
世界初のハイブリッド油圧ショベル開発、省エネ、CO2削減に大きく寄与

現在発売されているハイ
ブリッドショベルの動力部
分。

バッテリーと電動機による
アシストで、標準機（赤
線）並みの出力を、小型エ
ンジン（青線）でも達成で
きる

・ニューサンシャイン計画／新規環境産業創出型技術
研究開発制度／ハイブリッド建設機械の研究開発
（1999～2002年度）
・エネルギー使用合理化技術戦略的開発／実証研究／
ハイブリッドショベルの研究開発

 （2003～2004年度） 

コベルコ建機株式会社 

日本の温室効果ガス排出量の約
1％が建設機械によるものと言われ
ています。さらにそのうち油圧（パ
ワー）ショベルの占める割合は約 6
割になります。そのため油圧ショベ
ルの省エネルギー化に建設・土木
業界の関心が高まってきています。
その燃費向上策の一つとして着目
されているのが、油圧ショベルのハ
イブリッド化です。NEDO では、
1999 ～2002 年度に「ハイブリッ
ド建設機械の研究開発」プロジェク
トを、2003～2004 年度に「ハイ
ブリッドショベルの研究開発」プロ
ジェクトを実施しました。コベルコ
建機株式会社と株式会社神戸製鋼
所では、同プロジェクトでの約5年
間にわたるプロジェクトの成果を基
に、2006 年、世界初のハイブリッド
ショベルの開発に成功しました。そ
の後も実用化に向けた研究開発を
続け、2010 年1月には、従来機に
比べ約 40％燃費向上した 8t クラ
スのハイブリッドショベル「SK 

80H」の製造、販売を開始しました。
SK 80H は 2010 年度「地球温暖
化防止活動 環境大臣表彰（技術開
発・製品化部門）」を受賞したほか、
国土交通省「低炭素型建設機械」第

1 号機にも認定されました。研究成
果はハイブリッドショベルの実用化
にとどまらず、従来機の省エネ化に
も活かされ、コベルコ建機では約
20％の燃費向上を達成しました。
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・「戦略的先端ロボット要素技術開発」プロジェクト
 （2006年～2010年度）

日立建機株式会社

全国の都市で高度経済成長期に
建てられたビルの多くが耐用年数
を迎えようとしています。その中に
は現在の耐震基準に合わないもの
も少なくなく、建て替えが急がれて
います。また、「建設リサイクル法」
により、解体業者に対して、建設廃
棄物を解体現場で分別し、資材ご
とにリサイクルすることが義務付け
られています。分別作業は手作業
が主体で、安全性の確保の面から
も、効率の面からも課題となってい
ます。
そうした社会背景から、NEDO
ではビルの解体工事と廃棄物の分
別を安全に効率よく行うことがで
きる「建設系産業廃棄物処理ロ
ボットシステム」の研究開発プロ
ジェクトを実施しました。2006～
10年にわたり実施され、その結果、
日立建機株式会社では、2本の腕を
持つ建設機械「ASTACO NEO」を
開発、2012年9月より販売を開始
しました。2本の腕は左右非対称

で、右腕が主腕、左腕が副腕の役割
を担っていることが特徴です。右腕
の先端部には10～13t級の、左腕の
先端部には4t級のショベルカー用
アタッチメントを装着できます。ア
タッチメントには、物をつかむ「グ
ラップル」や、鉄骨などを切断する
「カッター」、コンクリートやアス
ファルトを砕く「圧砕機」、砂利や
廃材を載せる「バケット」などがあ
り、用途に応じて付け替えることが
できます。
発売に先立ち、東日本大震災の

被災地、宮城県石巻市や南三陸町
でも活躍し、運用実績を積むことが
出来ました。今後も建物の解体作
業、スクラップ処理現場等で活躍す
る予定です。

２本腕の建設機械、建物解体現場での活躍期待

ASTACO NEOの全景

一方の腕で支えながら、もう一方の腕で粉砕や引
き出しなどを行う双腕機では、左右の腕の負荷
が大きく異なる（写真は試作機のもの）

津波で押し流され市街地の路地を塞いでいたコ
ンテナを、その場で解体・分別して移送。（石巻市）

複雑に絡み合う建屋構造物、基礎材などの鉄ス
クラップを細かく切断、分別して移送。（南三陸町）
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蓄熱媒体「水和物スラリ」で賢く冷房　省エネルギー空調システム

