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再生可能エネルギー普及の鍵
蓄電池

今後さらなる市場の成長が見込まれている蓄電技術分野に関して、
基礎・基盤から応用・実用化まで幅広い技術開発を実施することで
日本の中長期的な産業競争力を強化し、"蓄電技術立国日本 "を目指します。

京都議定書目標達成計画に基づき、政府へのクレジット移転や相手国の温暖化対策を推進し、日本の国際公約の履行に貢献しました。

※１ 途上国での温暖化対策によりクレジットを生み
出す制度。

※２ 買取資金を環境対策に使用することを条件とし
た国際排出量取引。

※３ クレジット量のトン数はいずれも二酸化炭素換算値。

京都議定書目標達成計画に基づき、CDM（クリーン開発メカニ
ズム）※１や GIS（グリーン投資スキーム）※２を活用して、クレジッ
ト取得や契約相手国の温暖化対策を推進してきました。
2013年度は、383.9万トン※３のクレジットを政府の管理口座
へ移転しました。この結果、NEDOの事業期間のクレジット総
移転量は 9749.3万トン※３でした。
また、GIS資金による契約相手国でのプロジェクトの実施によ
り、環境対策に大きく貢献しました。

9749.3万トン※３事業期間の移転実績総量

383.9万トン※３2013年度移転実績

リチウムイオン電池を搭載したコンテナ型大容量蓄電シ
ステムを用いて、英国オークニー諸島の電力ネットワー
ク内で実証試験を開始しました。

新規鉄マンガン正極を使った次世代リチウムイオン電池を開発しました。

本事業は、国際的な競争が激化する蓄電池産
業においてわが国の優位性を確保するため、当
面の主戦場となるリチウムイオン電池の技術開

発を促進することを狙いとしています。左記技術を用いた
リチウムイオン電池の信頼性や安全性等の課題を解決し、
2020年頃の車載用蓄電池としての実用化を目指します。

意義
今後

オークニー諸島に設置した蓄電システム

次世代リチウムイオン電池

関連プロジェクト：安全・低コスト大規模蓄電システム技術開発
（2011～ 2015年度）／ 2013年度予算：17億円

関連プロジェクト：リチウムイオン電池応用・実用化先端技術開発
事業（2012～ 2016年度）／ 2013年度予算：22億円

NEDOは政府からの委託により、2006年度から 2013年度にかけて
京都メカニズムクレジット取得事業を実施しました

コンテナ型大容量蓄電システムを実証中

高エネルギー密度の次世代リチウムイオン電池を開発
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オークニー諸島にある発電所内に最大出力
2MWのコンテナ型大容量蓄電システムを導
入し、再生可能エネルギーの比率が高い同地

域の電力安定化に貢献します。

成果

意義
今後

日本が強みを持つ蓄電システム技術を積極的
に展開していくことで、同分野のさらなる国
際競争力の強化につなげていきます。

新規正極材料を開発し、正極の大容量化を実
現したことで、従来の正極材料を用いたリチ
ウムイオン電池の約 1.7倍となるエネルギー

密度 271Wh/kgを実証しました。

成果
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日本発、世界を変えるロボット技術

少子高齢化の急速な進展に伴い、社会を支える人材不足が懸念されている中、
幅広い分野において、ロボット技術の活用が期待されています。
NEDOは、ロボットの導入・普及の促進はもちろん、
国内のロボット産業の活性化を目指して、さまざまな取り組みを展開しています。

ロボット

ガンマカメラ外観

ガンマカメラ操作イメージ

RTMSafety -  
機能安全対応
RTミドルウェア

関連プロジェクト：次世代ロボット知能化技術開発プロジェクト
（2008～ 2011年度）

生活支援分野など人と共存するサービスロ
ボットにおいては、安心・安全のために機能
安全への対応が求められています。そこで、

「RTMSafety」を活用することで、高い信頼性や安全
性が要求されるロボットにおいて、開発コストの低減や
開発期間の短縮への貢献が期待されています。

※ 1 RTミドルウェアとは、アクチュエーター、センサー、制御プ
ログラム等といった様々なロボット技術の要素を通信ネット
ワーク経由で組み合わせることによって、多様なロボットの
機能を発揮させるロボット用のミドルウェアのこと。

