
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

（ⅲ）蓄電池、エネルギーシステム分野

リチウムイオン電池の充放電中に起こる電極材料の結晶構造変化の観察に世界で初めて成功

・蓄電池内部の動的挙動を観察するための「RISING放射光ビームライン（BL28XL)」 及び「RISING中性子ビー
ムライン（SPICA）」 を活用することにより 世界で初めてリチウムイオン電池の充放電中に電極内部で起こ

革新型蓄電池先端科学
基礎研究事業

ムライン（SPICA）」 を活用することにより、世界で初めてリチウムイオン電池の充放電中に電極内部で起こ
る結晶・電子構造変化の観察に成功。本研究成果は世界的に著名な米国化学会誌Journal of the 
American Chemical Society（JACS）に掲載（平成25年4月）。

ビ【 放射光ビ ム イ 】 【RISING中性子ビームライン】【RISING放射光ビームライン】

SPring-8内に設置したBL28XL J-PARC内に設置したBL09（SPICA）

• 京都大学に拠点を置き、自動車メーカーや蓄電池メーカーなど異業種・競合関係にある企業等の英知が結集する集中研体制（計29機
関（12大学、13企業、4公的研究機関）を構築。また、NEDO職員を基礎研究拠点に常駐させた現場密着型のマネジメントを実施。

• 参加企業の研究意欲を引き出すことと、参加企業に広く共有して競争力を高めることを両立させる必要があり、この観点から知財規程
や情報開示のルールを整備。 61



ガ プ ジ

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 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

C
O

2

回
収

コークス炉

水素リッチガス

Ｃ
Ｏ
Ｇ
改
質
装
置

高
炉

留
技
術

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 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 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 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