冷却後の水和物スラリ。水
溶液が冷やされてスラリに
なると無色透明から白色
に変わる

3段階の装置による水和物
スラリ製造。水溶液過冷却
器、過冷却解除器、ネオホ
ワイト冷却器の作動順

・ニューサンシャイン計画制度「広域エネルギー利用
ネットワークシステム（エコ･エネ都市プロジェクト）　
（1997～2000年度）
・エネルギー使用合理化技術実用化開発 水和物スラリ
空調システム開発（2001～2003年度）

・エネルギー使用合理化技術戦略的開発 省燃費型乗用
車用蓄冷空調システム開発（2004～2006年度）
・エネルギー使用合理化技術戦略的開発 エコドライブ
用蓄熱空調システムの研究開発（2007～2008年度）
　ほか

川崎駅地下街「アゼリア」の空調システムに取り付けられた水和物スラリの製造
装置。

JFEエンジニアリング株式会社

オフィスビルやショッピングセン
ターなど、多くの人が利用する業務
用建築物や工場建物などを快適な
環境に保つために欠かせないのが、
冷風や温風をつくり出す空調システ
ムです。部屋ごとにエアコンを設置
する家庭用冷暖房と違い、建築物
の空調システムは、はるかに大きな
エネルギーを消費します。そのた
め、空調システムの省エネルギー化
は、建築物のオーナーや管理者に
とって重要な関心事です。特に、業
務用建築物を含む民生部門のエネ
ルギー消費は年々増加傾向にあり
ます。地球温暖化防止の観点から
も、空調システムのより一層の効率
化が必要とされています。JFEエン
ジニアリング株式会社は、従来から
あった水や氷を利用して蓄熱する
空調システムに代わって、「水和物
スラリ」（商品名：ネオホワイト）と
いう化合物を利用した、新しい蓄熱
空調システムを開発し、業務用建築
物の空調システムの省エネ化に効

果を上げています。基礎研究から、
実証・実用化に至るNEDOの各種
研究開発プロジェクト支援を、継続
的に利用した研究成果が実を結ん
だ形です。2011年9月現在、神奈川
県の川崎駅地下街、横浜市のショッ
ピングセンター、岡山県備前市の

ベアリング工場など、計８施設で、
実際に設置、利用されています。更
に、国内に加え、海外でも北米含め
数件の導入の実績があり、国産省
エネ蓄熱技術の海外への拡大も図
られています。
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真空断熱材が住宅の省エネにも貢献

多分割気密構造の真空断熱材「Chip-Vacua」
万一、一部損傷しても他には影響がない

フレキシブルな形状を実現できるのも
「Chip-Vacua」ならでは

・エネルギー使用合理化技術戦略的開発（2003～2007年度）

4mmで100mmのグラスウールと同性能の真空断熱材

パナソニック株式会社

現在、日本には低断熱な既築住
宅が3,500万戸あるといわれてい
ます。また新築住宅も毎年60万戸
建てられています。これらの住宅の
高断熱化が進めば、エアコン等の
消費電力を低減できるなど大きな
省エネ効果が期待できます。パナソ
ニックは冷蔵庫やジャーポットなど
家電製品で培ってきた真空断熱材
技術をもとに、住宅断熱などの異分
野にも参入。より性能を向上させ
て、用途開拓に挑戦しました。真空
断熱材は、真空に近い状態まで気
体を減圧することで熱を伝わりにく
くする断熱材です。わずか4mmと
いう厚さで、100mmの厚さのグラ
スウールと同じ断熱性能を発揮し
ます。
ＮＥＤＯプロジェクトを通じて開
発に取り組むことで、ニーズ・ター
ゲットが明確になり、建材メーカー
のアキレスと共に高い目標に向かっ
て共同で開発に臨むことができま
した。住宅断熱材に関するノウハウ