※ 2 IEC61508は、2000年に IEC（国際電気標準会議）によって、
コンピューター技術による安全確保を実現するために制定さ
れた機能安全の国際規格。

意義
今後

成果

「RTMSafety」は、NEDO「次世代ロボッ
ト知能化技術開発プロジェクト」の成果とし
て、株式会社セックと独立行政法人産業技

術総合研究所が共同開発したもので、機能安全の国際規
格 IEC61508※ 2 の認証を取得した世界初のロボット用
ミドルウェアです。その安全性が高く評価され、国際
的な認証機関である exida社が認証した数あるソフト
ウェア製品の中から、安全性の向上において最も革新
的であった製品に贈られる賞である「exida SAFETY 
AWARDS 2013」を受賞しました。

関連プロジェクト：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）

関連プロジェクト :生活支援ロボット実用化プロジェクト（2009
～ 2013年度）／ 2013年度予算：9.4億円

これまで高放射線の環境下では正確な放射線
計測は困難でした。今回、耐過酷環境性能を
向上させたガンマカメラの開発により、高精

度な計測を実現しました。
今後は、福島第一原発で放射線計測が実施できていな
い高放射線エリアでの活用を進め、廃炉作業へ貢献して
きます。

ISO13482の発行により、日本のロボット
技術の優れた安全性が国際的に認められた
ことになりました。今後も研究開発支援等を

通じ、日本が世界に誇る、安全な生活支援ロボットの
国際展開やロボット産業の発展に貢献していきます。

意義
今後

意義
今後

成果

人の立ち入りが困難な過酷環境下で、これま
での機器では計測ができなかった放射線を高
精度で計測することに成功しました。

今回開発したガンマカメラは、遠隔操作移動ロボットに
搭載できるシステムとしました。操作者は安全な場所に
いながら移動ロボットを遠隔操作することで、人の立ち
入りが困難な過酷環境での広範囲の放射線計測を実施し
ています。

生活支援ロボットの普及のためには、安全性の確立が不
可欠です。生活支援ロボット実用化プロジェクトでは、
安全技術の開発を行うとともに、2014年 2月 1日に正
式発行された国際安全規格 ISO13482の策定に大きく
貢献しました。

成果

2014年 2月 17日に成果報告会を開催し、
安全検証センター、安全認証、8種類のロボッ
トに関する講演、および記者説明会・撮影会、

体験型デモ等を行い、200名以上の方に参加いただき
ました。また、プロジェクトで安全技術を開発したパ
ナソニック株式会社のフルリクライニング車いす付き

「ベッドリショーネ ®」と、株式会社ダイフクの配送セ
ンター内高速ビークルの「エリア管理システム」に対し、
ISO13482の認証書が授与されました。

株式会社ダイフクのエリア管理システム

パナソニック株式会社のベッドリショーネ®

NEDO次世代ロボット知能化技術開発プロジェクトの
成果を活用し、株式会社セックが開発したRTミドルウェ
ア※ 1 製品「RTMSafety」が、機能安全の国際的な認
証機関である exida社の「exida SAFETY AWARDS 
2013」において、ソフトウェア部門の受賞製品に選出
されました。

災害対応無人化システム研究開発プロジェクトで開発し
たガンマカメラが福島第一原発に投入され、1号機 1階
の高線量エリアの汚染状況調査を行い、今後の線量低減
計画策定に貢献しました。

生活支援ロボットの国際安全規格策定に貢献、2件のロボットが認証取得

ガンマカメラを遠隔操作移動ロボットに搭載して過酷環境下での放射線計測を実現

機能安全対応 RTミドルウェア「RTMSafety」が
「exida SAFETY AWARDS 2013」を受賞
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最先端技術が未来の医療をつくる
バイオ・医療

今後拡大が予想される医療市場において日本の競争力を強化するためには、
最先端技術をいち早く実用化することが重要です。
バイオ・医療分野の産業化を促進するため、
異分野や産学の研究を融合させたプロジェクトを推進しています。

ヒト幹細胞糖鎖精製ラベル化キット BlotGlyco®

インフルエンザを早期に発見できる診断方法が確立すれ
ば、早期治療やウイルス感染を狭い範囲に閉じ込めるこ
とが可能となるため、インフルエンザウイルスを高感度
に検出する方法が求められています。

インフルエンザウイルスを高感度に検出する
ことで、ウイルス濃度の低い潜伏期間中にも
診断が可能となり、感染を極力狭い範囲に閉

じ込めることが可能となります。今後は環境中に存在す
るインフルエンザウイルスのセンシングを目指した開発
を行っていきます。

意義
今後

NEDOはインフルエンザウイルスの A型、
B型だけでなく、従来の簡易検査方法（イム
ノクロマトグラフィー）では判定不可能な亜

型の識別も可能とする、小型高感度センサーの開発に成
功しました。
このセンサーは、検出チップ上に対象となるウイルス等
を捕捉させ、チップ表面の状態変化をその反射光の強さ
などから、光学特性の変化としてモニターするもので、
簡易検査方法に比べて短時間かつ 1～ 2桁高い感度で
の検出が可能です。

