
開発した頭部用 PET診断装置

画像提供：
「Courtesy of 
Rolls-Royce plc」

「ロボットスーツＨＡＬ ® 医療用」に貼付さ
れる「CEマーキング」

（提供：テュフラインランド ジャパン株式会社）
※ CEマーキングに添えられた「0197」は、

テュフラインランドによる適合証明を意
味します。

※ 1 CEマーキング： 欧州地域で販売される、指定の製品に
　　 貼付を義務づけされた基準適合マーク。

NEDOは、患者の脳の病態を解明し、的確な治療につ
なげる次世代PET診断システムの確立に成功しました。
脳内の認知機能等の変化を反映するイメージング薬剤
と、患者の頭部の動きを補正し、高精度計測を可能とす
るこの頭部用診断装置は世界初の開発であり、今後の治
療や薬剤開発への貢献が期待されます。

NEDOは単層カーボンナノチューブ（CNT）を実用
化するために、性質の異なる CNTを大量・安価に分
離精製する技術や、樹脂や金属と CNTの複合材料を
開発しました。これらの技術が各事業者に定着し、サ
ンプル提供やサンプル販売の体制も整い始めました。
産業応用の実現化に向けて着々と事業を進めております。

NEDOは、高度なロボット技術を活かして、クリーン
な環境下で高品質かつ高効率な細胞培養を完全自動化
するシステムを開発しました。そして、このシステムを
東南アジアの中でも医療ニーズが特に高いタイにおい
て、現地の環境に適合した形で導入し、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しました。

NEDOの生活支援ロボット実用化プロジェクトの成
果である CYBERDYNE株式会社の「ロボットスー
ツ HAL®」が、欧州委員会（EU）の基準適合マーク
である CEマーキング※ 1 を取得しました。これによ
り「ロボットスーツ HAL®」は、医療機器として要求
される国際的な安全性の基準を満たすとともに、欧州
市場での販売が可能になりました。

イノベーションを実現
日本発の新技術を世界へ

カーボンナノチューブの
実用化を促進

アルツハイマー病などの脳の
病態を解明する「次世代PET
診断システム」を確立

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
実証実験をタイで実施

「ロボットスーツHAL®」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

日本経済の再生と持続的成長、高齢化や資源制約などの社会課題解決を図るうえで、
イノベーションの重要性がますます高まっています。
NEDO は、産学官の英知を集結して、中長期的な視点に立った技術開発を推進し、
重要技術の開発と世界への発信を進めています。

大量分離したＣＮＴ溶液タイ・チュラロンコン大学に設置した細胞自動培養システム

上：装置で計測したアルツハイマー患者の脳画像
下：開発したα -7ニコチン受容体イメージング薬剤

CEマーキングを取得した「ロボットスーツＨＡＬ ® 医療用」

アルミとＣＮＴの複合材（航空機エンジン用熱交換器等に利用予定）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

2013年度の
NEDO 新しい明日を創る産業技術

Robot
Technology

Medical
Technology

Medical
Technology

Nano
Technology

11      Annual Report 201410 Annual Report 2014

ハイライト 3 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
組織としての

取り組み



20

再生可能エネルギーの普及と産業技術のために、
日射量データベースやメガソーラー建設支援ツー
ル、局所風況マッ
プ、日本における
風力発電設備・導
入実績などのデー
タベース・ツール
を公開・提供して
い ま す。 さ ら に、
NEDO開発成果の
事業化を促進する
ため、マッチング
可能な 100件以上
のサンプルをデー
タベースとして公
表しています。

TOPICS

データ・ツールの
公開・提供

プレスリリース・
記者会見の実施

NEDOの活動を幅広く広報するために、国内外のメ
ディアに対してプレスリリース 75件、記者会見 12
件、その他、プロジェクト成果物などに関する現地見
学会や記者説明会を 15件実施し、テレビや新聞など
に多く取り上げられました。