を持たない家電メーカーのパナソ
ニックでも、新たな住宅用真空断熱
材の研究開発に取り組みやすい環
境を整えることができました。
また、真空断熱材の未溶着部を
熱溶着して、10cm角の多分割気密
構造にするという工夫を凝らした製
品「Chip-Vacua」も生まれました。
これにより、たとえ１ヶ所に穴が開
いたとしても、他の部分の真空状態
を保つことができ、形状によって
は、折り曲げたり丸めたりといった
フレキシブルな形状が可能になりま
す。開発途上で得られた現場課題
でのヒントが参考になった開発事
例です。
NEDOとの共同開発中に実験住
宅５棟で実証研究を実施し、様々な
ノウハウを得たほか、2010年には
日本全国の工務店向けに行われる
IBEC講習会のテキスト『既存住宅
の省エネ改修ガイドライン』に施工
例が掲載されるなど、今後の発展
が期待されます。
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・高性能工業炉の開発（1993～1999年度）
・高性能工業炉導入フィールドテスト事業
 （1998～2000年度）
・（派生プロジェクト）高温空気燃焼制御技術の研究開
発（1999～2003年度）
・（参考）燃焼制御基盤技術研究開発
 （1993～1998年度　経産省直轄）

日本工業炉協会

日本全体で使用されるエネル
ギー消費量の18%が工業炉で消費
されています。しかし、これまで工
業炉の熱の有効利用率は35%ほど
で、残りの65%は燃焼排ガスととも
に大気中に放出されていました。効
率改善の方法の一つに「リジェネレ
イティブバーナー」（以下リジェネ
バーナー）と呼ばれる燃焼技術があ
りましたが、排熱回収率（排熱を利
用して燃焼用空気を予熱する）を高
めるほど大気汚染物質のNOx（窒
素酸化物）発生が増加してしまうと
いうジレンマがありました。そのた
め長年、工業炉の省エネルギー化と
環境負荷低減の両立は困難と考え
られてきました。ところが、1990年
代初め、熱回収率を高めてもNOx
発生量が増えない燃焼方法を日本
の工業炉メーカーが発見しました。
そこで、NEDOでは1993～
1999年度に「高性能工業炉の開
発」プロジェクトを、1998～2000
年度に「高性能工業炉導入フィール

ドテスト」を実施し、社団法人日本
工業炉協会を中心に、省エネルギー
で環境負荷も小さい「高性能工業
炉」の研究開発に取り組みました。
その結果、従来方式炉に比べて
30％以上の省エネ効果とＣＯ₂削減
効果、50％以上のNOx低減を可能
とする高性能工業炉の開発に成功
しました。フィールドテスト事業を

推進するに当たっては、高性能工業
炉開発プロジェクトで各企業が個
別に取得した300以上に及ぶ特許
全てがコンソーシアム内で共有化さ
れ、その結果、高性能工業炉の実用
化が急速に進むこととなりました。
2011年時点で、国内約1,300基の
工業炉でこの方式が取り入れられて
います。

産業界の省エネルギー／環境負荷低減に大きく貢献する高性能工業炉

高性能工業炉の一例：厚板圧延用加熱炉。板状のスラブを1,200℃まで加熱する
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新技術でごみ焼却炉の「より効率よく、よりクリーンに」を実現

炉の内壁。

ストーカ炉を見上げたところ。無数のパイプが張
りめぐらされ、燃焼効率向上や環境負荷低減の
最新技術が組み込まれている。

国崎クリーンセンターの制御管理室。モニターで
炉内の様子も観察できる。

・高温空気燃焼制御技術研究開発プロジェクト
　（1999～2003年度） 

ハイパー21ストーカシステムが使われている国崎クリーンセンター合計2炉で1日
235tのごみ処理能力がある。蒸気の余熱は発電や温水にも利用される。

ＪＦＥエンジニアリング株式会社

日本の家庭から排出されるごみ
の多くは、火格子の上でごみを燃焼
させるストーカ炉で処理されます。
「よりエネルギー回収効率が高く、
より低公害のごみ焼却施設を」と
の声にJFEエンジニアリングは、新
型ストーカ炉の開発で応えまし
た。
新型炉では、吹込み空気を均一
にでき安定燃焼が可能な燃焼装
置、焼却過程で発生する未燃ガス
と燃焼ガスを効果的に混合し有害
ガスの排出を抑える炉形状、ファ
ジー制御系により安定的な燃焼を
行う制御技術などが用いられてい
ます。
さらに同社は、「高温空気燃焼制
御技術研究開発プロジェクト」で
「高温空気吹込み」や「排ガス再循
環」技術などを組み合わせ、「ハイ
パー21ストーカシステム」を完成さ
せました。
ごみ焼却発電の高効率化では、

燃焼空気比の低減が重要ですが、

値を小さくし過ぎると不完全燃焼
を起こし、有害ガスを多く排出して
しまいます。新技術では高温空気
吹込みにより、低い空気比でエネル
ギー効率を高め、有害ガスの発生
も抑えられました。
2009年4月、兵庫県東部に「国

