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1.（1）技術開発マネジメント関連業務 （カ）技術分野ごとの計画

（ⅳ）クリーンコールテクノロジー（CCT）分野

・石炭ガス化複合発電（IGCC）及びCO2分離回収の研究開発（EAGLEプロジェクト）は、世界最高レベルのガス
化効率や従来運用に比べて約30%のCO2分離回収エネルギーの削減（発電効率の2ポイント向上）など多くの

革新的CO2回収型石炭ガス化技術開発の全運転完了、大型実証プロジェクトへ 革新的CO２回収型石炭ガス化技術開発

2

成果をあげて全試験運転を終了。

・本成果は、後継の大崎クールジェンプロジェクト（石炭ガス化燃料電池複合発電実証事業費補助金：経済産
業省補助事業）で活用予定。

・試験運転時は、発生する石炭ガスを有効に活用し、高水素濃度対応低NOxバーナー、サワーシフト触媒の開
発に貢献するとともに、試験終了後は構成機器の解体分析、健全性評価ばかりでなく、配管付着物の採取、
分析等により、石炭ガス中の微量物質の把握に寄与。

EAGLEプロジェクト（パイロットプラント） 大崎クールジェンプロジェクト（大型実証プラント）

・NEDO主催で開催する「石炭ガス化技術国際シンポジウム」（平成26年9月10日～11日、東京）において、
EAGLEプロジェクトの成果を広く国内外に宣伝。

EAGLEの成果：全ての開発目標を達成 EAGLEプロジェクト（パイロットプラント） 大崎ク ルジェンプロジェクト（大型実証プラント）

石炭使用量 150 t/日 石炭使用量 1,180 t/日（電気出力 16.6万kW）

240m x 100m x 60m(H)

敷地面積 約 24,000m2

空気分離設備

CO2分離回収設備

石炭ガス化設備

CO 分離回収設備

開発目標 達成状況

STEP‐1
(2002‐06)

石炭ガス化性能 世界トップレベルのガス化効率達成

ガス精製性能 不純物を 1 ppm以下まで精製

連続運転性能 連続運転時間 1,000 h 以上

多炭種対応 5 炭種

完成予想図

CO2分離回収設備
（化学吸収法）

CO2分離回収設備
（物理吸収法）大型化対応 目標達成 ⇒ 大型実証機設計に反映

STEP‐2
(2007‐09)

高灰融点炭種対応 3 炭種（世界でも類を見ない）

CO2分離・回収
（化学吸収法）

従来運用に比べて約 30% のエネルギー削減
（発電効率で 2 ポイント上昇）

微量物質挙動調査 目標達成 ⇒ 大型実証機設計に反映

STEP 3 CO 分離・回収 化学吸収法と比較して相対比 10%以上の

電源開発若松研究所（北九州市） 中国電力大崎発電所（広島県）

ガスタービン設備

ガス精製設備
STEP‐3

(2010‐13)
CO2分離・回収

（物理吸収法）

化学吸収法と比較して相対比 10%以上の
エネルギー削減（ガスタービン高温化対応）

EAGLE: Coal Energy Application for Gas, Liquid and Electricity
IGCC: Integrated Coal Gasification Combined Cycle
IGFC: Integrated Coal Gasification Fuel Cell Combined Cycle 62



CO を削減する革新的製鉄プ セスの開発 境 製鉄プ 技

1.（1）技術開発マネジメント関連業務 （カ）技術分野ごとの計画

（ⅳ）クリーンコールテクノロジー（CCT）分野

・コークスの一部代替として、コークス製造時に発生するコークス炉ガス（COG）を改質し、増幅した
水素を用いて鉄鉱石を効率的に還元する技術を開発。また、高炉ガス（BFG）からCO2を分離する

CO2 を削減する革新的製鉄プロセスの開発 環境調和型製鉄プロセス技術開発（STEP2）

水素を用いて鉄鉱石を効率的に還元する技術を開発。また、高炉ガス（ G）からC 2を分離する
ため、製鉄所内の未利用排熱を活用した革新的なCO2分離回収技術も開発。これらの技術開発
によりCO2排出量の3割削減を目指す。

・開発した要素技術を組み込んだ試験高炉（実炉の1/400程度 平成27年度完成予定）での鉄鉱開発した要素技術を組み込んだ試験高炉（実炉の1/400程度、平成27年度完成予定）での鉄鉱
石の水素還元実証に向け、試験高炉の詳細設計等を実施した。

・本プロジェクトは、我が国の全ての高炉メーカーが参画する産学官連携事業として推進。

開発された 回収技術は 商用化され ウ タ (株)から受注し 室蘭製鉄所構内に・開発されたCO2回収技術は、商用化され、エア・ウォーター(株)から受注し、室蘭製鉄所構内に
CO2製造装置を建設中である。

コークス水素還元高炉用
コークス製造技術

鉄鉱石

Ｃ

Ｃ
Ｏ
２

貯
留

(2) ＣＯ２分離回収技術開発(1) 高炉からのＣＯ２排出削減技術開発

水素増量
ＣＯ２分離回収技術

(BFG)

水素還元に適した原料

・化学吸収法

物理吸着法

コークス炉
ガス(COG)

ＣＯ２高炉ガス
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回
収

コークス炉

水素リッチガス
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技
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熱・電力

高強度･高反応性コークス
未利用排熱活用技術

・廃熱回収ボイラ

COリッチ
ガス

・物理吸着法

銑鉄

収
実
証
プ
ラ水素リッチガス

コークス代替
還元材製造技術

水素還元高炉
反応制御技術

廃熱回収ボイラ
・カリーナサイクル発電システム
・ヒートポンプ
・スラグ顕熱回収技術
等

技術開発の概要 技術開発の成果

ラ
ン
ト
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1.（1）技術開発マネジメント関連業務 （カ）技術分野ごとの計画

（ⅴ）環境・省資源分野

・海水淡水化と下水の再利用統合実証研究プラントで、省エネ30%以上、低コスト化30％以上を達

海水淡水化・下水再利用統合システムの実証 省水型・環境調和型水循環プロジェクト

海水淡水 水 再利用統合実証研究 ラ 、省 以 、低 以 を
成するとともに、生産水を約3カ年にわたりボイラー用水として九州電力に供給。

・世界最高の要素技術を生み出すために、数種類の原水提供が可能なテストベッドを設置し民間
企業の研究開発を支援するとともに、ビジターセンター（北九州ウォータープラザ）を設置し、我が企業の研究開発を支援するとともに、ビジタ センタ （北九州ウォ タ プラザ）を設置し、我が
国の水処理総合技術を国内外へ発信。（見学者数 ：4,800人（うち、海外1,100  人） ）