成果

光ファイバー

光ファイバー

専用分光器

偏光板

センサーチップ

ペルチェ素子
プリズム

Collimator Lens Array

Collimator Lens Array

LED Array

センサー構造（導波モードセンサー）

小型高感度センサー（導波モードセンサー　製品プロトタイプ）

ES/iPS細胞の顔「糖鎖」の解析キットを開発、商品化

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

インフルエンザから重金属の判別まで高感度に検出、小型高感度センサーの開発に成功

肝線維化検査試薬

従来、肝臓の線維化の程度判定は、患者が入
院して肝臓組織を採取して行うことが主流と
なっていましたが今回、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することに成功しました。入
院を必要とせず採血のみで測定できるため、ウイルス
性慢性肝炎の治療における患者の負担軽減が期待され
ます。

意義
今後

成果

シスメックス株式会社は、独立行政法人産業
技術総合研究所と共同で、NEDOプロジェ
クトの成果をもとに、糖鎖の構造変化をター

ゲットとする糖鎖マーカーを用いて、肝線維化の進行
度を迅速に判定することができる検査試薬を開発しまし
た。本検査試薬は、2013年 12月 10日に薬事承認（製
造販売承認）を得ました。

関連プロジェクト：糖鎖機能活用技術開発（2006～ 2010年度）

ウイルス性肝炎は、感染した状態
を放置すると肝細胞がんへ進行す
る可能性があるなど、重篤な病態
を招く疾患です。肝炎からがんへ
と肝臓の線維化の程度が進むと血
液中で糖鎖構造が変化した糖タン
パク質が増えます。

関節軟骨疾患に対する再生医療の実用化を目指して再生医療ビジネスに挑む

関連プロジェクト：基礎研究から臨床研究への橋渡し促進技術開発
／橋渡し促進技術開発／高密度スキャフォールドフリー脂肪由来幹
細胞構造体を用いた骨軟骨組織再生の臨床研究（2010～2012年度） 自動細胞培養装置

関連プロジェクト：ヒト幹細胞産業応用促進基盤技術開発／ヒト幹
細胞実用化に向けた評価基盤技術の開発（2010～ 2013年度）／
2013年度予算：9.4億円

変形性膝関節症などの関節軟骨疾患は、中等度から重
度になると、人工関節置換術以外に有効な治療法があ
りません。しかしながら、人工関節置換術に用いるデ
バイスには耐久性の問題があります。

NEDOの支援を受けた大学発のベンチャー
企業である株式会社サイフューズが、脂肪組
織を由来とする幹細胞を用いた立体構造体

を製造することに成功しました。この技術により、骨
と軟骨の双方の同時再生
が期待されており、非臨
床試験で安全性および有
効性も確認しています。

意義
今後

成果

本キットを用いることで、幹細胞を特徴づけ
る糖鎖の検出感度と分析結果の再現性の両方
が向上し、幹細胞分野における糖鎖研究の進

展が期待されます。NEDOでは引き続き ES/iPS細胞
などの特性解析と細胞分化の研究を進め、糖鎖プロファ
イルによる幹細胞の品質評価法の確立を目指します。

意義
今後

糖鎖は、各種の糖がつながった化合物であり、細胞表
面には様々な種類の糖鎖が存在しています。そのため
糖鎖は細胞の性質を表す「細胞の顔や衣装」とも呼ば
れており、解析することで細胞の基本性質やがん化な
どのリスクを判別できると考えられています。

NEDOは、ヒト幹細胞の特徴的な糖鎖が簡便
に精製・解析できる技術を開発、住友ベーク
ライト株式会社がキットとして商品化しま

した。本キットはヒト幹細胞中に多く含まれる糖鎖を
簡便に除去することも可能で、これにより発現量の少
ない糖鎖を再現よく分析できます。

この技術の実用化で、膝軟骨欠損を対象とし
た新たな治療の実現が期待されるとともに、
製造、管理、輸送等の各工程における再生医

療市場の拡大も見込まれます。今後は、「ヒト幹細胞を
用いる臨床研究に関する指針」に基づく探索的臨床研
究を開始する予定です。

成果

関連プロジェクト：産業技術研究助成事業（若手研究グラント）
（2000年度～）／ 2013年度予算：7.5億円

細胞の立体構造体とその製造工程
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ITが築く未来社会
電子・情報通信