崎クリーンセンター」が完成し、ハ
イパー21ストーカシステムが初めて
実用化されました。JFEエンジニア
リングの守吉さんは「全国自治体や
ヨーロッパの基準を勘案してトップ
クラスの厳しい環境基準を設定し、
新技術でそれに対応しました」と話
します。
他にも全国６か所でハイパー21ス
トーカシステムが稼働・建設中であ
り、今後、実用炉のデータがフィー
ドバックされ、さらに効率的でク
リーンなごみ処理技術の開発に活
かされるでしょう。
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・ムーンライト計画／高効率ガスタービンの開発
 （1978年度～1987年度／経済産業省事業）
・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年度～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年度～2011年度）

三菱重工業株式会社

2011年3月11日に発生した東日
本大震災を機に火力発電への依存
度が高まっています。現在、日本の
電力需要の約9割が火力発電で賄
われています。そうした中、熱効率
が60％以上と高く、ＣＯ₂やNOxな
どの排出量が石炭火力などに比べ
て約50％も少ないことから注目が
高まっているのが「ガスタービンコ
ンバインドサイクル発電システム
（GTCC）」です。同システムの要と
なる大型ガスタービンの本格的な
開発がわが国で始まったのは1978
年度から実施されたナショナルプ
ロジェクト「ムーンライト計画」にさ
かのぼります。その後も、NEDO主
導で実施された「ニューサンシャイ
ン計画」などに引き継がれ、さらな
る性能向上が図られてきました。
ムーンライト計画当時からプロジェ
クトに参画してきた三菱重工業で
は、欧米勢がけん引する大型ガス
タービン分野において、世界最高性
能の大型ガスタービンを次々に開

発。例えば2011年2月に導入された
「1600℃級Ｊ型ガスタービン」は
熱効率61％以上を誇り、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。この
ような大型ガスタービンは現在の
日本の電力需要と地球温暖化防止
対策に大きく寄与しているだけでな
く、今後、電力需要の大幅な増大が
見込まれる新興国においても大き
く貢献することが期待されていま
す。

世界最高水準の高効率・大型ガスタービンで
地球環境やエネルギー問題に貢献

ガスタービンの回転翼

ガスタービンの進化と燃焼温度の変遷。温度が
上がるほどに、効率が上がっていくのが分かる。
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・ニューサンシャイン計画（1993～2001年度）
・内部熱交換による省エネ蒸留技術開発
 （2002～2005年度）
・エネルギー使用合理化技術実用化開発 HIDiC（内部
熱交換型蒸留塔）の大処理量化技術確立の研究開発
 （2006～2008年度）

木村化工機株式会社

日本のＣＯ₂排出量においては産
業部門が34％を占め、化学産業は
5％を排出しています。その中でも
石油の分留やアルコールの濃縮な
どに見られる蒸留プロセスは非常
に重要な役割を果たしています。し
かしながら、日本の化学産業におけ
る省エネ技術は世界最高水準であ
り、エネルギー原単位は頭打ちに
なっているのが現状です。しかし更
なる省エネを可能にする画期的新
技術として「H I D i C」（H e a t 
Intergrated Distillation Column
　内部熱交換型蒸留塔）が注目を
集めています。蒸気を冷やす時に排
出される熱を内部で熱交換・圧縮し
て、暖める時にも使うという、この
技術を適用すれば、飛躍的なエネ
ルギー削減が可能になります。木村
化工機は20年以上前から、産総研
の知見を得つつこの技術を育んで
来ましたが、NEDOプロジェクトを
通じてようやく実現することができ
ました。実機プラントと同じスケー

ルの実証試験では、ガソリン留分
の蒸留プロセスにおいて最大60％
ものエネルギー削減を達成。今後
は新興国を中心に石油化学系のみ
ならず食品やバイオマス製造など
幅広い分野で活躍することが期待
されています。

最大で６０％もの省エネ効果を誇る蒸留設備

蒸留塔の内部構造。蒸気を冷却する際の内部の熱を周りで熱交換して冷却して
いる。

パイロットプラント全景
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製造現場の蒸気を余すことなく有効活用する小型蒸気発電機