・平成25年度事業終了後、北九州市が海外水循環ソリューション技術研究組合（GWSTA）ととも
に 日本の技術を海外に展開すべく 本施設にて引き続き研究を行う予定に、日本の技術を海外に展開すべく、本施設にて引き続き研究を行う予定。

北九州ウォータープラザ事業概要北九州ウォ タ プラザ事業概要

実証研究プラント構成 64



1.（1）技術開発マネジメント関連業務 （カ）技術分野ごとの計画

（ⅴ）環境・省資源分野

使用済モ タ からの高性能レアア ス磁石
使用済製品からレアアースをリサイクル

・日本国内で使用済レアアース磁石のリサイクルシステムを構築するため、物流を担う商社や回

使用済モーターからの高性能レアアース磁石
リサイクル技術開発

収したリサイクル原料を使用する部材・製品メーカー等の関連企業と連携。

・実際の使用済製品を用いた実証試験や原料の受入基準を用いてレアアース抽出技術の検証等
を行うことで、実用化の可能性の高いリサイクル技術を開発。を行うことで、実用化の可能性の高いリサイクル技術を開発。

・平成25年度には、ハイブリッド自動車の駆動用モーターに使用されているレアアース磁石につい
て、経済的かつ安全に96％以上を回収する技術を開発。また、回収された磁石からレアアース
を環境負荷が小さくかつ効率的に抽出する技術を開発 レアアース抽出率95％以上 回収純度を環境負荷が小さくかつ効率的に抽出する技術を開発、レアア ス抽出率95％以上、回収純度
99％以上を達成。

■ レアアース磁石リサイクルの概要 ■ 開発したレアア ス磁石回収■ レアアース磁石リサイクルの概要 ■ 開発したレアアース磁石回収
装置の外観（一部）使用済製品 最終製品

レアアース磁石

製
原

使用済製品からのレアアース磁石回収技術 磁石からのレアアース抽出技術

製
品
の
集
荷

原
料
と
し
て
使
用

（写真提供：三菱マテリアル（株））
（写真提供：
豊田通商（株））

ハイブリッド自動車
変速機ユニット

駆動用モーター
（ローター部分）

回収された磁石
（脱磁処理済）

抽出されたレアアース
（ジスプロシウム） 65



低炭素社会を実現する

1.（1）技術開発マネジメント関連業務 （カ）技術分野ごとの計画

（ⅵ）電子・情報通信分野

具体的なマネジメント上の仕組みと工夫①

・ウエハからシステムまで一貫して実施する垂直統合型の研究開発体制を構築。高品質
イ ゴ ト（結晶化した材料塊） 量産化技術を確立 それをウ 化するため

低炭素社会を実現する
新材料パワー半導体プロジェクトＳｉＣデバイスの低コスト化を実現する、高品質ＳｉＣインゴットの高速切断技術を開発

SiCインゴット（結晶化した材料塊）の量産化技術を確立。それをウエハ化するための、
従来比4～5倍で高速切断加工する技術を開発。本加工技術は平成26年度中にも上市
見込み。
・SiCデバイス開発で課題であった性能バラツキについて、早期に追加的予算を投入し、
高信頼性に道筋。高耐圧（3.3kv級） SiCデバイス試作の半年間の前倒しを実現。
・また、開発したSiCデバイス技術は、電車向けインバータに組み込まれ、世界初となるフまた、開発した デ イ 技術は、電車向けイン タ 組み込まれ、世界初 なる
ルSiCインバータの製品化に繋がった。

平成25年度の開発成果

SiCウエハ デバイス／モジュール 応用先

・高耐圧SiCデバイス試作を半年前倒し・高速加工技術が大きく進展

インバータSiCインゴット

・高品質インゴットを開発

高速鉄道 電気自動車 など

SiCパワー半導体デバイス市場
800億円（平成32年予測）

SiCウエハ市場：
300億円（平成32年予測）

自動車向けインバータ市場
～9,000億円（平成32年予測）

高速鉄道、電気自動車 など

世界初！
フルSiCインバータを製品化

66



低炭素社会を実現する

1.（1）技術開発マネジメント関連業務 （カ）技術分野ごとの計画

（ⅵ）電子・情報通信分野

・ 産総研スーパークリーンルームを軸とした産官学連携の研究開発拠点を形成し、新し

低炭素社会を実現する
超低電圧デバイスプロジェクト

低消費電力化に資する新しいトランジスタ構造を用いた集積回路を開発

いトランジスタ構造を用いた集積回路を開発、ＩＴ機器の消費電力1/10に道を開く、
0.37V（従来の1/3）の超低電圧での動作を実証。
・同時に、超低電圧でのデータ記憶を可能とするメモリ（不揮発デバイス）を開発。 これ同時に、超低電圧でのデ タ記憶を可能とするメ リ（不揮発デ イス）を開発。 れ
により、消費電力が1桁以上小さいLSIが実現でき、小さな電池1個でも長期間動作で
きる機器などへの応用の道が開ける。

3.5

3 0

本プロジェクトの狙い 平成25年度の開発成果(例） 応用先（例）

3.0

2.5

2.0

動作電圧の推移

圧
(V

) 微細化により実現
（ムーアの法則）

2.0

1.5

1.0

１V以下

動
作
電
圧

1Vの壁
微細化のみでは
実現困難

開発した新構造トランジスタと

データセンター

0.5

0.0
202020102000

年

1Vの壁

本プロジェクト

開発した新構造トランジ タと
不揮発デバイスを搭載した
集積回路を作製したシリコンウエハ スマートフォン

年 67



カ ボンナノチ ブとゴムや金属などを

1.（1）技術開発マネジメント関連業務 （カ）技術分野ごとの計画

（ⅶ）材料・ナノテクノロジー分野

低炭素社会を実現する革新的カ ボン

・単層カーボンナノチューブ（CNT）は、ディスプレイ・航空機等の更なる軽量化・高機能化を実現す

カーボンナノチューブとゴムや金属などを
混ぜ合わせた新材料を開発

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

単層カ ボンナ チ ブ（ ）は、ディスプレイ 航空機等の更なる軽量化 高機能化を実現す
る材料として注目されているが、実用化には至っていない。
・そこで本事業では、基盤となるCNTの大量合成技術を開発。さらに、 CNTと既存材料とを混ぜた
新材料の実用化に向け、一貫した研究開発を実施。
・平成25年度にCNTと、ゴムや金属などと混ぜ合わせた新材料の開発を達成。これら材料を事業参
画者以外へも積極的にサンプル提供し、応用先の拡大・早期の実用化を促進。