3

1

http://app7.infoc.nedo.go.jp

http://app8.infoc.nedo.go.jp

カンボジアでのプロジェクト現地見学会（2014年 3月）

北九州市沖・洋上風車の運転開始式（2013年 6月）

ウェブサイトの運営、
パンフレット

展示会への出展

・ 公募や入札などの情報を「DAILY NEDO」により
メール配信しています。（登録者は約１万７千名超）

・ トップの対外活動、グローバル事業展開、プロジェ
クト成果などを「最近の動き」として、写真付きで
分かりやすくタイムリーに発信しています。（2013 
年度／ 79件）

・ 定期広報誌『Focus NEDO』を年 4回発刊してい
ます。

NEDOの成果を国内外へ普及する目的で、来場者数
が 1万人以上の展示会への出展を 16件（国内 12件、
海外 4件）、セミナー・シンポジウム・国際会議な
ど 25件、プロジェクト成果報告会 124件を開催し、
NEDOの取り組みや成果を積極的に発信しました。

4

2

「nano tech 2014」および「InterAqua 2014」の NEDOブース

定期広報誌『Focus NEDO』

広報活動 ～成果や技術情報をより広く伝える～

再生可能エネルギー

燃料電池・水素

省エネルギー

環境

スマートコミュニティ

蓄電池

京都メカニズム

エネルギー・
環境分野

14

17

18

20

22

24

24
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17 18

22

2424

Energy &

Environmental 

Technology

Environmental

Technology

Smart

Community

Rechargeable

Batteries

Kyoto Mechanisms

Credit

Renewable

Energy

Energy 

Conservation

Fuel Cells &

Hydrogen
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世界最高レベルの変換効率を達成

NEDOの
マネジメント

再生可能エネルギーを追求する
再生可能エネルギー

再生可能エネルギーの大量導入に向け、革新的な技術開発により、
太陽電池や風力発電等の低コスト化や、用途拡大を図り、
再生可能エネルギー分野のイノベーションを促進します。

変換効率の向上は、太陽光発電の発電コスト低減に大きく
寄与するため、世界中の研究機関で取り組まれています。

太陽光発電の「モジュール変換効率 40% 超」
かつ「発電コスト 7円 /kWh」を達成するた
めの探索研究を今後も継続して行い、2030

年以降の実用化を目指します。

関連プロジェクト：革新的太陽光発電技術研究開発（2008～
2014年度）／ 2013年度予算：17億円

意義
今後

油圧ドライブ方式の大型風車（ナセル）

7000kWの風力発電ブレードを搬送する様子

太陽光発電の自立普及に
向け、着実な効率向上と
低コスト化を進めるとと
もに、設置先の拡大を目
指して、未導入分野への
普及が期待できる太陽光
発電システムの開発を加
速しています。

開発成果の公開と成果の普及拡大に努めると
ともに、新たな高付加価値利用分野の発掘と
開発を進めていきます。

関連プロジェクト：太陽光発電多用途化実証プロジェクト（2013
～ 2016年度）／ 2013年度予算：5億円

意義
今後

関連プロジェクト：洋上風力発電等技術研究開発（2008～ 2016
年度）／ 2013年度予算：30億円

超高効率太陽電池セル（達成時、世界最高）

本プロジェクトでは、導入ポテンシャルが大
きいことが判明しているにもかかわらず導入
が進んでいない分野（建物の壁面、農業関係

地帯、傾斜地、水上）に対して、導入を阻害する要因を
解消するため、新たな太陽電池モジュールや施工技術、
低コスト化・発電量向上技術を開発実証するプロジェク
トを開始しました。

2種類以上の元素の化合物から成る光吸収層
を 3層重ね、各層で異なる波長の光を吸収さ
せることで、高い変換効率を実現する化合物

3接合型太陽電池について技術開発を実施しました。そ
の結果、2013年 4月に集光時セル変換効率 44.4%（達
成時、世界最高）を達成しました。

成果

成果

風力発電

太陽光発電

この成果を踏まえ、世界で最も洋上風力発電
の導入が進んでいる英国において、世界最大
級の 7000kW の超大型風車による陸上試験

を 2014年夏頃から開始し、各種試験ののちに速やか
な洋上風力発電市場への投入を目指します。

意義
今後

成果

NEDOは、世界で初めてデジタル制御によ
る油圧システムを利用したドライブトレイン
の開発に成功し、洋上での修繕が困難な増速

機や原材料費が高額となる多量のレアアースを不要とす
る、革新的なドライブトレインによる風車の運転を開始
しました。

洋上風力発電の経済性を高める
取り組みの 1つである風車の
大型化についてはこれまで、ブ
レードの回転を発電機に伝達す
る「ドライブトレイン」という
部品に多くの課題を抱えていま
した。そのため、世界中の多く
の風車メーカーでは、多種多様
な検討を行っており、従来使わ
れている増速機の高度化やそれ
らを不要とするために多量のレ
アアースを含む強力な磁石を発
電機に利用する手法などに取り
組んできました。

