炭素換
算で12,500t、87％の削減効果が
あります。
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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

家庭で使われるために必要な４万時間の耐久性
を担保するためのエネファームのシステム評価試
験

大規模実証事業の実施状況
試験経過と共にコストダウンが
進展し、助成金単価が減少、設
置台数の拡大につなげた

・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）
・定置用燃料電池大規模実証事業（2005～2008年度）
・固体高分子形燃料電池実用化戦略的技術開発／定置
用燃料電池システムの低コスト化・高性能化のための
電池スタック主要部材に関する基盤研究開発（ロバス
トプロジェクト 2005～2009年度）

2011年4月発売のエネファームの新型機

東京ガス株式会社

地球温暖化防止のためには、民
生部門のＣＯ₂削減が急務となって
います。そのための革新的な技術の
一つとして、従来の省エネ機器のよ
うにエネルギーを使う側ではなく、
まるで“農園”のように自宅でお湯
や電気を生み出す家庭用燃料電池
システム「エネファーム」がありま
す。発電効率の高い燃料電池は宇
宙開発や工場、事業所などで使わ
れていましたが、これを家庭で手軽
で安全に用いるためには法規制の
緩和、耐久性の担保、徹底的なコス
トダウンなどの必要がありました。
実際にエネファームを作る電機メー
カーもさることながら、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。
エネファームによって、これまで
は送電ロスや排熱として失われてい

た熱エネルギーをお湯として利用
することで、火力発電と従来型給
湯機の組み合わせと比較して、
35％の省エネルギー効果が可能と
なります。日本全国に3307台を設
置するという大規模実証事業を経
て、2009年の販売開始以来、日本
全国で4万台以上が活躍しています
が、まだまだ価格が高く、内部シス
テムの簡素化によるコストダウンが
必要です。街なかの住宅にエネ
ファームが当たりまえのように見ら
れる日々を目指して、挑戦はこれか
らも続いていきます。
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・固体酸化物形燃料電池システム技術開発
 （2004～2007年度）
・固体酸化物形燃料電池実証研究
 （2007～2010年度）
・固体酸化物形燃料電池システム要素技術開発
 （2008～2012年度）

大阪ガス株式会社

固体酸化物形燃料電池（SOFC）
は非常に高効率の発電装置であり、
それを搭載した新しいタイプのエネ
ファームは注目を集めています。エ
ネファームを設置すれば、自宅で発
電することになるため送電ロスなど
を防ぐことができ、また熱と電気を
同時に生み出すので、両方のエネル
ギーを無駄なく消費することがで
きます。SOFCタイプのエネファー
ムは、電気の需要に併せて出力を
変動させるため、給湯より発電を優
先したい家庭に向いています。ま
た、発電ユニットや貯湯ユニットが
比較的小型で、奥行き寸法が小さく
設計されているため、密集地での導
入に適しています。
NEDOではSOFCの重要部品で

あるセルの耐久性について、セル
メーカーの京セラらと共に産学官
の叡智を結集させ、研究開発に取
り組みました。その結果、不純物の
影響などのメカニズムレベルでの
解明が進み、セルの耐久性・信頼性

が向上しました。また、京セラのセ
ルを搭載し、アイシン精機によって
開発されたSOFCタイプのエネ
ファームを用いて、大阪ガスでは
NEDOの実証試験に参加。日本全
国に設置して耐久性・信頼性・効率
等を長期にわたって実証しました。
その結果、耐久性・信頼性の向上を
果たし、発電効率46.5％、お湯と組
み合わせたコージェネレーションシ
ステムとしての効率は90.0％、耐久
時間10万時間を達成しました。大
阪ガスでは2012年3月の発売以
来、2013年3月現在で約700台の
売上げを達成しており、今後も日本
全国に普及展開を目指していま
す。