CNTと他材料の複合化（混ぜ方）や、CNTの分離法（取り出し方）を開発し、
大量製造・品質安定化を達成。サンプル（9種類）提供を本格化。

サンプル提供数 50件から112件へ増加（平成24
年度から平成25年度）。

今回平成25年度に開発した新材料(例） 応用先（例）

＜単層CNTの
大量合成＞

今回平成25年度に開発した新材料(例）

大量合成＞
例①：ＣＮＴと金属

例①：エンジン用熱交換器へ応用、
優れた熱伝導性を実現。(CNTと金属）

例③：ＣＮＴから分離した、
金属型・半導体型ＣＮＴ

（平成25年12月19日プレスリリース実施）

例②：ＣＮＴとゴム
例②：点字デバイスへ応用、
軽量・薄型化を実現。(CNTとゴム)

例③：印刷トランジスタへ応用、
低コスト化を実現。（半導体型CNT） 68



規則性ナノ多孔体精密分離膜

1.（1）技術開発マネジメント関連業務 （カ）技術分野ごとの計画

（ⅶ）材料・ナノテクノロジー分野

・大学、研究機関や、材料メーカーからユーザー（化学プラント）までの産学垂直連携体
制により 従来の蒸留工程の段数を大幅に減らしたIPA（イソプロピルアルコ ル）抽

世界初となる石油化学の工場での革新的材料の性能評価試験を実施
規則性ナノ多孔体精密分離膜
部材基盤技術の開発

制により、従来の蒸留工程の段数を大幅に減らしたIPA（イソプロピルアルコール）抽
出に成功。無機材料による耐水性、耐酸性に優れた分離膜（無機分離膜）を開発し、
世界初となる石油化学の工場での性能評価試験を実施。

・性能評価試験では、500時間超の連続運転と分離性能の最終目標値を達成。無機分
離膜と従来の蒸留工程を組み合わせ、50％以上の省エネルギー化に目処。

・Nanotech2014（平成26年1月）で研究開発成果を発表 プロジェクト賞（グリ ンナノテ・Nanotech2014（平成26年1月）で研究開発成果を発表。プロジェクト賞（グリーンナノテ
クノロジー部門）を受賞。

新技術（無機分離膜＋蒸留）従来技術（蒸留） 新技術（無機分離膜＋蒸留）

膜により
Ａを分離

Ａ成分

無
機
分
離
膜

チラ

従来技術（蒸留）

無機分離膜を付与したセラミック部材

Ａ,Ｂ
混合物

Ａ,B
混合物

Ｂ成分

還流量減

チラー
で冷却

蒸留塔

Ａ,Ｂ
混合物

Ｂ成分

チラー
で冷却

蒸留塔

還流

Nanotech2014で成果発表

性能評価試験装置

Ａ成分 蒸留塔熱負荷減少スチーム
で加熱

Ａ成分スチーム
で加熱

無機分離膜を導入した脱水プロセス プロジェクト賞を受賞 69



1.（1）技術開発マネジメント関連業務 （カ）技術分野ごとの計画

（ⅷ）バイオテクノロジー分野

認知症など脳の病態の解明を目指し、新型のPET装置とイメージング識別薬剤を開発 精神性疾患等の治療に貢献する
次世代ＰＥＴシステムの研究開発

浜松ホト ク 株式会社及び浜松医科大学 研究開発 ムは イ 病等 患者 脳 病態・浜松ホトニクス株式会社及び浜松医科大学の研究開発チームは、 アルツハイマー病等の患者の脳の病態
を解明し、的確な治療に繋げる、次世代のPET※診断システムを開発。
・認知症、アルツハイマー病、躁うつ病等、少子高齢化に伴い増加する精神性疾患について、脳の病態解明
が早急に求められるものの、現状の測定システムでは患者が測定時に長時間静止する必要がある等の理が早急に求められるものの、現状の測定システムでは患者が測定時に長時間静止する必要がある等の理
由により重度患者の正確な測定が困難であり、病態の進行と脳の変化の関係が不明な部分が多かった。
そこで、同チームは、脳内の認知機能等の変化を反映する新規のイメージング薬剤と、患者の頭部の動き
を補正し高精度計測を可能とする頭部用診断装置を世界で初めて開発。

＊PET (P it E i i T h )＊PET (Positron Emission Tomography)
陽電子放射断層撮影法。陽電子を
放出する物質を含んだ放射性薬剤
を体内注射し、放出される放射線を正常者

検出することで、薬剤の体内分布
をコンピュータ処理により画像化す
る方法。

開発した次世代ＰＥＴ装置
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1.（1）技術開発マネジメント関連業務 （カ）技術分野ごとの計画

（ⅷ）バイオテクノロジー分野

・糖鎖機能活用技術開発プロジェクトでは、産業技術総合研究所が中心となって疾患

糖鎖機能活用技術開発プロジェクト世界初、糖鎖マーカーを用いた肝臓の線維化検査技術を実用化

マーカーを探索。肝炎から肝硬変に至る肝線維化の進行に特徴的なマーカーを開発。
・この成果を実用化するため、追加公募により国内大手の臨床検査機器・試薬メーカー
（シスメックス(株)）とのマッチングを実現。
・プロジェクト終了後も、産総研とシスメックス(株)は共同研究を継続し、平成25年12月10
日に薬事承認（製造販売承認）を得た。

肝線維化検査試薬疾患の進行に伴 て糖鎖構造の変化する糖タンパク質のモデル図 肝線維化検査試薬疾患の進行に伴って糖鎖構造の変化する糖タンパク質のモデル図

レクチン（糖鎖に結合）

抗体（タンパク質に結合）

(a)→(b)へと肝炎からがんに（線維化の程度が）進むと糖鎖構
造が変化した糖タンパク質が増えるが、糖鎖解析技術により
このような糖タンパク質の量を把握する。

医療機関の臨床検査室で実施する診断システムとして開
発した結果、わずか17分程度での測定を実現。入院を必要
とせず採血のみで測定できるため、患者の負担を軽減。 71



1.（1）技術開発マネジメント関連業務 （カ）技術分野ごとの計画

（ⅸ）ロボット技術分野

・生活支援ロボット（移動作業型、装着型、搭乗型）の安全性規格、試験方法及び認証手法を
確立し 安全技術向上を目指した研究開発と 現場適用を見据えた実証試験を実施 これら

生活支援ロボット実用化プロジェクトロボットの国際安全規格策定等に貢献

確立し、安全技術向上を目指した研究開発と、現場適用を見据えた実証試験を実施。これら
の取り組みを通じ、安全性試験・認証スキームの構築やロボットビジネス環境の整備を推進。