世界最大級、7000kWの超大型風車

未導入分野における太陽光発電システムの実証プロジェクトを開始

① 建物
建物の壁面、集合住宅のベランダ等

②農業関係地帯
ビニールハウス、畜舎、耕地上空、
耕地面等

④水上
調整池、沼、湖、海上等

③傾斜地
耕地畦畔斜面、山林、のり面、遮音壁等

実証
事業

実証事業をする 4分野
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NEDOは、規制の見直しに必要なデータ取
得を事業の中で行っており、それらのデータ
を基に省令等が改正され、市街地に 70MPa

水素ステーションが建設可能となりました。また、ガソ
リンスタンド敷地内に水素ディスペンサーが設置可能と
なりました。開所した水素ステーションは、商用運用を
想定して実証を行う位置付けのステーションです。

成果
意義
今後

とよたエコフルタウン水素ステーション

関連プロジェクト：地域水素供給インフラ技術・社会実証事業
（2011～ 2013年度）／ 2013年度予算：7.3億円

2015年からの燃料電池自動車の一般販売開
始に向けて、今後建設されるそれらのステー
ションに今回の建設技術等が活かされます。

日本初の商用モデル水
素ステーションを 3カ
所 建 設 し、2013 年 4
月から 5月にかけて運
用を開始しました。中
でも海老名中央、神の
倉は、日本初のガソリ
ンスタンド（GS）一体
型の水素ステーション
となります。

従来未利用の廃棄物系バイオマス等に適した噴流床ガス
化炉と高選択性・耐久性を有したジェット燃料合成に適
したAnti-ASF型合成触媒を組み合わせて開発することで、
低コストなバイオジェット燃料プロセスを構築します。

ガス化 FT合成装置全景

バイオマスガス製造技術の効率向上、低コス
ト化、原料バイオマス多様化を狙いとして、
商用化に適した革新的噴流床ガス化炉開発と

高収率でバイオジェット燃料成分を得るため、従来の
ASF分布を打破する新型 FT（Fischer-Tropsch）合成
触媒および触媒反応装置の研究開発を行い、両技術を組
み合わせた一貫試験により，これまでほとんど例のない
ガス化によるバイオジェット相当燃料（C8-16留分収
率〈炭化水素ベース〉で45%以上）の合成に成功しました。

今後、実用化に向け以下の 3課題を設定し、
バイオジェット燃料製造システムとしての最
適化および低コスト化検討を実施します。

① FT 合成プロセスへの供給ガス品質の高度化
② ジェット燃料規格適合確認
③ 製造コストの試算および低コスト化検討

成果

関連プロジェクト：戦略的バイオマス利用技術開発事業（2011
～ 2017年度）／ 2013年度予算：18億円

意義
今後

成果

意義
今後

5kW級業務用システムの実証評価 今後、本実証事業で抽出される課題をセルス
タック、システム開発に反映し、2020年頃
までに、業務用 SOFC システムの初期導入

を目指します。

高品質で高性能、さらには経済性に富んだ
5kW級の SOFCシステムの開発のため、
2013年度より実証試験を開始しました。発

電効率 48％、熱は温水として回収し、総合効率 90％
という国内最高クラスの効率を目指しています。レスト
ランやファーストフード等の飲食店から集合住宅、福祉
施設等に至るまで、電気とお湯を使用する施設への導入
のため、システム実用化に向けて課題抽出等を行います。

2013年度より、固体酸化物形燃料電池 5kW級業務用
コジェネシステムの実証試験を開始しました。家庭用燃
料電池の 0.7kWの出力より数倍大きく、飲食店や集合
住宅、小規模店舗等に導入が期待されます。

