
•来場者1万人以上の展示会を中心に２０件へ出展し、加えて国際会議、セミナー･シンポジウムなど
３２件を開催するなどＮＥＤＯの取り組みや成果を積極的に発信。  

•次世代を担う子供たちのエネルギー・環境、産業技術に対する理解・関心の向上のために、宮城県の和渕小学
校での太陽電池工作教室など子供向けイベントを３回実施。 

イベントへの出展・開催 
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＜イベントの例＞ 

イノベーション・ジャパン
2014 

独立行政法人科学技術振興
機構（ＪＳＴ）と連携して「イノ
ベーション・ジャパン２０１４」を
東京ビッグサイトで開催。５００
を超えるベンチャー企業や大
学等が参加し、研究成果や開
発技術を展示、プレゼンテー
ション及びセミナー等により情
報を発信。 
 

経済産業省と共同で、国際会議
「Innovation for Cool Earth 
Forum(ＩＣＥＦ)」を開催。地球温
暖化問題の解決に向けたエネ
ルギー・環境技術のイノベーショ
ンを促進する方策を議論。 

Innovation for Cool Earth 
Forum (ICEF) 

1.（1）技術開発マネジメント関連業務 （イ）情報発信等の推進 

IRED2014 

スマートコミュニティに関する国
際会議「ＩＲＥＤ※２０１４」を開催。 
 アジアでの初開催となり、約３０
カ国から政府、学術界、産業界
関係者３００人余りが参加。 
※ IRED：International Conference on 
Integration of Renewable and 
Distributed Energy Resources 
 

■和渕小学校で太陽電池工
作教室を開催 

宮城県石巻市の和渕小学校で太陽電
池工作教室を開催。 
 ４年生２１人を対象に、ＮＥＤＯ職員が
先生役となってエネルギー・環境問題や
太陽電池の仕組みなどについて学習し
た後、太陽電池の仕組みをより良く理解
してもらうため、ソーラーカーを制作。 

＜子ども向け啓発活動の例＞ 



•国内外から産学官のリーダーを招いた講演会及び展示会を行い、ＮＥＤＯの最新成果・取組を報告
（ＮＥＤＯフォーラム）。 

•ＮＥＤＯ事業の成果、活用事例及び支援制度の情報を分かり易く発信。地域における事業の更なる
活用促進を目的として、平成２６年度は札幌、仙台、大阪、広島において開催（地域版ＮＥＤＯ
フォーラム）。 

ＮＥＤＯフォーラム・地域版ＮＥＤＯフォーラムの開催 
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初日ＡＭの特別講演（左；榊原経団連会長、右；天野名古屋大学教授） 

会場の様子 展示会の様子 

＜ＮＥＤＯフォーラム＞ 

講演の様子（澤大阪大学教授） 会場の様子 

個別相談会の様子 パネル展示の様子 

＜地域版ＮＥＤＯフォーラム＞ 

1.（1）技術開発マネジメント関連業務 （イ）情報発信等の推進 



 
相談内容の例 

①ＮＥＤＯかどうかわからないが公的支援を受けたい。 
②ＮＥＤＯの支援を受けたいが仕組みがわからない。 
③日射量データベース、風況マップの使い方、データの見方を知りたい。 
④ＮＥＤＯの研究成果を 活用したい。（転載、引用希望などを含む） 
⑤資料請求したい（パンフレット等）。 
⑥過去の導入・普及補助事業に関し、設備廃棄・更新、会社合併などの際の手続方法を知りたい。 
⑦その他（利用希望者の問い合わせ） 
                             
お問い合わせに回答するとともに、ウェブページの改善等を実施 
   ・問い合わせの多い質問はＱ＆Ａにしてホームページへ掲載。 
   ・導入、普及補助事業は窓口変更をホームページでお知らせの上、他機関をご案内。 
   ・お客様の立場に立って見やすいホームページへの改良を継続。 
    利便性向上のため、ワンストップでの対応幅を拡大。 
 

•公募に関する問い合わせや、各種制度を初めて利用する方、または利用の仕方がわからない方等
への助言などサービスを一層向上させるために、「ＮＥＤＯお客様デスク」にて電話やホームページ
を通じた相談に対応。全相談件数は平成２６年度２３４３件(前年比１４５%）。 