電子・情報分野では、世界的に競争が激化しています。
また、IT化進展に伴う情報処理量の増大によるエネルギー問題も課題です。
そこで NEDOは、IT機器等の大幅な低消費電力化、高機能化等を通じ、
産業競争力の強化および低炭素社会の実現に貢献していきます。
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2013年度は、自動車の排ガス浄化に用いる
白金や、照明やディスプレイに用いるテルビ
ウム・ユウロビウムを約 50％低減、金型等

工具に用いるタングステンを約 30％低減等の成果を得
ることができました。それぞれ、事業者に技術が定着し、
実証試験や製品化が進んでいます。

本事業では、希少金属の代替材料および使用量低減技術
を確立しました。優先して取り組むべき元素については、
NEDOが需給バランスや産業界における重要性等のリ
スク調査を実施して選定してきました。

今後、実証試験により、技術の確立および回
収率／品位等の向上に向け、設備の改良と最
適化を行います。代替材料および使用量低減

技術の開発と併せ、リサイクルにより供給源を多様化す
ることで、資源偏在によるリスクを低減します。

限りある資源を限りない工夫で
資源対策

自動車や電子機器などの製品性向上に不可欠な
レアメタル（希少金属）に対して、
NEDOは、独自の供給リスク調査に基づき対象鉱種を決定し、
使用量低減技術、代替材料、リサイクル技術の開発に取り組んでいます。

関連プロジェクト：低炭素社会を実現する超低電圧デバイスプロ
ジェクト（2010～ 2014年度）／ 2013年度予算：17億円

各要素技術の集積化および信頼性に関する検
証を進め、実証開発に取り組むことで、消費
電力が 1桁以上小さな LSI を実現できます。

そして、電池 1本でも長期間動作できる機器や、電池を
持たない環境発電を活用した機器などへの応用の道が開
けます。

意義
今後

自動車・家電・エネルギーなどの分野では、電力変換時のエネルギー損失低減が大きな課題です。その課題を解決する
新しいデバイスとして、炭化ケイ素（SiC）を用いたパワーエレクトロニクスが注目されています。

デジタル情報の急激な増加により、情報処理・データ蓄
積を担う IT機器等の電力消費量は、今後も飛躍的に増
大します。このような状況に対応するためには、IT機器
を構成する集積回路（LSI）のさらなる低電圧化／低電
力化への取り組みが必要不可欠となります。

本事業では、新しいトランジスタ構造を用い
た集積回路（ロジック）を開発し、IT機器の
消費電力10分の1※1に道を開く、0.37V（従

来の 3分の 1）の超低電圧での動作を実証しました。同
時に、超低電圧でのデータ記憶を可能とする不揮発デバ
イス※ 2（メモリ）を開発しました。

成果

成果

レアアース使用品の中でも資源リスクの高い
高性能磁石をリサイクルします。使用済みハ
イブリッド自動車の駆動用モーターから効率

的、経済的に磁石を分解・回収する設備を開発し、磁石
回収率約 96％以上を達成しています。また、回収され
た磁石からの効率的かつ低環境負荷なレアアース抽出
技術を確立し、レアアース抽出率 95％以上、回収純度
99％以上を達成しています。リサイクルに携わる様々
な業種の連携のもと、事業化を見越した課題抽出と技術
の改良が行われています。

関連プロジェクト：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（2012～ 2014年度）
／ 2013年度予算：1.8億円

意義
今後

※ 1 電圧を 3分の 1にすることで、消費電力は 9分の 1になりま
す。さらに、漏れ電流を低減させることで 10分の 1以下の
消費電力を目指しています。

※ 2 電池などの電源から切り離しても、情報を長時間保持するこ
とができるデバイス。

開発した新構造トランジスタと不揮発デバイスを集積した 300mmウエハ

関連プロジェクト：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（2010～ 2014年度）／ 2013年度予算：19.8億円

本事業の成果として、フル SiCパワーモ
ジュールを適用した鉄道車両用のインバー
ターが世界で初めて製品化されました。

従来装置と比較して、55％の電力エネルギー損失低減と
65％の小型・軽量化を実現しています。そして、車両シ
ステム全体として、約 30％の省エネを達成しています。