・生活支援ロボットの国際安全規格（ISO13482）（平成26年2月正式発行）の策定に本プロジェク
トの成果が大きく貢献し、本プロジェクトより2件、パナソニック「リショーネ®」とダイフク「エリア
管理システム」が本国際安全規格に基づく認証を世界初取得。

・プロジェクト成果の一部を活用して CYBERDYNE社が欧州域内で医療機器として流通・販売プロジェクト成果の 部を活用して、CYBERDYNE社が欧州域内で医療機器として流通 販売
できる「CEマーキング」を取得し、我が国ロボットの海外展開の加速に貢献。

■CEマーキングを取得したロボットスーツHAL■開発対象のロボット

移動作業型ロボット 装着型ロボット 搭乗型ロボット
「ロボットスーツHAL®医療用」（提供：CYBERDYNE株式会社）

ドイツ ノルトライン・ヴェストファーレン州と「HAL」の実
証に関するMOUを締結（平成25年10月）。

第三者機関（認証）

■安全性試験・認証スキームの構築とビジネス環境整備 ■国際安全規格ISO13482の認証を世界初取得

ボットス ツHAL 医療用」（提供：CYBERDYNE株式会社）

（ロボット安全認証ビジネス）

ロボット安全
検証センター

ロボット

メーカー （株）ダイフク「エリア管理システム」パナソニック（株）「リショーネ®」 認証マーク

（ロボット安全検証ビジネス） （ロボットサービスビジネス）
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1.（1）技術開発マネジメント関連業務 （カ）技術分野ごとの計画

（ⅸ）ロボット技術分野

• NEDOプロジェクト「災害対応無人化システム研究開発プロジェクト（2011～2012年度）」の成
果をもとに 千葉工業大学 メ カ が災害対応ロボ ト「原発対応版櫻壱號 を開発した結

災害対応無人化システム研究開発プロジェクト災害対応ロボットを事業化

果をもとに、千葉工業大学、メーカーが災害対応ロボット「原発対応版櫻壱號」を開発した結
果、国産ロボットとして初めて日本原子力発電（株）原子力緊急事態支援センターへの配備、
事業化が実現（平成26年2月）。

• 本ロボットは、現場ニーズに対応した開発、改良を重ね、狭隘な階段（幅700mm）、長時間連
続走行（約8時間）、高い防水性能（水深１ｍ対応）等を実現した商用の高性能災害ロボット。

• 今後 緊急事態での使用に加え 本分野で我が国を代表する千葉工業大工大と民間企業と今後、緊急事態での使用に加え、本分野で我が国を代表する千葉工業大工大と民間企業と
が連携した災害ロボットの事業化として、他用途への展開や市場開拓が期待される。

写真左：
千葉工業大学がNEDOプロジェクトの成果をもとに独自開発し千葉工業大学がNEDOプロジェクトの成果をもとに独自開発し
た、災害対応ロボット「櫻壱號」

写真右：
原子力緊急支援センターに配備された「原発対応版 櫻壱號」

写真下写真下：
NEDO、千葉工業大学、民間企業（(株)日南）による合同記者
会見の様子
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1.（1）技術開発マネジメント関連業務 （カ）技術分野ごとの計画

（ⅹ）新製造技術分野

・ファイバーレーザーを用いた新たな加工領域の開拓を目指して、炭素繊維複合材料

次世代素材等レーザー加工技術開発自動車部材等の3D加工システムを開発

（CFRP）等を対象としたレーザー加工技術の開発を実施。
・大阪大学と産総研の共同加工試験体制の構築により開発を推進。2kW-QCWファイ
バーレーザー開発によるCFRP高速加工条件抽出するとともに、ユーザー企業とのテ開発 高速 条件抽 す 、 業
スト加工も開始（平成25年度:2件実施）。
・追加的予算により、加工評価システムの構築、高加工効率な短波長レーザー実験の
推進、3次元加工システム開発によるユーザー連携強化等を実施。推進、3次元加工システム開発によるユ ザ 連携強化等を実施。
・実用化が近いと見込まれた金属粉末積層造形技術を他事業にスピンアウト。

■プロジェクト開発成果 ■追加的予算による成果 ■実用化加速に向けた他事業
へのスピンアウト

加速予算による成果

自動車部材等の3D加工システムを開発

へのスピンアウト

3D加工 金属粉末積層造形機（アスペクト社製）

X軸、Y軸 + Z軸×2（4軸制御）
金属粉末積層造形品（チェス駒）

2kW-QCWファイバーレーザー

（古河電工製）

2波長重畳3Dリモート

加工装置

（アマダミヤチ製）
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融合 新社会

1.（1）技術開発マネジメント関連業務 （カ）技術分野ごとの計画

（ⅺ）IT融合分野

・「ＩＴ融合」とは、情報通信技術（ＩＴ）を介して得られるデータを活用し、製造業、サービス

ＩＴ融合による新社会システムの
開発・実証プロジェクトＩＴを介して得られるデータを活用した新産業の創出を推進

業、農業等の異分野の産業を結びつけて生み出される新ビジネスのことであり、今後
大きな産業発展が見込まれている。
・対象分野として、「ＩＴ融合」により、新ビジネスの創出及び社会課題の解決が期待され
る「都市交通」、「ヘルスケア」、「農商工連携」に集中して16テーマを実施。
・並行して、それらを支える「データ処理基盤」の技術開発を実施。両者の情報交換会、
展示会出展等を通じて、ＩＴを活用した新産業の創出を推進。展示会出展等を通じて、ＩＴを活用した新産業の創出を推進。

■ 採択テーマ例 （農商工連携） ■ 展示会の様子 （ CEATEC JAPAN 2013 ）

糖度、酸度など
品質情報

生産ノウハウ

・農業ノウハウをコンテンツ化し、また圃場や栽培過程での果
実の情報 気象などの環境情報を収集し それらデ タに基

土壌、気候など
環境情報農業生産支援システム みかん農家

農業生産支援システム みかん農家

実の情報、気象などの環境情報を収集し、それらデータに基
づいた栽培指導を可能とするシステムを実証。

・ CEATEC JAPAN 2013では、本プロジェクト概要や成果
を発表。NEDOブース来場者約15,000人にPR。
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相手 と 政府間ベ 交渉を通じ “実証 場”を創出

1.（1）技術開発マネジメント関連業務 （カ）技術分野ごとの計画

（ⅻ）国際展開支援
国際エネルギー消費効率化等技術・システム実証

相手国との政府間ベースでの交渉を通じて“実証の場”を創出

・出力が不安定な太陽光発電を配電系統へ大量に導入された場合の課題（電圧、上位系統への影響など）を
解決するため 系統用蓄電池 および商業ビル 一般需要家のデマンドレスポンスにより実配電線における