•英語版ホームページに開設した問い合わせサイトも活用し、国内外問わず相談に対応。 

•全相談件数のうち英語での相談件数は平成２６年度２１０件(前年比１１４%）。 

外部からの問い合わせへの対応 
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1.（1）技術開発マネジメント関連業務 （イ）情報発信等の推進 



•ＮＥＤＯプロジェクトの開発成果がコア技術として活用されて、上市・製品化した製品・プロセス等を「Ｎ
ＥＤＯインサイド製品」と定義して、売上実績、売上予測を推計。 

•平成２６年度は１０９製品を対象とし、平成２５～３４年度までの累計売り上げ予測額は約７０兆円｡ 

•費用対効果推計の対象は、昭和５５年のＮＥＤＯ発足以来、技術開発プロジェクトに投じたおよそ３兆
円の費用のうち、フォローアップ調査を行ったプロジェクトへの投入費用７６４５億円分に関するもの。 

1.（1）技術開発マネジメント関連業務 （イ）情報発信等の推進 

ＮＥＤＯプロジェクトの費用対効果 

注釈：「コア技術」とは、研究開発段階であった技術のうち、ＮＥＤＯプロジェクトが契機となり実用化に至った技術で、当該技術がなければ製品やプロセスが 
    成り立たないものを指す。 
    売上実績及び売上予測は、企業等へのアンケート・ヒアリングの結果に基づいて試算。回答が得られなかった場合は、①業界団体の公表データ、②公 
    的機関、民間調査機関の公表データから補完計算している。 
    試算の前提として、①ＮＥＤＯプロジェクトが関わった部分（材料、部品、製品等）のみを対象とし、サプライチェーン上の売上等は加算しない。②ＮＥＤＯ 
    プロジェクトが関わった部分（材料、部品、製品等）の売上は、ＮＥＤＯ寄与率を１００％と仮定している。 

（単位：億円）

NEDO投入費用 売上実績 将来の売上予測
（2013～2022

年度累積）
単年度

平均研究開発費
累積研究開発費

直近単年度
（2012年）

市場導入の蓄積額
（～2011年）

太陽光発電 58 1,735 13,131 78,466 215,735
風力発電 4 85 1,218 7,346 17,774
発電（石炭・地熱・バイオマス等） 118 1,463 3,474 22,308 51,570
燃料電池・水素利用 61 1,127 357 732 23,458
蓄電池関連 32 371 998 3,645 83,083
ヒートポンプ・熱源システム 75 366 4,086 18,573 48,415
自動車関連 23 132 650 963 58,795
環境対策 76 358 670 5,645 12,451
電子デバイス（製造・材料含む） 78 639 1,851 7,249 66,006
コンピューティング 36 168 6,330 45,863 64,389
材料（高分子・無機・金属等） 23 216 311 1,504 6,689
医療・福祉 36 181 289 847 4,208
住環境・生活 28 138 1,913 9,114 27,606
その他 － 667 1,506 35,892 16,960

合計 － 7,645 36,783 238,145 697,141
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マネジメント関連学会での発表 

・ＮＥＤＯ職員のマネジメント能力向上を図るため、プロジェクトマネジメント手法、評価の分析手
法、技術動向の把握手法等に関して、研究開発マネジメント関連学会等にて１７本の発表等を
行った。 

【平成２６年度の主な発表】 

1.（1）技術開発マネジメント関連業務 （イ）情報発信等の推進 

学
会 

（国内） 
 ○ 研究・技術計画学会 等 
（海外） 
 ○ International Association for Management of Technology 2014 

発
表
・
投
稿
内
容
例 

○ＮＥＤＯプロジェクトが人材育成に与える影響とその分析手法 
注目度が高い優秀な研究者ではなく、社会実装に必要なインテグレーターの存
在に着目し、これらの人材や、その育成に与えるＮＥＤＯプロジェクトの影響につ
いて簡便に把握する手法について検討した結果を報告。 
 

○"The impact of governmental R&D support in smart grid and micro 
grid field” 