高効率な固体酸化物形燃料電池（SOFC）を使った、
家庭用燃料電池システムを開発

家庭で稼働中のＳＯＦＣタイプのエネファーム

耐久試験中の発電ユニット

燃料ガスの供給口。都市ガスを改質した水素で
発電する

17



・エネルギー使用合理化技術戦略的開発／エネルギー
使用合理化技術実用化開発／エジェクタ技術を用い
たＣＯ₂ヒートポンプ給湯器の小型化開発
 （2005～2007年度）

株式会社デンソー

CO₂削減を含む地球温暖化対策
の重要課題の一つとして、家庭の消
費エネルギー削減があります。家庭
用エネルギー消費の中で約3割を
占める「給湯」では、ヒートポンプ
方式のエコキュートを導入すること
で大きな省エネ効果があると考え
られています。
2005年頃から急速に広がってき
たエコキュートは、2010年で累計
520万台の普及目標を掲げてきま
した。しかし、大容量の貯湯タンク
を備えるエコキュートは設置スペー
スが大きく、都市部での普及が進
みにくいという課題があります。
NEDOでは、ヒートポンプ給湯
器の普及促進に向けて、「エネル
ギー使用合理化技術戦略的開発」
というプロジェクトを実施。世界で
初めてCO₂冷媒ヒートポンプによる
エコキュートを作り出した株式会社
デンソーが、自動車用熱交換器開
発などにより培ってきた様々な要
素技術を用いてCO₂ヒートポンプ

給湯器の小型化に取り組んでいま
す。
プロジェクト終了後には、本プロ
ジェクトの研究成果を集積したヒー
トポンプユニットと貯湯タンク一体
型の省スペースエコキュートを発
売。それぞれの要素技術を既存機
種に導入し、全体での省エネル
ギー・高効率化を実現しています。
大手給湯機メーカーへのOEM生
産などを通じて、日本全国で販売し
ています。
エコキュートは他の家電メーカー
からも販売されており、2011年8月
までの販売台数は累計300万台を
突破しました。

家庭用ヒートポンプ　エコキュートの市場拡大に貢献

エコキュートの概観

エコキュートの内部構造。空気の熱を集めるため
の熱交換機がびっしりと張り巡らされている。

搭載されている熱交換器。空気の熱を集めて、お
湯にする重要部品。
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ハイブリッド自動車用リチウムイオン2次電池を量産化

リチウムイオン２次電池の進化

セルを48本直列した製品モジュール
乗用車ならモジュール1つ、トラックのような大型
車ではモジュール2つをつなげて使用する。

徹底した生産管理が行われている組み立てライ
ン。

・分散型電池電力貯蔵技術開発（LIBES）
 （1992～2001年度）
・燃料電池自動車等用リチウム電池技術開発
 （2002～2006年度）

ハイブリッド自動車用量産型リチウムイオン2次電池セル

日立ビークルエナジー株式会社

地球温暖化への対策として、運
輸部門のCO₂削減は大きな課題と
なっています。このため様々な環境
対応自動車が研究開発されていま
すが、その一つにハイブリッド自動
車があります。モーターとエンジン
を組み合わせて走るハイブリッド方
式は、電池分野の飛躍的な技術革
新が生んだ結果とも言えます。そし
て、更なる技術の進展により、ト
ラックやバスのような大型車でも
使用できる大容量・高出力のリチウ
ムイオン2次電池が開発されていま
す。
大容量・高出力が必要で、短時間

に充電と放電を繰り返すハイブリッ
ド自動車用のリチウムイオン2次電
池は、わずかな出力で済む家電用
とは要求される性能や品質が桁違
いに異なります。その実用化のため
には海図なき研究開発と厳格な量
産化技術の確立が必要でした。
リチウムイオン2次電池の黎明期
に、世界に先駆けて10年間実施さ

れたNEDOプロジェクトに参加し
た日立ビークルエナジーは、多くの
試行錯誤の結果、コストを抑え、安
全性にも優れた電池開発に成功し
ました。また、量産化には次々と想
定外の問題が起こりましたが、様々
な分野で活躍してきた技術者が結
集して知恵を寄せ合い、リチウムイ
オン2次電池を安定生産できるま
でに漕ぎ着けました。
世界トップレベルの大容量・高出