成果
意義
今後

将来的には、2013年度に開発したフル SiC
パワーモジュールを適用することで、新幹線
など大容量鉄道車両用装置の省エネ化・小型

軽量化も実現できます。また、自動車や電力系統への適
用にも期待が高まります。

2013年度に開発した
大容量フル SiCパワー
モジュール適用鉄道車
両用インバーター装置

IT機器の消費電力を 10分の 1に！ 超低電圧デバイスで低消費電力社会を実現

世界初、SiCを用いた鉄道用インバーターの製品化で、約 30％の省エネ達成！レアアース磁石をリサイクル、供給源の多様化でリスクを低減

金型等工具に用いるタングステン
約 30％低減

自動車の排ガス浄化に用いる白金
約 50％低減

照明やディスプレイ等
に用いるテルビウム・
ユウロビウム
約 50％低減

関連プロジェクト :希少金属代替材料開発プロジェクト（2008～
2015年度）／ 2013年度予算：3.4億円

成果

意義
今後

現在、希少金属の価格は比較的安定していま
すが、希少金属の資源問題自体は解決された
わけではありません。今後も NEDO は中長

期的な視点で、希少金属のリスク調査や資源対策技術の
開発を進めていきます。

希少金属の使用量を大幅に低減！ 中長期的な安定的利用を維持

ハイブリッド自動車や省エネ家電のモーター類に使用されるレアアース磁石の効率的なリサイクル技術を開発し、
レアアースの供給リスク低減に貢献します。

ハイブリッド自動車からレアアース磁石を回収

磁石から抽出された
レアアース（ジスプロシウム）

回収された
レアアース磁石

駆動用モーター
（ローター部分）

ハイブリッド自動車
変速機ユニット

〈鉄道のイメージ〉東京メトロ銀座線 1000系車両では、2012年度に開発した
一部ＳｉＣ適用のパワーモジュールが用いられました。
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ナノテクノロジーと新材料が変える未来の社会
材料

世界的に高い技術を有する材料産業は、日本の製造業全体を支えるだけでなく、
省エネルギー社会の実現にも不可欠です。
NEDOは、化学および非鉄分野などにおいて革新的材料の実用化を加速させ、
新市場の創出や省エネルギー社会の実現に貢献します。

NEDOは、CNTを取り扱う事業者などが安
全性試験や作業環境計測を行う際の参考とし
て、NEDOプロジェクトで開発した測定・

試験方法をまとめた「カーボンナノチューブの安全性試
験のための試料調製と計測、および細胞を用いたインビ
トロ試験の手順」と「カーボンナノチューブの作業環境
計測の手引き」を公開しました。

NEDOは、石油化学工場で大量のエネルギーを消費して
いる分離・精製工程に適用する無機分離膜を開発し、蒸
留工程の大幅な省エネルギー化の実現を目指しています。

これら 2つの文書は、CNT の安全管理に関
するレシピともいうべきもので、事業者など
の自主安全管理を支援し、CNT の応用開発

の促進に貢献します。今後は、学会などでの発表、関連
企業・団体への説明会などを通じて、活用を促します。

今後は、「IPA」膜脱水プロセスの早期の実
用化を目指して、規模を拡大した実証試験
を検討します。また、並行して開発している

耐酸性に優れた無機分離膜を、製造量の多い「酢酸」の
脱水プロセスへ適用することで、さらに大きな省エネル
ギー効果を生み出します。

成果

安全管理の手引き

ＪＸ日鉱日石エネルギー株式会社川崎製造所に設置した実環境下試験装置

無機分離膜を導入した脱水プロセス 

関連プロジェクト：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（2010～ 2016年度）
／ 2013年度予算：13.9億円

関連プロジェクト：グリーン・サステイナブルケミカルプロセス
基盤技術開発／規則性ナノ多孔体精密分離膜部材基盤技術の開発
（2009～ 2013年度）／ 2013年度予算：1.6億円

意義
今後

意義
今後

従来技術（蒸留） 新技術（無機分離膜 +蒸留膜）

水／IPA
混合物

スチームで
加熱

水

IPA

還流

膜により
水を分離

無機分離膜

還流量減

蒸留塔
負荷減少

蒸留塔
チラーで
冷却

IPA

チラーで
冷却

水／IPA
混合物

スチームで
加熱

水

蒸留塔

水

水／IPA
混合物

関連プロジェクト：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）

2013年 10月 末 ま で に、「 エ コ
キュート」の累計出荷台数は 400
万台を突破しており、今後もさら

なる普及が期待されています。

成果

意義
今後

株式会社デンソー エコキュート
世界初のCO2冷媒ヒートポンプ給湯器で「エコキュート」の市場拡大に貢献

現在、50万 kW規模の商用プラント 2基の建設計画が国内で
進められており、優れた発電効率と石炭使用量の削減を実現し
つつ、今後は積極的な海外展開も図っていく計画です。