国際エネルギー消費効率化等技術・システム実証
事業 （米国・ニューメキシコ州おける日米スマートグ
リッド実証事業）

解決するため、系統用蓄電池、および商業ビル、 般需要家のデマンドレスポンスにより実配電線における
最適電力供給を実現するためのスマートグリッドを実現する。

 世界で初めて配電系統レベルのマイクログリッドとして、メ
ガソーラーと蓄電池を組合せて潮流制御に成功。

 非常時に主にガスエンジン・蓄電池・燃料電池等を利用す
ることにより、電力系統から無遮断で切り離し、自立運転へ

成 平成25年7月より900世帯の参加の下、デマンドレスポンス
実証を行った結果、4～10％の省エネ効果を達成。

移行させることに成功。

蓄熱槽メサデルソルセンタービル鉛蓄電池（0.8MW) NAS電池（1.0MW) 蓄熱槽メサデルソルセンタ ビル

重電メ カ 建設業 商社 蓄電池メ カ 太陽電池メ カ など 異分野 競合関係を越えた 日本 トグリ ドを担う

燃料電池（80kW)スマートハウスμEMS
ガスエンジン(24KW)

• 重電メーカー、建設業、商社、蓄電池メーカー、太陽電池メーカーなどの異分野・競合関係を越えた、日本のスマートグリッドを担う
最適な実証体制を構築。

• NEDOが実証の場を提供し地場企業や相手国自治体との連携関係の構築を促進していることが、将来の企業の事業展開にとって
プラスの効果の創出に繋がりつつある（例：新たな商機の呼び込み、地場企業との連携が別のビジネスに発展等）。

• 実証運転開始以降、技術成果の共有、発信を目的に、年1回の有識者による日米合同ワークショップを開催。 76



1.（1）技術開発マネジメント関連業務 （カ）技術分野ごとの計画

（ⅻ）国際展開支援

・タイ政府機関との医療分野の国際共同事業＊１として、現地の環境・インフラに適合し

高度なロボット技術を応用した細胞自動培養システムの実証試験をタイで実施
環境・医療分野の

国際研究開発・実証プロジェクト

タイ政府機関との医療分野の国際共同事業 として、現地の環境 インフラに適合し
た細胞自動培養システムを開発。本システムを用いて、実際に臨床応用可能なレベル
の細胞を調製できることを実証＊２。

＊１ 平成24年11月23日、NEDOとタイ商務省
（MOC）は本事業の実施について合意、基
本協定書（MOU）に調印。

＊２ NEDOプロジェクト終了後は、関節軟骨の再生を対象に、細胞自動培
養システムによる再生・細胞医療の薬事承認取得を目指す。将来的
にタイの医療技術・福祉の向上と、我が国の高度な再生・細胞医療技
術の発展に弾みがつき、日本・タイ両国の医療産業の活性化に資す術の発展に弾みがつき、日本 タイ両国の医療産業の活性化に資す
ることが期待される。

タイ・チュラロンコン大学に設置した細胞自動培養システム シリントーン王女ご臨席のもと開催された実験室開所記念式典
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国際 ネ ギ 消費効率化等技術

1.（1）技術開発マネジメント関連業務 （カ）技術分野ごとの計画

（ⅻ）国際展開支援

・国際競争が激化する中、日本企業のNEDO事業成果を市場獲得につなげるために

国際展開を後押しする展示会を開催
国際エネルギー消費効率化等技術・
システム実証事業

は、日本企業と対象国ユーザー企業の密な情報交換が鍵となる。
・NEDOは、JETROと連携し、インドで、「日印エネルギーフォーラム2013“エキシビショ
ン”」として、日本企業各社のNEDO事業成果等の展示会を実施。再生可能エネルギー展
や省エネルギー等の技術について、日印の企業間で1,500 件以上の事業化を見据え
た情報交換が行われた。

■ 「日印エネルギーフォーラム2013“エキシビション”」の様子
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1.（1）技術開発マネジメント関連業務 （カ）技術分野ごとの計画

（ｘiii）境界・融合分野

・「省エネ分野」をターゲットにセンサネットワークに使用されるセンサデバイスの共通

社会課題対応センサー
システム開発プロジェクト

無線通信、自立電源及び超低消費電力機能を実現するセンサの開発

課題である、無線通信、自立電源及び超低消費電力機能を実現するセンサの開発を
実施。
・ここで得られた基盤技術等を活用しつつ、新たに「社会インフラ」、「農業」、「健康医得 技術等を活用 、新 社会 ラ」、 農業」、 健康医
療」の分野等での社会課題解決に向けた先導的な研究、調査を実施。
・本先導研究の成果を活用して平成26年度の新規プロジェクトの計画を策定。

社会課題対応センサーシステム開発プロジェクト

（平成23年度～26年度） 環境情報

栽培情報

・温度、湿度、日射、風量

・水温、水分、EC

センサデータ
収集
管理
保管

農作物管理での活用イメージ 健康医療管理での活用イメージ

省エネ分野

他

設備・環境
制御

栽培制御

他
分
野
へ
の
応
用

インフラ管理での活用イメージ
平成26年度新規プロジェクト策定

「インフラ維持管理・更新等の社
会課題対応シ テム

用
展
開
の
研
究
・
調

会課題対応システム
開発プロジェクト」
（平成26～30年度）

調
査
を
実
施

79



1.（1）技術開発マネジメント関連業務 （カ）技術分野ごとの計画

（ｘiii）境界・融合分野

イノベーション推進事業

・これまでは素子等の構成部品の劣化が課題であったが、 高出力全固体連続波長266nmレーザの成果を活用

次世代半導体プロセスのニーズに応える全固体真空紫外レーザ光源の開発
イノベーション推進事業

（次世代半導体プロセス対応
全固体真空紫外レーザ光源の開発）

し、高出力1Wレーザ製品の長寿命化を実現、半導体関連市場での製品採用に繋げた。

外部共振器の波長変換素子の劣化モードを軽減した結晶素子の開発。

単素子において複数スポットを使用可能にするシフト機構の開発。単素子において複数スポットを使用可能にするシフト機構の開発。

・今後の以下の展開を目指す。

出力1Wレーザでの更なる長寿命化を図り、使用単位時間当りのコストを下げて市場拡大を目指す。

さらに 出力を向上させたレ ザの製品化を目指すさらに、出力を向上させたレーザの製品化を目指す。

上記展開を応用して、266nmよりも短い波長のレーザ開発に繋げる。

・開発当初にビジネスモデルのユーザと想定していた国内外の半導体プロセス関連装置メーカ、国内大学およ

び研究機関から多くの引合い 問合せを受けているび研究機関から多くの引合い、問合せを受けている。

関連プロジェクト：イノベーション推進事業／次世代半導体プロセス対応全固体DUVレーザ光源の開発（平成22年度～平成23年度）

波長変換素子のシフト機構模式外部共振器模式 真空紫外レーザ製品外観
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独立行政法人 新エネルギー・産業技術総合開発機構 平成２５年度実績概要