スマートグリッド（米国政府の支援を受けた技術）とマイクログリッド（政府の支援
を受けなかった技術）の特許や論文を比較することで、政府の研究開発支援の
影響を分析し報告。 
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開発成果の新用途開発事業（ビジネスマッチング） 

•ＮＥＤＯ事業により得られた成果物（サンプル）をＮＥＤＯのホームページ上で公開し、企業（ユー
ザー）とのマッチングの場を提供することにより、製品化・実用化を加速させる取り組み。平成２２年
度の事業開始から現在までに１２５件（平成２６年度２４件追加）を公開。 

•第２回ＴＯＫＹＯイノベーションリーダーズサミットに出展。ベンチャー３３社を推薦し、実用化に向け
たマッチングを促進。 

●サンプルNo.1502001「自立支援向けコミュニケーションロボット  
  『Ｃｈａｐｉｔ』」 
４０ｄＢ～７０ｄＢの生活雑音環境下で、マイクから２～３m離れても音声
認識が可能な高認識率の音声認識エンジン『Ｖｏｉｃｅ Ｍａｇｉｃ』を開発。こ

のエンジンを導入したコミュニケーションロボットは、自然な会話を実現す
ることができ、高齢者や要介護者の「自立支援」、「社会参加の促進」に
よるＱＯＬ向上および介護者の負担を軽減。 
 

1.（1）技術開発マネジメント関連業務 （イ）情報発信等の推進 

第２回ＴＯＫＹＯイノベーションリーダーズサミット 

大企業１００社と、ＶＣなどが推薦する優良な中小・ベンチャー企業
５００社が参加し、クローズドな場でのマッチングを図るもの。ＮＥＤ
Ｏ事業実施者３３社の出展・商談を実施。 

平成２６年度新規登録サンプル例 
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世界各国の国立研究開発機関や行政機関等との連携を強化 

•世界市場獲得のため、事業内容（単品からシステムへの重点化、産業技術分野にも着手）、国・地
域を選択し、集中的にスピード感を持って推進。 

•アメリカ、イスラエル、インド、スロベニア、タイ、中国、ドイツ、フィンランド、ポーランド、ロシア（１０の
国・地域）の国立研究開発機関やエネルギー及び産業関係の行政機関等と１４件の協定を締結。 

  

 

 

 

 

 

 

「日印エネルギーフォーラム2014」 
開催（２０１４年９月） 

「ハワイ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」の急速充電器開設式
を開催（２０１４年１２月） 

「英国マンチェスター・スマコミ
実証」運転開始式（２０１４年
１１月） 

インド携帯電話基地局実証事業に係
る協力協定書締結（２０１４年８月） 

タイでバイオエタノール製造プラ
ントの竣工式開催（２０１４年４月） 

ロシアにて寒冷地・独立系統地域
に適合した風力発電システム実証
事業を開始（２０１４年１１月） 

デンマーク・コペンハーゲン
市、ミッドフュン市と福祉ロ
ボット実証に係る協力協定書
締結（２０１４年６月） 

イスラエル産業技術研究開発セ
ンターと研究開発協力の協力協
定締結（２０１４年８月） 

インド・アンドラプラデシュ州とのス
マートコミュニティ分野の協力に係る
協力協定書締結（２０１４年１１月） 30 

1.（1）技術開発マネジメント関連業務 （ウ）国際共同事業の推進 

タイ工業省と廃棄物処理分
野の計画策定等に係る協力
協定書締結（２０１５年１月) 



国立研究開発機関との研究開発協定 

•日本の技術・システムの普及展開をさらに加速させるため、イスラエル産業技術研究開発センター
（ＭＡＴＩＭＯＰ）等との協力関係を構築。 

•世界各国の国立研究機関と協業することで日本のイノベーションを加速すると共にエネルギー・環
境技術および産業技術の普及を促進。 

  

 

 平成２６年７月６日、ＮＥＤＯとイスラエル産
業技術研究開発センター（ＭＡＴＩＭＯＰ）は
研究開発協力のＭＯＵ（基本協定書）を締
結。 

 
 古川理事長が「日本・イスラエル・ビジネス

フォーラム」で主催者として挨拶し、両国企
業の協力関係が進展することへの期待を
表明。 

 