意義
今後

送電端発電効率 48％～ 50％、石炭使用量 20％の削減を可能にするクリーン石炭火力発電システム

三菱日立パワーシステムズ株式会社／
常磐共同火力株式会社 石炭ガス化複合発電（IGCC）プラント

関連プロジェクト：噴流床石炭ガス化発電プラント開
発事業（1986～ 1996年度）他

NEDOプロジェクトの開発成果がコア技術として活用された製品などを
「NEDOインサイド製品」と定義付け、これまで NEDOが携わってきた
プロジェクト成果が、どのように社会に活用されてきているかを調査し
ています。

家庭におけるエネルギー消費の 30%は給湯で使われています。電気を無駄なく活かせ
るオール電化の 1つとして、ヒートポンプ式給湯器の導入・普及が進んでいます。し
かし導入当初は、大きな設置スペースが必要となるため、都市部での普及が進みにくい

という課題がありました。そこで NEDOと株式会社デンソーは、ヒートポンプ式給湯器の普及促
進に向けて、CO2 冷媒ヒートポンプ給湯器「エコキュート」の大幅な小型化開発に着手し、その
結果、従来と比べて約 3分の 2の設置スペースで、かつ約 20％の省エネルギー化を実現しました。

NEDO
インサイド
製品

全く新しい材料、カーボンナノチューブ実用化の道しるべ。安全管理のレシピが完成

世界初、無機分離膜で蒸留工程の 50％以上を省エネ化！
石油化学工場で連続運転 500時間超を達成

国内の消費電力の約 25％は石炭火力発電により賄われています。NEDOは、1986年より「空気吹き IGCCパイロッ
トプラント試験」の開発を主導し、約 30年にわたる開発・実証を経て、実用化可能となりました。その後、IGCC
実証プラントは、2013年 6月に商用転用され、常磐共同火力／勿来発電所 10号機として運転しており、同年 12

月には IGCCとしての世界最長連続運転時間 3917時間を達成し、高い信頼性を実現しています。

成果

カーボンナノチューブ（CNT）は、従来の材料とは異
なる新たな物理的・化学的性質を持つ革新的素材として
注目されていますが、新規材料ゆえに作業環境や製品が
安全であるかどうかを確認することが必要です。

開発した無機分離膜と従来の蒸留工程の一
部に適用することで、50％以上の省エネル
ギー化が期待できます。本事業では、JX日

鉱日石エネルギー株式会社川崎製造所に試験装置を設
置、2013年 2月から、世界初となる石油化学工場にお
ける無機分離膜の性能評価試験を行い、イソプロピルア
ルコール（IPA）脱水に対して連続運転 500時間超を
達成しました。

成果
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サイズは極めて小さいものの、製品に高付加価値を与える「MEMS」は「産業
の豆」と呼ばれています。オムロン株式会社は、1991年より複数の NEDO
事業に参画してきました。約 20年間の開発を行う中で、設計技術、薄膜積層

技術、接点の高信頼・高耐久性技術などを確立し、その成果は現在、携帯電話やスマートフォ
ンのマイクロフォン（20台に1台程度）、血圧計用センサーや活動量計用センサーなど、
世界中の様々な製品に搭載され、身近なところで使用されています。

MEMS 技術を利用した様々なセンサーなどの開発・商品化が進められおり、
センサーネットワークによる安全・安心・スマートな社会の実現が期待されて
います。

大阪大学発ベンチャー企業の設立を行い、「Osaka 
CLBO」という名称でレーザー光源用結晶の販売数を拡
大していく計画です。

成果

関連プロジェクト：マイクロマシン技術研究開発プロジェクト（1991～ 2000年度）、
MEMSプロジェクト（2003～ 2005年度）他

関連プロジェクト：フォトン計測・加工技術の研究開発（1997～ 2001年度）、
基盤技術研究促進事業／高出力全固体UVレーザー（2003～ 2006年度）

意義
今後

意義
今後

産学官連携功労者表彰授賞式で、独立行政法人理化学研究所と積水メディカル株式会社および摂南大学の「マイクロドーズ臨
床試験を活用した革新的創薬支援技術の開発／事業化」が経済産業大臣賞を受賞するなど、NEDOプロジェクトの成果 6件が
受賞しました。