成果

関連プロジェクト：戦略的バイオマス利用技術開発事業（2011
～ 2017年度）／ 2013年度予算：18億円

意義
今後

屋外大規模培養風景

品種改良により得られた浮上化、大粒径化、
多糖分泌抑制の特性を併せ持つ 3重変異高速
増殖型ボツリオコッカス株を使い、太陽光で

の大量培養環境下でのさらなる安定培養、および収穫・
脱水を含む一連の油分生産技術プロセスの確立を進めま
す。また、商用化の際に CO2源として利用可能性が高い、
火力発電排ガス中の培養に影響する成分の特定と濃度限
界等についても検討します。

屋外太陽光下での大規模培養（1000Lスケー
ル）に関しては、構造がシンプルな全面曝気
方式を用いて培養試験を進めた結果、増殖速

度は安定して 8g/m2/日を達成しました。さらに、培養
後に静置すると浮上する特性を活用し、省エネルギー藻
体濃縮技術を開発。当初想定していたエネルギー収支1.0
の約半分を占めていた遠心分離を省くことで、エネルギー
収支 2.0の達成目途を得られました。不均衡変異導入法
を用いて、粒径が拡大株、藻体浮上特性がさらに高い株、
および細胞外分泌多糖の低減株を各々取得し、2重の特
性を有する株についても取得することに成功しました。

低コスト・低エネルギー
で、藻油の大規模生産
を行うために藻体のサ
イズの拡大、比重の最
適化、副生成物の低減
といった、有用形質を
備えた高速増殖型ボツ
リ オ コ ッ カ ス を 用 い
て、太陽光のみの大規
模培養技術を確立し、
経済収支とエネルギー
収支を改善します。

関連プロジェクト：固体酸化物形燃料電池等実用化推進技術開発
（2013～ 2017年度）／ 2013年度予算：12.4億円

改良により多糖の分泌が低減された高速増殖型ボツリオコッカス

燃料用藻（高速増殖型ボツリオコッカス）の安定培養に成功！

固体酸化物形燃料電池（SOFC）業務用システム実証開始

日本初、商用モデル水素ステーションを 3カ所に建設

バイオジェット燃料の高効率製造技術の開発

バイオマス

NEDOの
マネジメント

水素社会の実現に向けて
燃料電池・水素

2015年に一般商用化される燃料電池自動車や産業用燃料電池の技術開発とともに、
燃料電池の低コスト化に向けたプロジェクトを推進しています。
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NEDOの
マネジメント

エネルギーを徹底的に有効活用する
省エネルギー

ヒートポンプは空気中の熱を利用し、冷房や暖房などに
エネルギーを有効活用する機器です。日本は、世界トッ
プレベルの高効率ヒートポンプ技術を実現し、世界を
リードしています。さらなる効率向上には、未利用熱や
建物との融合など二次側等を含めたシステム全体として
の開発が必要とされています。

現在の送電システムでは、発電所か
ら家庭まで電気を届ける間に約 5％
のロスが発生し、その量は国内全体
で大型発電所の約 5基分に相当し
ます。こうした送電ロスを大きく減
らすことができるのが超電導技術で
す。NEDOは、実用化に向けて超電
導ケーブルの開発を進めています。

中低温、中小型の熱源につ
いては、省エネルギー対策
が十分進んでおらず、抜本
的な改善が求められていま
す。本研究開発はマイクロ
コンバスタ技術を用いた密
閉式ガスヒーターおよびガ
スヒーターを搭載した連続
加熱炉の開発を行い、食品
製造分野での省エネルギー
化を図ります。

200℃以下の低温排熱を電力に変える熱発電チューブの
研究開発を推進し、身の回りの熱エネルギーを有効利用
するための基盤技術を構築するとともに、ごみ焼却施設
での検証試験を通じてデータを蓄積することで世界に先
駆けた実用化を目指し、日本企業の国際競争力の強化を
図ります。