1 国民に対して提供するサービスその他の1．国民に対して提供するサ ビスその他の
業務の質の向上に関する事項
（2）クレジット取得関連業務（2）クレジット取得関連業務



京都メカ ズムク ジ ト取得事業（委託事業） 概要

1.（2）クレジット取得関連業務

・京都議定書の目標達成計画における京都メカニズム活用分1.6%のクレジットを取得（第一約束期間（平成20～24年）総計で約1億t-CO2相当）。

・委託事業の実施計画書の内容は次のとおり

－対象クレジットは CDM JI及びGISによるもの (但し 森林CDMは対象外)

京都メカニズムクレジット取得事業（委託事業）の概要

対象クレジットは、CDM、JI及びGISによるもの。(但し、森林CDMは対象外)

－クレジットの取得形態は、以下による取得。

①CDMプロジェクト参加者として直接取得（タイプA）

②CDMクレジット取得者から間接取得（タイプB）

③グリーン投資スキーム（GIS）を前提とした国際的な排出量取引

(1）CDMについては、契約した分のクレジットが毎年確実に発行され
NEDOに移転されることが取得事業における達成目標。

(2）GISについては、支払った資金を元にした迅速かつ確実な環境対策
活動の進捗が取得事業における達成目標。③グリーン投資スキーム（GIS）を前提とした国際的な排出量取引

－事業者の資格審査の方法（信用力、リスク、プロジェクト内容）、クレジットの価格評価の方法（リスク、保証などを総合的に審査）を規定。

－クレジットの買取価格については、別途協議。

・年度毎にNEDOが取得したクレジットは2月末日までに、NEDOの登録簿口座から政府の登録簿口座に移転。

政府によるクレジット取得について政府
経済産業省・環境省
による予算措置

平成18年度予算 49億円

クレジット購入委託
契約の締結

クレジット調達契約

契約時 CDM
プロジェクト実施者等
○プロジェクトを形成し、

平成18年度予算 49億円
国庫債務負担 122億円

平成19年度予算 122億円
国庫債務負担 407億円

平成20年度予算 303億円
国庫債務負担 812億円 NEDO

クレジット調達契約
の締結

－クレジット生成時の支

払いに備えて国庫債

務負担

クレジットを取得する。

GIS
相手国政府国庫債務負担 812億円

平成21年度予算 429億円
国庫債務負担 706億円

NEDO
ｸﾚｼﾞｯﾄ生成時

クレジット引き渡し クレジット引き渡し

平成22年度予算 424億円

平成23年度予算 159億円

○自国の排出枠の一部を
譲渡し、得られた資金を
環境対策活動に用いる。

（プ ジ ク 例）

購入代金支払

平成23年度予算 159億円

購入代金支払

（プロジェクト例）

省エネルギープロジェクト

再生可能エネルギープロジェクト
平成24年度予算 76億円

平成25年度予算 98億円
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1.（2）クレジット取得関連業務

京都メカニズム関連事業に関するNEDOの知見を活用し、様々な手段による情報収集や関係機関との連携等により、
目標達成のため、既契約案件において計画的なクレジット取得と政府への確実な移転を実施。

・政府目標（約１億ｔ-CO2）の約97％に相当する 9,749.3万ｔ-CO２ を政府に移転完了

※平成25年度の移転量 383 9万 CO

平成25年度は、新たに383.9万トン－CO２を政府の管理口座へ移転。日本全体での京都議定書第一約束期間の削減実
績は、基準年比8.4％減となり、削減目標（6％減）を達成。（平成26年4月15日環境省発表確定値）

※平成25年度の移転量： 383.9万t-CO2
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1.（2）クレジット取得関連業務

費用配分 ●日本の技術・専門性の活用が期待される事業日本の技術・専門性の活用が期待される事業 ：：GISGIS資金の資金の約約61%61%

グリーニング活動の枠組み 日・ウクライナ・グローバル・パート
ナーシップ共同声明（平成23年1月）

（GIS）環境対策の確実な実施と日本の環境技術の移転 （1）ウクライナ日本プロジェクトの推進

●社会プロジェクト（公共建物の断熱化）・小規模事業 ：GIS資金の約37%
●キャパシティ・ビルディング活動及び管理費等 ：GIS資金の約2%

グリーニング活動のためのスキーム開発・整備（日本企業への前払いの仕組等）に加え、

ヤヌコーヴィチ大統領は、GIS実施
段階において日本の技術と専門性の
活用が期待されるGISの具体的な事業を
早急に特定するとのコミットメントを再確認

●ウクライナ政府上層部への積極的アプローチ、ウクライナ環境投資庁との集中的協議を通じて、日本企業が同国におけるグリーニング活動に参
加できるよう環境整備を促し 日本技術を活用した6件のプロジ クトの推進に大きく貢献

グリ ング活動のための キ 開発 整備（日本企業 の前払 の仕組等）に加え、
政権交代や相次ぐ関係閣僚交代の影響を受けて、事業開始に至る諸手続に時間を要した

早急に特定するとのコミットメントを再確認

加できるよう環境整備を促し、日本技術を活用した6件のプロジェクトの推進に大きく貢献。

●事業終了までの履行の枠組みの履行につき、ウクライナ政府上層部のコミットメントを得つつ、事業を実施中。
(*) 平成25年3月、羽藤副理事長(当時)が、アザーロフ首相及びプロスクリャコフ環境大臣と会談し、遅延無きGISの履行を強く要請し、社会プロジェクトの完工等
のAAUPA延長の条件をMOUで締結。