NEDOは、フランス・ストラスブールで開催された第 11回世界投資会議で、欧州への投資拡大に
顕著な貢献をしたアジア地域の組織に与えられる「ベスト・アジアン・インベスター・イン・ヨーロッ
パ」を受賞しました。フランスやスペインなど欧州で展開している NEDOのスマートコミュニティ
実証事業への取り組みが高く評価されたものです。
NEDOは、今後とも実証事業を通じて、日欧双方にとってWin-Winとなる持続的なビジネスモデ
ル構築を推進する方針です。

NEDOプロジェクト成果 6件が受賞　―2013年度産学官連携功労者表彰―

世界投資会議で「ベスト・アジアン・インベスター・イン・ヨーロッパ」受賞

オムロン株式会社

MEMS

高効率紫外レーザー光源

スマートフォンや血圧計で活躍するMEMS技術

世界シェア 100％の全固体紫外レーザー光源

各種デジタル機器には、多くの半導体が使われており、
その製造には、超微細加工が可能なレーザーが欠かせま
せん。大阪大学と株式会社光学技研は、従来のガス放電

により光を取り出す方式と比べて、エネルギー効率が約 5倍高く、
安定して強力な紫外発光を可能とする全固体レーザー光源用素子
「CLBO波長変換素子」を世界で初めて製品化しました。現在の世
界シェアは 100%であり、年間 1億円を売り上げています。

成果

大阪大学／株式会社光学技研

環境負荷低減に向けた 
取り組み

36 

環境負荷低減に
向けた取り組み
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環境負荷低減に向けた取り組み

Ⅰ

Ⅱ

Ⅲ
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Ⅴ
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（基準年）
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基準年度比
57.1%減

■2010～2013年度の排出量の内訳および推移

削減目標達成削減目標達成

　2013年度の温室効果ガス排出量は、32万 6204kg-CO2
（暫定値）となりました。
　電気使用に関しては、クラウド・コンピューティングを導
入（2010年 11月）し、サーバーにかかわる電力のみならず、

職員一人ひとりが使用する端末の電力消費量も大幅に低減し
ました。この効果は、2011年度以降、より大きな削減効果
として現れています。

温室効果ガス排出量について

　NEDOは、製品やサービスの購入に際し、できる限り環境
への負荷の少ない物品などを優先して選ぶグリーン調達を進
めています。また、グリーン調達を推進するため、「環境物

品等の調達の推進を図るための調達方針」（以下「調達方針」
という）を毎年策定し公表しています。

グリーン調達に関する取り組み

　実施計画に掲げた削減目標については達成しましたが、エ
ネルギー・環境問題の解決に貢献する技術開発に取り組む組
織として、今後も引き続き空調温度の適正化、電気製品の使

用電力の削減、執務室照明の間引き点灯など、賃貸オフィス
で可能な使用エネルギーの抑制に取り組んでいきます。

今後の取り組み

　特定調達物品は、原則として、調達方針に則し、品目ごとに判断の基準を満たす物品を調達します。

特定調達物品

　その他の環境物品については、品目に応じてエコマークあ
るいはグリーンマークの認定を受けている製品またはこれと
同等のものを調達するように努めます。
　OA機器、家電製品の調達に際しては、消費電力がより小
さく、かつ再生材料を多く使用しているものを選択します。

　調達方針に定める判断基準を満たすことにとどまらず、で
きる限り環境負荷の少ない物品の調達に努めます。
　2013年度に調達した環境物品などの実績は、環境省へ報
告すると同時に、NEDOのウェブサイトでも公開予定です。

特定調達物品以外のその他環境物品など

http://www.nedo.go.jp/koubo/choutatu_kankyou.htmlPC

2013年度調達方針　http://www.nedo.go.jp/koubo/choutatu_kankyo_h_h25.htmlPC

　NEDOは、世界中で関心が高まっている地球温暖化問題を
はじめとした環境問題、エネルギー問題に対し、事業の遂行
を通じ、また自らの行動においても積極的に取り組んでいま
す。本活動にあたっては、「政府がその事務及び事業に関し
温室効果ガスの排出の抑制等のため実行すべき措置について
定める計画」に基づき、2007～ 2012年度までの期間を対
象として「独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機
構における温室効果ガスの排出抑制等のための実施計画」を
2007年 7月 2日に策定し、2012年度まで実施してまいり

ました。
　2013年度以降は、政府が示す「地球温暖化対策の推進に
関する法律の一部を改正する法律」（2013年 3月 15日閣
議決定）における「当面の地球温暖化対策に関する方針」に
基づき、新たな地球温暖化対策計画の策定に至るまでの間に
おいては、2007年に策定した当該実施計画を暫定的に参酌
し、引き続き地球温暖化対策を切れ目なく推進していくこと
としています。