成果

成果 成果

成果

意義
今後

意義
今後

意義
今後

意義
今後

関連プロジェクト：次世代型ヒートポンプシステム研究開発（2010
～ 2013年度）／ 2013年度予算：8.2億円

関連プロジェクト：高温超電導ケーブル実証プロジェクト（2007
～ 2013年度） ／ 2013年度予算：2.5億円

関連プロジェクト :省エネルギー革新技術開発事業　実用化開発　
マイクロコンバスタ技術を利用した密閉式ガスヒータ搭載連続加熱
炉の研究開発（2011～ 2013年度）

関連プロジェクト：省エネルギー革新技術開発事業　先導研究（事
前研究一体型）　自立型システムのための熱発電デバイスの研究開発
（2011～ 2013年度）

次世代型ヒートポンプシステムは、多種多様
な熱源や設備等を建物と適切かつ高度に組み
合わせることで、国内外を問わず住宅、工場、

ビル、また異なる建物間でも適用される高効率システム
の実現を目指しています。

2014年度から、経済的な冷却システムおよ
び限界性能評価試験を世界に先駆けて確立・
実施することで、超電導技術分野におけるわ

が国の優位性を維持・拡大するとともに、世界市場の獲
得に向けて 1日も早い実用化を目指します。

密閉式ガスヒーターを搭載した連続炉は、従
来の開放型ガスヒーターに対して、燃焼排気
ガスを大気中に解放しないため、省エネル

ギー効果に加え、工場内温度上昇を抑制するなど工場内
環境向上の効果も期待されます。

システムの小型化が可能な熱発電チューブ
は、排熱が発生するその場で容易に設置が
可能で、1日 24時間、年間 365日を通じ、

安定して発電を行える省エネルギー技術です。実用化に
向け、引き続き技術開発に取り組んでいきます。

家庭用・業務用・産業用を対象とし、
① 多様な未利用熱の活用
② 実負荷に合わせた年間効率の向上

③ 生成熱の最大限の活用　等
を組み合わせた次世代型ヒートポンプシステムを開発
し、国内初となる都市の下水管路網からの下水熱利用技
術、地下水利用高効率空調システム、システム最適制御
技術など、現状に比べて 1.5倍以上の効率を有するヒー
トポンプシステムの実証を行いました。

NEDOは、「高温超電導ケーブル実証プロ
ジェクト」の中で、ビスマス系超電導線材を
用いて従来の銅のケーブルより 5倍もの電気

を送れる超電導ケーブルの開発に成功しました。また、
そのケーブルを用いた実系統連系実証試験を東京電力株
式会社の旭変電所（神奈川県横浜市）で 2012年 10月
に開始、2013年 12月に無事完了し、ケーブルの実系
統での運用性や信頼性、安全性を検証しました。

本プロジェクトにおいて、3年以上の耐久性
があり、騒音が抑制できるなど食品焼成用連
続炉へ適用可能な密閉式ガスヒーターを開発

し、そのガスヒーターを搭載した食品焼成用の連続加熱
炉（炉長 7ｍ）を製作しました。その結果、従来の連続
炉と比較して、50％以上の大幅な燃料削減が可能であ
ることを確認しました。

従来の技術では困難とされてきた温水の熱か
らの発電が可能な熱発電チューブの基本技術
を確立し、京都市において、ごみの焼却熱を

利用した発電の検証試験を 2013年 3月から開始しま
した。
80℃の温水を用いた実際の試験では、2014年 1月に
0.3㎥程度の小さな発電ユニットながらも 132Wの発電
を達成しました（冷却水温度は 12℃）。