スチームスター内部。左側の上部からパイプがつ
ながった部分がスクリュー格納部。右側は、イン
バータや制御機器

高精度加工されたスクリュー

ボイラーと「スチームスター」の組み合わせ概念
図

・エネルギー有効利用基盤技術先導研究開発／多様な
ニーズに対応するフレキシブルタービンシステムの研
究開発（2001～2003年度）
・エネルギー使用合理化技術戦略的開発／小型貫流ボ
イラー発電システムの実用化研究(2004～2006年)

兵庫県尼崎市の蒸気製造プラントに設置された「スチームスター」設置スペー
ス、工事費を低減できる小型設計。屋内外の設置が可能。

株式会社神戸製鋼所

加熱した水が沸騰、蒸発して発
生する蒸気は、製造現場や各種施
設において幅広い用途で活用され
ています。製造プロセスでは蒸気減
圧弁で必要とする圧力に減圧して
使用されますが、減圧工程で発生
する余剰蒸気は未利用のまま大気
中に放出されてしまいます。この余
剰蒸気も無駄にせず、有効に利用す
る方法の一つとして注目されている
のが蒸気発電機です。神戸製鋼所
ではNEDOプロジェクトを通じて、
2001年から蒸気の有効利用を目指
した先導研究をスタートし、技術的
な蓄積を始めました。その際のユー
ザー調査では、ほとんどのケースに
おける蒸気需要は1MPa以下で、毎
時2～20tの蒸気量の範囲であるこ
とが判明しました。
日本の製造業の大部分を占める
中小規模の工場などで使われてい
る蒸気は、このように少量・低圧の
蒸気です。それでもプロセス蒸気と
して使用するためには、高精度で減

圧機能を制御する必要もあります。
そこで、高精度の減圧を行いなが
ら、効率的にエネルギーを回収し、
高効率で発電できれば、一石二鳥
の効果が期待できます。これらの調
査結果を踏まえ、2004年からは小
型で高効率なタービンによる蒸気
発電機の実用化開発を行いまし
た。最終的にはタービン式ではなく
神戸製鋼独自のスクリュー式を採
用することになりましたが、NEDO
プロジェクト中に開発された数々
の要素技術が活かされ、小型蒸気
発電機「スチームスター」が完成し
ました。132kW、160kWの発電容
量で製品化しており、これまでに合
計100台が販売されています。
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軽油を極限までクリーンにする触媒

触媒『C－606A』（左）を用いるとクリーンな軽
油が製造できる。

新触媒が使用されているコスモ石油の脱硫プラ
ント

直径30cm、高さ2mの脱硫塔試験機

・石油精製汚染物質低減等技術開発
 （1999～2003年度）

コスモ石油が開発した新規触媒により精製された「サルファーフリー」軽油（左）
は、未精製の軽油（右）に比べて見た目にもきれいになっている。

コスモ石油株式会社

物流、交通機関に欠かせないト
ラックやバスは燃料として大量の
軽油が使用されていますが、これら
のディーゼル車の排出ガス中には、
硫黄成分や窒素成分から生成され
るSOxやNOｘ、粒子状物質が含ま
れており、深刻な大気汚染を引き
起こしてきました。このため、国は
軽 油に含まれる硫 黄 濃 度を
500ppmまで低減させる規格を定
め、これに伴い、国内の石油会社は
約2,000億円の設備投資を行いま
した。しかし、世界的な環境意識の
高まりから、さらに、硫黄濃度を
10ppm以下とするサルファーフリー
軽油を作ることが新たな開発目標
として定められました。
この厳しい品質規格をクリアす
るために、大型な設備投資をするこ
となく、触媒によって硫黄成分を減
らすことが求められていましたが、
一企業で高性能な触媒を開発する
ことは大変な作業でした。そこで、
NEDOの支援のもと、コスモ石油、

島根大学、九州大学による産学官
連携により取り組むことで、触媒製
造段階での補助剤の添加が有効で
あることや軽油に含まれる硫黄成
分を低減する触媒のメカニズムを
明らかにすることで研究開発に突
破口を開くことができました。
この結果、触媒性能を3倍まで高

めることで、硫黄濃度を10ppm以
下に低減でき、従来品とコスト的に
同等な新規脱硫触媒「C-606A」が
開発され、2004年5月の千葉を皮
切りに、四日市、堺、坂出と、コスモ
石油の4カ所の製油所に導入されま
した。つまり国内のコスモ石油のガ
ソリンスタンドすべてにサルファー
フリー軽油が導入されていることに
なります。これをきっかけに、今後、
さらなる高性能脱硫触媒の開発が
期待されています。
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