　NEDOは、「独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構における温室効果ガスの排出抑制等のための実施計画」
（2007年 7月 2日策定）により、温室効果ガスの排出削減目標をたて、5つの事項について実施計画を設定し、環境負
荷低減に向けた取り組みを行ってきました。（2007～ 2012年度）
　2013年度以降においても、引き続き、当該実施計画に定める取り組みを実施しています。

1.財やサービスの購入・使用にあたっての配慮
　（1）低公害車の導入
　（2）自動車の効率的利用
　（3）エネルギー消費効率の高い機器の導入
　（4）用紙類の使用量の削減
　（5）再生紙などの再生品や木材の活用
　（6）HFCの代替物質を使用した製品などの
　　　購入・使用の促進など

2.建築物の建築、管理などにあたっての配慮
　（1）冷暖房の適正な温度管理

3.その他の事務・事業にあたっての
　 温室効果ガスの排出の抑制などへの配慮
　（1）エネルギー使用量の抑制
　（2）ごみの分別
　（3）廃棄物の減量

4.職員に対する研修など
　（1）職員に対する地球温暖化対策に関する研修の
　　　機会の提供、情報提供

5.実施計画の推進体制の整備と実施状況の点検

対象となる事務および事業

NEDO（本部、支部など）が主として行う事務および事業

対象期間

2007年度から 2012年度まで。その実施の状況、技術の進歩等を踏まえ、必要に応じ、見直しを図る。

目　標

2006年度比で 2012年度までに NEDOの事務および事業に伴い直接的に排出される温室効果ガスの総排出量
を概ね 6％削減する。

事務および事業に伴い排出される温室効果ガスの排出実態

当該計画期間中、毎年度、NEDOの事務および事業に伴い排出される温室効果ガスの総排出量の推計を行い、環
境報告書にて公表する。

具体的な措置の内容

環境負荷低減に向けた活動目標

http://www.nedo.go.jp/jyouhoukoukai/other_index.htmlPC

参考）温室効果ガス排出削減計画の内容（2007年 7月 2日策定版）
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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



　NEDOは、機構内におけるエネルギー使用量の抑制を図るため、様々な取り組みを実施しています。

　NEDOは、機構内における 3R（Reduce／ Reuse／ Recycle）を目指し、様々な事項を実施しています。

省エネルギー対策

省資源対策

・ 昼休み時間の全消灯、執務
時間中の間引き消灯

・ 未使用時の OA機器の電
源オフの励行

・ 一斉退社日の励行
・ 照明機器の LEDランプ

への切り替え

執務室の省エネルギー

紙の使用量削減

　NEDO全体でクールビス、ウォームビズを励行していま
す。執務室内の室温について節電に努め、夏季はノーネク
タイ、ノー上着などの軽装、冬季は開口部を暖めるなど衣服
を工夫するよう呼びかけています。また、NEDOの役職員の
みならず、来構者の方々へもご案内し、協力を呼びかけてい
ます。

クールビズ、ウォームビズの推進

　2010年度にクラウド・コンピューティングを導入しまし
た。機構内に設置していた専用のサーバー室を廃止し、各職
員のデスクトップ端末をシンクライアント端末に置き換えま
した。従前のデスクトップ端末と比較して、消費電力はおよ
そ 1/5程度となり、大幅な省エネルギーとなっています。 ｠

クラウド・コンピューティングの導入

　オフィスが所在する川崎市が掲げる、ゴミの発生抑制、再
資源化、焼却量の削減化に向けた取り組み（ミックスペー
パー、プラスチック製容器包装の分離収集の拡充等）に対応
したゴミ分別および削減の徹底を図っています。
　また、オフィスの文房具や物品については、一度使用され
た中古品についての再利用を推進するため、ファイルやク
リップ等種別ごとに仕分け保管し、優先して払い出すなど、
有効活用を図っています。

ゴミ分別、排出量削減の徹底

消費電力の少ないシンクライアント端末

各階に設置しているゴミ分別容器類

照明（LED）の間引き消灯を実施

  使用量の削減を目指して下記の事項を実施しています。
・両面印刷、両面コピー、複数ページ印刷の励行
・使用済み用紙を再利用
・会議資料など作成資料の簡素化の徹底

・印刷物発注などの際の原稿の PDF化
・ペーパーレス会議システムの利用
・メールによる回覧、イントラネットでの周知

コンプライアンスなどに
関する取り組み

社会との 
コミュニケーション

人材育成への取り組み

職場環境づくり

緊急事態への対応

機構概要
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