ごみ焼却施設での発電試験

多様な熱の活用とシステム化でヒートポンプの高効率化を実現

超電導ケーブルシステムの 1年以上にわたる実系統連系運転を達成

50％以上の燃料削減が可能な食品製造用連続加熱炉の開発に成功

世界初、熱発電チューブによるごみ焼却熱からの発電試験を開始

世界最高レベルにある日本の省エネルギーシステム・技術を引き続き向上させ、
エネルギー問題の解決や日本の競争力の維持・強化に貢献します。

大阪市千島下水処理場に設置した実環境試験装置

終端接続部 管路

開発した熱発電ユニット

熱発電チューブ

密閉式ガスヒーター外観 密閉式ガスヒーターを搭載した連続加熱炉

管路外設置型熱交換器 仮想データセンター

ヒートポンプ

管路内設置型熱交換器ピット
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NEDOの
マネジメント

鉄鉱石の還元材としてコークス（炭素）の代わりにコーク
ス製造時の副生ガスに含まれる水素を一部使用すること
により、製鉄プロセスの低炭素化、省資源化を目指します。

膜分離活性汚泥法（MBR）による排水処理は、一般的
な活性汚泥法に比べ、清澄な処理水を安定的に得られる
うえに処理効率が高いというメリットがある一方で、消
費エネルギーが大きいという課題がありました。そこで
NEDOプロジェクトでは、MBRの処理能力を維持しな
がらもエネルギー消費の少ない「省エネ型MBR」の開
発を行いました。

海水淡水化と下水再利用を統合したシステムを開発、従来の海水淡水化システムに比べて、大幅な省エネルギー化と低コスト
化を実現しました。

環境技術が世界を拓く
環境

環境・資源エネルギー制約を克服し、環境と経済を両立、
持続可能な発展を実現するため、環境技術開発を推進し、
地球温暖化問題の克服、環境と調和する循環型社会の実現、
安全・安心な社会の構築に貢献します。

「ウォータープラザ北九州」は水処理システ
ムの実証研究と運営ノウハウの蓄積、そして
海外への情報発信拠点として開設されまし

た。本プロジェクトでは、海水淡水化と下水処理水を統
合した処理システムを開発することで、30％の省エネ
ルギー化と 43％のコスト削減を達成しています。また、
研究開発設備を民間企業 5社に無償貸与し、水処理要
素技術開発の支援を行っています。日本の水処理技術を
結集したウォータープラザは国内外から高い注目を集め
ており、これまでに延べ 4700人超（うち海外からは
1000人超）の見学者が訪れています。

成果

2013年度は、先行して行ったプロジェクト
の成果を基に、パイロットレベルでの総合実
証試験を行う STEP2での開発に着手し、水

素活用技術の開発の鍵を握る重要な設備である10ｍ３

規模の試験高炉および付帯設備の基本設計を完了しまし
た。

日本の優れた技術を海外へ普及促進することにより、わ
が国の経済成長と世界全体の CO2 削減の同時達成を目
指します。

2015年度に試験高炉の建設、試運転を完了
し、2016年度以降、CO2 分離回収設備と
の連動試験を行う予定です。水素還元の効果

を最大化するプロセス技術を確立させ、実用化開発の基
盤とします。

日本が誇る世界トップレベルの石炭高効率利
用技術を世界に展開することで、日本の産
業競争力の強化だけでなく、国際的な資源

の有効利用と環境影響の低減に貢献することを目指し、
2014年度も事業を継続していく予定です。

成果

成果

「ウォータープラザ北九州」に設置された大型ＲＯ（逆浸透）膜装置

「環境調和型製鉄プロセス」のシステム概念図

2013年度に調査を実施した国とテーマ名

関連プロジェクト：環境調和型製鉄プロセス技術開発（2008～
2012年度）、環境調和型製鉄プロセス技術開発（STEP2）（2013
～ 2017年度）／ 2013年度予算：27.3億円

関連プロジェクト：国際エネルギー消費効率化等技術・システム実
証事業　基礎事業／石炭高効率利用システム案件等形成調査事業
（2011～ 2015年度）／ 2013年度予算：8.95億円

意義
今後

意義
今後

関連プロジェクト：省水型・環境調和型水循環プロジェクト（2009
～ 2013年度）、環境・医療分野等の国際研究開発・実証プロジェ
クト（2011～ 2013年度）／ 2013年度予算：7.3億円