力リチウムイオン2次電池の開発に
成功した日立ビークルエナジーは、
現在ハイブリッド方式のトラックや
バス、さらには鉄道車両などの用途
に、累積300万セル以上の電池を
供給しています。
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大型路線バスのエアロスターのエンジン小型化

トラックやバスにもハイブリッドの風

キャンターエコハイブリッドの走行のしくみ

・高効率クリーンエネルギー自動車の研究開発
 （1997～2003年度）

大型路線バスのエアロスターエコハイブリッド

三菱ふそうトラック・バス株式会社

温室効果ガスや大気汚染物質の
排出を抑えられる環境対応型自動
車が本格的に普及し始めました。乗
用車だけでなく、トラックやバスな
どの商用車にも内燃機関と電気
モーターで走るハイブリッド車が普
及しつつあります。
日本の二酸化炭素（CO₂）全排

出量のうち、約2割が運輸部門によ
るものです。中でも、貨物車のCO₂
排出量は運輸部門の約35％にのぼ
ります。トラックやバスなどの商用
車でも、ハイブリッド車などが普及
していけば、CO₂排出量の削減が
進み、地球温暖化の抑制につなが
ることになります。
ハイブリッド車では、普通は捨て

てしまうクルマが減速するときのエ
ネルギーを、モーターを発電機とし
て蓄電池に蓄え、次の走行や加速
のときに再利用できるため、エンジ
ンの負担を軽減し、排出ガスに含
まれる二酸化炭素や大気汚染物質
の量をトータルで抑えることができ

ます。
三菱ふそうトラック・バスでは、
プロジェクトでの技術を活かして、
2つのハイブリッドシステムを開発
しました。小型トラックには「パラレ
ル方式」ハイブリッドシステムを、
大型路線バスには「シリーズ方式」
ハイブリッドシステムを採用しまし
た。
小型トラックのキャンターエコハ

イブリッドは2006年に、大型路線
バスのエアロスターエコハイブリッ
ドは2007年にそれぞれ発売されま
した。両車両とも、平成27年度重
量車燃費基準を達成しています。
2012年5月に新型を発売し、累積
販売台数は2012年12月時点で
1,600台を超えました。アイルラン
ドやオーストラリアからの受注もあ
り、世界的な関心を集めています。
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・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）

ジヤトコ株式会社

自動車のトランスミッション（変
速機）では、従来の有段ＡＴ（オート
マチックトランスミッション）に比
べて燃費や走行性能の高いCVT
（無段変速機）への注目度が高く、
CO₂削減にも繋がることから、世界
中の自動車メーカーが様々な車種
で採用を進めています。
CVTで世界トップシェアを誇るジ
ヤトコ株式会社では、1990年代以
降数々の技術革新によって低燃費
化や環境性能の向上を実現してき
ました。しかし、トルクを伝えるうえ
で重要な役割を果たす「摩擦」につ
いては、現象のメカニズムなど不明
なところも多く、定量化して捉える
ことが困難でした。
そんな中、NEDOではCVTだけ

でなく水圧機器、タービン軸受を対
象とした「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」を2002年より実施。CVTに
ついては、ジヤトコ、出光興産、神
戸製鋼所、東京工業大学、岩手大

学での共同研究が行われ、エレメン
トとプーリ間の摩擦係数20％向上
を実現しました。これらは学術的に
も大きな成果として認められていま
す。
その後、本プロジェクトで開発さ
れた要素技術は、最新の「Jatco 
CVT8」に導入され、さらなる燃費
向上と高効率化を果たしています。
本技術は大手自動車メーカーから
販売される2車種に搭載され、累計
出荷台数は15万台を突破していま
す。これからも続々と搭載機種が増
えることが期待されています。

摩擦係数を高めることでベルトCVTの燃費をさらに向上

CVT8のカットモデル。

CVTのプーリー。細かな溝を刻むことで、摩擦係
数を向上する。

磨き上げられた溝は一つずつ精密に検査され、
設計通りか確認される
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