日本技術プロジェクト

炭鉱水処理パイロットプロジェクト 地下鉄車両の近代化プロジェクト
地域集中暖房システムの効率化

プロジェクト

ルガンスク州ボイコバ炭鉱の排水を
無処理で河川に排水せず、膜処理

キエフメトロ地下鉄の既存車両（95
両）に搭載されている駆動システムを

ドネツク州ジェルジンスク市の地域
集中暖房システムにおいて、高効率

名称

日本技術プロジェクト

社会プロジェクト

ウクライナ国内の学校・病院等（374
施設）の外壁、窓、屋根の断熱性を

概要
無処理 河川 排水 ず、膜処理
技術により飲料水化し、周辺地域に
飲料水を供給する。

両） 搭載され る駆動シ テ を
効率化（直流モーターから交流モー
ターへ変更）する。

集中暖房シ テ お 、高効率
の大型ヒートポンプを導入する。

名称
ハイブリッド車両への入替え

プロジェクト
地域熱供給システムの効率化

プロジェクト
ARTEK省エネルギープロジェクト

施設） 外壁、窓、屋根 断熱性を
向上する（2013年10月完了）。

3件の街灯LED化事業及び3件の学
校の窓及びドアの交換事業を実施
中ジ ク ジ ク

概要

ウクライナで使用されている燃費効
率の低い旧型の警察車両1568台を
燃費効率に優れたハイブリッド車両
と入替える。

ドネツク州ゴルロフカ市の老朽化した
熱供給システムにおいて、高効率の
ボイラーに入替える。

クリミア半島に位置する短期滞在型
児童教育施設に1MWの高効率太陽
光発電装置を設置する。

中。
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（ ）環境対策 確実な実施と日本 環境技術 移転 （ ）各国環境対策 完了

1.（2）クレジット取得関連業務

（GIS）環境対策の確実な実施と日本の環境技術の移転 （2）各国環境対策の完了

・【チェコ】住宅対象省エネプログラム
チェコではGISにより約4万件の住宅（戸建て及び集合住宅）の省エネプログラム（例：断熱、ヒートポンプの設置等）を実施。 省エネプログラムの実施
により同国の閣僚や政府高官からも 景観美化や快適な生活への寄与など目に見える形での改善がなされたことに対する謝辞があり 同国の本事業により同国の閣僚や政府高官からも、景観美化や快適な生活への寄与など目に見える形での改善がなされたことに対する謝辞があり、同国の本事業
への評価は非常に高い。

・【ラトビア】啓発活動を含む環境対策
専門学校、民間企業の工場、及び地方自治体の照明において、100件の省エネ（断熱、化石燃料から再生可能エネルギー使用への転換、照明の交専門学校、民間企業の工場、及び地方自治体の照明において、100件の省 ネ（断熱、化石燃料から再生可能 ネルギ 使用 の転換、照明の交
換等）プロジェクトを実施。また、新聞記事、放送番組、教育プログラム、情報資料やワークショップ等を通じた温室効果ガス削減の重要性に関する啓発
活動を22件実施し、ラトビア国民の環境意識向上にも寄与。

・【ポーランド】省エネプログラム
15件の政府建物（オペラ劇場、国立図書館等）及び61件の地方自治体建物（学校、病院等）の省エネプログラム（例：断熱、ヒートポンプの設置、照明

の交換等）を実施。同国の政府高官からも、環境対策に加えポーランドの重要な公共施設の環境改善に貢献したとして謝意が示された。

【ポーランド】事業実施例
【チェコ】事業実施例

【ポ ランド】事業実施例

事業実施前

国立ワジェンキ公園の博物館事務所
（屋根断熱を施工済み） 断熱施工された屋根裏の様子
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1.（2）クレジット取得関連業務

・CDMについては、契約した分のクレジットが毎年確実に発行され、NEDOに移転されることが取得事業にお

ける達成目標。

（CDM）CDM規定を厳守し、状況の変化に的確に対応して、CER移転を確保

ける達成目標。

・厳格な国連審査に的確に対応し、陝西省製鉄副生ガス発電案件、禹城バイオマス案件、及び江西省水力

「功閣」「羅洪口」案件でプロジェクト設計書を遵守してプロジェクト活動を継続し、CERを発行させ移転。

⇒早期の現場審査及び国連に対するCER発行申請を実施したことにより、第一約束期間の確実なCER移

転を行った。

海外事務所を積極的に活用し、クレジットの確実な維持･管理

ラトビア（GIS） ＜CDM＞

欧州事務所
東欧GIS案件

ウクライナ（GIS)

チェコ（GIS)

●現地政府及び事業者の動向等の
情報収集や調査の為、北京事務所
を積極的に活用。
●登録案件における、事業者管理、
プロジェクトSiteの管理等 広範囲

ポーランド（GIS)

取組⑥（ＧＩＳ）為変動への対応

北京事務所
中国CDM案件

＜GIS＞
●ホスト国が確実に環境対策を実施していくことをモニタリングするため、欧州事務
所の専門職員が積極的に直接対象国と交渉。

プロジェクトSiteの管理等、広範囲
にわたって対応。

中国CDM案件
●本部との連携を図りながら、支払資金の確実な管理・使用に寄与。
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1.（2）クレジット取得関連業務

・取得事業に関する公平性・透明性確保のため、茅陽一東京大学名誉教授を委員長とする5名の外部有識者からなる評価
委員会を平成19年から毎年度開催。平成24年12月末を以て第一約束期間が終了し、クレジットを予定通り全量取得した

政府保有 座 移転 れ り 成 年 事後評価委員会を開催 政府 標達成を ぼ達成

事業評価委員会による外部評価の実施

ので、政府保有口座へ移転。これにより、平成26年3月7日に事後評価委員会を開催し、政府目標達成をほぼ達成してい
ることに高い評価を得てきた。
・また、効率的な業務に努めていることと共に、特にGISの実施の仕組みの構築や日本技術導入のための取組等について
高い評価を得た。

委員からの主なコメント：
・CDMについて、今後成長が期待される産業部門省エネや自然エネルギー関連のプロジェクトが適正な価格で契約されて いる点を高く評価。
（平成20年度）（平成 年度）
・交渉により価格の安いGISを中心にクレジットを取得したことにより、高い費用対効果を実現。GISについて、ホスト国における 着実なグリーニ
ングに努めると共に、実現するための体制整備を図り、そのフォローにあたっている点を高く評価。（平成21年度）
・サブプライム問題等の影響により為替リスクが高まるなか、機動的に財会省令を改定して為替予約を実施しリスクを抑制（平成21年度）
・NEDOの組織（海外事務所を含む）及びツールとの連携を通じた実効性を高める努力が行われている。（平成22年度）
・GISについて 現地の状況・現地のニーズを踏まえつつ 日本の技術・製品の普及にも配慮し win-winの関係づくりに配慮していることを評価・GISについて、現地の状況・現地のニーズを踏まえつつ、日本の技術・製品の普及にも配慮し、win-winの関係づくりに配慮していることを評価。
また、日本技術導入のためのキャパビル・セミナーなどの努力が払われ、実際に成果も出て いる点は国益にも資すると評価される。（平成23
年度）
・CDMについて国連審査を意識して厳しい事業管理を行うとともに、CDMクレジット発行の可能性を常にレビューし､取得可能性の低い事業に対
し契約解除等の処置をとることで、実効性・効率性を高めるような事業管理が行われている。（平成23年度）
京都メカ ズム 定められた 購入によ 本 京都目標 定枠を充当する は 国内的にも国際的にも重要な行為 あり・京都メカニズムで定められたGIS、CDMの購入によって、日本の京都目標の一定枠を充当するのは、国内的にも国際的にも重要な行為であり、
殆どその枠を充当できたのはNEDOの努力が大きい。（平成24年度）
・事業期間全体を通じた評価として、①量的取得目標を達成したこと、②効率的調達への取り組み、③GISという新たなスキームの運営を着実
に行ったという観点から、事業全体として良好に運営されていた。（平成25年度・事後評価）