関連プロジェクト：省水型・環境調和型水循環プロジェクト（2009
～ 2013年度）／ 2013年度予算：2.1億円

膜分離活性汚泥法（MBR）技術は下水およ
び産業廃水の高度処理や、水の再利用を普
及するうえで重要な要素技術です。省エネ型

MBR シ ス テ
ムの国内外で
の普及を進め
ていきます。

意義
今後

省エネ型ＭＢＲのパイロット試験装置

キルギス：石炭焚き熱供給所導入

ブルガリア： 超臨界石炭火力発電所
 及びCCS

ハンガリー：石炭ガス化プロジェクト

スリランカ：高効率亜臨界発電 ベトナム： 輸入炭と国内無煙炭の
 混焼による高効率発電

インドネシア： 市街地／環境調和型高効率石炭火力
 低品位炭利用高効率発電所 (CFB)
 褐炭改質、バイオマス、石炭灰利用ソリューション事業

モンゴル： セミコークスブリケット
 製造合理化調査

中国： ＣＣＳ－ＥＯＲ適用可能性
 ／モニタリング技術

高強度･高反応性コークス

水素リッチガス

COリッチガス

CO2

コークス炉
ガス（COG）

O
C

G

置
装
質
改

コークス 高炉ガス

熱・電力

銑鉄

水素増量 Ｃ
Ｏ
2

術
技
留
貯

鉄鉱石

コークス炉 高 

炉

（1）高炉からのＣＯ2排出削減技術開発 （2）ＣＯ2分離回収技術開発

水素還元高炉用コークス製造技術

水素還元した材料

水素還元高炉
反応制御技術コークス代替還元材製造技術

ＣＯ2分離回収技術

未利用排熱活用技術

海水淡水化・下水再利用統合システムの実証　～ウォータープラザ構想の実現～

CO2を削減する革新的製鉄プロセスの開発

石炭高効率利用システム調査事業を全世界で実施中

MBRのエネルギー消費を従来比 40％削減することに成功

世界トップレベルの国内独自技術を結集・育
成しながら水循環システム運営・管理ノウハ
ウを蓄積するとともに、技術力を世界に発信

することを目的と
した“ウォーター
プラザ構想”を実
現します。これに
より、世界の水ビ
ジネス市場におけ
る日本企業のプロ
ジェクト展開と事
業化を推進します。

意義
今後

膜分離活性汚泥法（MBR）システム全体の
消費エネルギーを従来比 40％削減すること
に成功しました。新型膜ユニットを開発し、

大幅なコンパクト化と処理の高効率化を実現、ブロワの
動力を 50％削減しました。システム全体の消費エネル
ギーの約 16％を占めていたポンプ動力を大幅に削減し
ました。具体的には、以下のような成果を得られていま
す。①コンパクト性を高めた新型膜ユニットを用い、さ
らにフラックスの向上を図ることで、ブロワ動力を約
50％削減。②散気システムの効率化や膜ろ過性能のモ
ニタリングによる膜洗浄空気量の制御を行うことによ

成果

日本の石炭高効率利用技術を海外に輸出する
ために「石炭高効率利用システム案件等形成
調査事業」を 2011 年度から実施しており、

2013年度で 3年目を迎えています。2013年度は 2
度の公募を行い、8カ国 10件の採択を行いました。超々
臨界技術を主にした高効率発電技術、石炭ガス化技術、
未利用炭利用技術、二酸化炭素回収・貯留（CCS）技術
など多岐にわたる調査事業を展開しています。

り、膜洗浄空気量の削減を図る。③サイフォンろ過、エ
アリフト循環を採用することでポンプを省略し、システ
ム全体の約 16％を占めていたポンプ動力を大幅に削減。
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NEDOの
マネジメント

アルバカーキでは米国初の民生業務用ビルの
マイクログリッド化による無瞬断での自立運
転移行と系統への復帰を実現しました。さら

に、ガスエンジンによる協調運転での PV の変動補償も
実現しました。ロスアラモスでは実証試験に参加するボ
ランティアを募ったところ 900 世帯が参加しました。

再生可能エネルギーの効率的な利用や同エネ
ルギー特有の急激な需給変動への対応などを
可能とするため、電気自動車（EV）を活用

するスマートグリッド技術の検証を行っています。プロ
ジェクトに対する住民の関心は非常に高く、ボランティ
アを募集したところ、190人が EVを自ら用意し、参
加の意思を示してくれました。

日本の優れた技術をパッケージ化し、海外市場への展開を促進するとともに、
国際標準の獲得を目指します。
民間企業単独では実現困難な社会実験を現地政府機関とともに行うため、
政府間ベースでの交渉を通じて実証の場を創出しています。

世界で動き出すスマコミ実証
スマートコミュニティ

運転開始式

関連プロジェクト：国際エネルギー消費効率化等技術・システム実
証事業　スペイン・マラガ市におけるスマートコミュニティ実証事
業（2011～ 2015年度）

この実証試験は 2015年度まで続ける計画
です。都市部での EV 普及に必要な技術やシ
ステムの確立を目指すと同時に、充電サービ

スのビジネスモデルの創成、世界展開への足がかりとし
たいと考えています。

ポジティブ・エナジー・ビルディングの完成予想図
提供
SPL Illustration made by Asylum for SPL Lyon Confluence 
©Illustration made by Asylum for SPL Lyon Confluence

関連プロジェクト：国際エネルギー消費効率化等技術・システム実
証事業　フランス・リヨン再開発地域におけるスマートコミュニティ
実証事業（2011～ 2015年度）

2013年 4月からスペインのマラガ市で 200台の日本
製 EVと、国際標準規格化の１つである急速充電器規格

「CHAdeMo方式」の急速充電器等を用いて、EVの大
量普及時を想定した実証試験を行っています。

成果

意義
今後

環境規制の厳しいヨーロッパで、日本の先進的な技術を使って古都をスマート化しようというプロジェクトを行ってお
り、2013年 10月より実証試験を開始しました。

この事業はリヨン市が進めるスマートシティ
プロジェクト中でも目玉のプロジェクトとし
て位置づけられ、大きな期待が寄せられてい

ます。NEDOとしても、日仏共同で構築するこの未来
型都市を世界に向けて発信し、ヨーロッパをはじめ世界
の低炭素化に貢献していきたいと考えています。

意義
今後

関連プロジェクト：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・ニューメキシコ州における日米スマートグリッド実
証事業（2009～ 2014年度）

アルバカーキでは世界最高レベルのスマートビルの運転
制御、ロスアラモスではスマートメーターを設置し、電
気と料金を“見える化”した一般住宅のデマンドレスポ
ンスにより、出力が不安定な太陽光発電（PV）の安定
供給を目指したプロジェクトを行っています。

実配電線下でのデマンドレスポンス（電力
供給状況に応じて、家庭や企業などが需要を
変動させ、需給バランスをとること）実証を

はじめ、日本では実施が難しい実証を中心に進めること
で、日本企業のアメリカ進出や日本へのフィードバック
に期待を寄せています。

成果

EVの充電制御などによって系統機器に負荷をかけないシステムを構築

ロスアラモスサイトのスマートハウス ロスアラモスサイトに設置された PVシステム

意義
今後

関連プロジェクト：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・ハワイ州における日米共同世界最先端の離島型ス
マートグリッド実証事業（2011～ 2015年度）

エネルギーの安定供給と環境負荷低減のために、再生可能エネルギーへの移行を進めているマウイ島で 2013年 12月
に実証試験を開始しました。

成果

今後は蓄積した実証データの分析・評価結果
を基に同様な環境を持つ島々や亜熱帯地域に
対し、低炭素社会を実現するシステムとして

ビジネスモデルの構築や展開を図りたいと考えています。

意義
今後

アルバカーキサイトの実証ビル

スマートビル、スマートハウスからスマートグリッドの可能性を探る
～米国ニューメキシコ州アルバカーキ／ロスアラモス

欧州古都のスマート化実証事業に現地も大きな期待を寄せる
～フランス リヨン市

参加者の半数以上が期待を上回ったと回答
～スペイン マラガ市

風力・太陽光による余剰電力を最適なタイミングで EVに充電
～米国ハワイ州マウイ島

ポジティブ・エナジー・ビルディングや EV
カーシェアリング、エネルギー消費量の見え
る化などの実証試験を通して、環境に優しい

未来型の都市モデルの構築を目指します。EVカーシェ
アリング実証では、30台の EVを登録した市民に利用
してもらい、データを集積しています。

成果

管理センターで EVの位置や充電状況などを
管理し、EVを充電しようとするドライバー
に、電力系統への影響を考慮したうえで最適

な場所をナビゲートします。実証試験に参加した市民へ
の満足度アンケートでは半数以上が期待を上回ったと回
答しています。
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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
組織としての

取り組み