※京都メカニズムクレジット取得事業評価委員会 委員一覧
委員長 茅 陽一 東京大学名誉教授 委員 岩間 芳仁 (一社)日本経済団体連合会環境本部長
委員 工藤 拓毅 (一財)日本エネルギー経済研究所研究理事 委員 平石 尹彦 (公財)地球環境戦略研究機関上級コンサルタント
委員 松橋 隆治 東京大学大学院 電気系研究科教授
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独立行政法人 新エネルギー・産業技術総合開発機構 平成２５年度実績概要

2．業務運営の効率化に関する事項



2. 業務運営の効率化に関する事項（1）機動的・効率的な組織・人員体制

・平成25年7月、広報機能強化の一環として、これまで総務企画部で実施していた広報、技術情報発信等の業務を再編

し、新たに「広報部」を設置。各プロジェクト部に「広報担当者」を設置し、広報活動をよりスピーディーかつ戦略的に対

応。

・平成26年4月1日付けで、技術開発戦略及びこれに基づく重要なプロジェクトを企画･立案・提示する研究機関「技術戦略

研究センター」（川合 知二センター長）に加え、「イノベーション推進部」、「ロボット・機械システム部」、「プロジェクトマネ

ジメント室」を設置ジメント室」を設置。

平成26年4月1日時点
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2. 業務運営の効率化に関する事項（1）機動的・効率的な組織・人員体制

・国際事業の海外拠点として欧米アジアに6つの海外事務所を設置・運営。外国政府等とのMOU協議～締結、国際実証事業等実施の現地調整拠
点として本部と密接に連携。特に、スマートコミュニティ関連国際プロジェクト、水プロジェクト等我が国システム輸出関連ビジネスチャンス拡大の最
前線活動拠点として業務展開。

ギ ビ プ ジワシントン：エネルギー省、国立研究所、世界銀行等との情報交換拠点。省エネビルプロジェクト連携拠点。

シリコンバレー：ニューメキシコ州、ハワイ州等のスマートコミュニティ実証等プロジェクトの連携拠点。

北京：国家発展改革委員会、国家能源局及び研究機関等と共同で実施する日中省エネ実証事業等プロジェクトに関する現地政府等関係者との
連携拠点。

欧州(パリ)：EC、欧州各国政府機関とのスマートコミュニティ実証等のプロジェクト連携拠点。北アフリカ地域でのプロジェクト開拓拠点。

バンコク：ASEAN各国政府・企業等関連機関との新エネ・省エネ技術実証、スマートコミュニティ技術実証、産業技術国際共同研究の連携拠点。

ニューデリー：インド関係各省、地方政府との日印エネルギーパートナーシップ、デリー・ムンバイ商業回廊開発等の拡大のためのプロジェクト開
拓・連携拠点。中東地域におけるプロジェクト開拓・連携拠点。アジア開発銀行との連携拠点。

北京

拓 連携拠点。中東地域におけるプロジェクト開拓 連携拠点。アジア開発銀行との連携拠点。

ワシントン
駐在員：2名
現地職員：3名

シリコンバレー
駐在員：1名

欧州（パリ）
駐在員：3名
現地職員：2名

北京
駐在員：3名
現地職員：3名

駐在員：1名
現地職員：3名 ニューデリー

駐在員：２名
現地職員：３名

バンコク
駐在員：3名
現地職員：5名
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2. 業務運営の効率化に関する事項（1）機動的・効率的な組織・人員体制

＜フランス＞

＜中国＞

●廃棄物発電（発改委）

●バイオマス（能源局）

●スマートコミュニティ（能源局 ）

●省エネビル（中国科学院）

＜イギリス＞

●スマートコミュニティ

（ DECC、BIS、大マンチェスター市）

＜モンゴル＞＜フランス＞

●スマートコミュニティ

（グランドリヨン）

●産業技術（Bpifrance）

●省エネビル（中国科学院）

●自動車リサイクル（発改委 ）

●水（発改委）

●医療機器（南京医科大学）

●医療機器（調整中）

＜米国＞

●スマートコミュニティ（NM州）

●省エネビル（ NY州）

●スマートコミュニティ（HI州）

●省エネ電線（エネルギー省）

＜スペイン＞

●スマートコミュニティ（マラガ ) ＜タイ＞

●バイオマスエネルギー（科学技術省）

＜ドイツ＞

●ロボット（NRW州経済省）

＜ウズベク＞

●コジェネ(ウズベク政府）

（科学技術省）

●バイオマスエネルギー（工業省）

●再生細胞技術（商務省）

●内視鏡技術（国家学術会議）

＜ベトナム＞

●廃棄物発電（資源環境省）

＜サウジアラビア＞

●省エネ型排水再生システム（商工省)

＜インド＞

●PV・Micro-Grid（DMICDC等）

●鉄鋼分野の省エネ（鉄鋼省）

●選炭（石炭省）

●省 ネ型携帯電話基地局（通信省等）

●廃棄物発電（資源環境省）

●省エネ型病院（商工省）

●省エネ型ホテル（調整中）

＜カンボジア＞

●バイオマスエネルギー（工鉱業エネ省）
●省エネ型携帯電話基地局（通信省等）

●リサイクル（調整中）
＜インドネシア＞

●スマコミ工業団地（エネ鉱省等）

●バイオマス（工業省）

●リサイクル（研究技術応用庁）

●省エネ型石油精製施設（調整中）

＜マレーシア＞

●バイオマス 廃棄物利用（プランテーション商品省） ●省エネ型石油精製施設（調整中）

●省エネ型動力プラント（調整中）

●バイオマス、廃棄物利用（プランテーション商品省）
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