イスラエル産業技術研究開発センター（ＭＡＴＩＭＯＰ）ヒバート所長と研究開発協力の基本協定

書締結 
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1.（1）技術開発マネジメント関連業務 （ウ）国際共同事業の推進 

ＭＯＵ署名式の様子（右：茂木経産大臣（当時）） 



世界各国での実証事業の展開 

•平成２６年度は新たに４件の実証事業を開始。平成２６年度末時点で３３件の実証事業を実施中。 

32 

1.（1）技術開発マネジメント関連業務 （ウ）国際共同事業の推進 

＜スペイン＞ 

●スマートコミュニティ 

＜中国＞ 

●廃棄物発電 

    他 ５件 

＜タイ＞ 

●バイオマスエネルギー 

    他 １件 

＜インドネシア＞ 

●スマコミ工業団地 

   他 ３件 

＜米国＞ 

●スマートコミュニティ 

    他 ３件  

＜ベトナム＞ 

●廃棄物発電 

 他 ２件 

＜サウジアラビア＞ 

●省エネ型排水再生システム 

＜モンゴル＞ 

●省エネ型電線 

＜ドイツ＞ 

●ロボット 

＜マレーシア＞ 

●大型ＥＶバス実証事業 

  他 １件 

＜ロシア＞ 

●風力発電 

＜オーストラリア＞ 

分散型水資源供給システム 

＜インド＞ 

●インド携帯電話基地局ＥＭＳ 

   他 ３件 

＜デンマーク＞ 

●ロボット 
＜イギリス＞ 

●スマートコミュニティ 

＜フランス＞ 

●スマートコミュニティ 



技術開発型ベンチャー企業等への支援 

•平成２６年４月に設置された「イノベーション推進部」が中心となり、中堅・中小・ベンチャー企業の支援等を実施。 
•提案公募型の技術開発事業を中心に、技術開発型ベンチャー企業等の事業化支援をフェーズ毎に実施。また、ビ
ジネスマッチングやサンプルマッチング等のマッチング支援を実施。 

1.（1）技術開発マネジメント関連業務 （エ）技術開発型ベンチャー企業等の振興 

特
許
マ
ッ
チ
ン
グ 

新技術調査員 

ピアレビュア 

サンプルマッチング 

ビジネスマッチング 

ベンチャー実用化開発支援 
 

平成２５年度イノベーション実用化ベンチャー支援事業 
  （平成２５年度補正）  
新エネルギーベンチャー技術革新事業 
  （平成１９年度より実施）   
福祉用具実用化開発推進事業 
  （平成５年度より実施）  

 

大企業   

事業領域探索・ 
拡大機会の支援 

死の谷 

カタライザー 

カタライザー 

ベンチャー創出支援 
研究開発型ベンチャー支援事業 
  （平成２６年度より実施） 
研究開発型新事業創出支援プラットフォーム 
  （平成２５年度補正）  
◆橋渡し研究機関との連携支援 

 

助言 

助言 

発掘 

評価 

事業化 
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オープンイノベーション協議会の設立 

•民間事業者が主体となり、オープンイノベーションに関する知見・ノウハウの共有を図るとともに、そ
の取り組みを産業界に広めるための、マインド形成の場として協議会を設立した（平成２７年２月）。 

•民間事業者１６名を幹事とし、ＮＥＤＯが事務局を務める。会員数は２８８（うち、企業会員は２２７、
賛助会員は６１（平成２７年４月２２日現在））。 

1.（1）技術開発マネジメント関連業務 （エ）技術開発型ベンチャー企業等の振興 

平成２７年度活動方針 
5. オープンイノベーション白書の作成 
6. 重要分野におけるオープンイノベーションの推進に関する検討 
7. 大学・研究機関等との交流の促進 
8. その他協議会の目的の達成に資する活動 

1. 会員間におけるオープンイノベーションの推進事例の共有 
2. 海外のオープンイノベーション動向の把握 
3. 我が国全体への啓発・普及活動 
4. 政策提言活動 

アーリーステージの企業等 中堅・中小・ベンチャー企業 

大企業 大学・研究機関 

オープンイノベーション協議会 

オープンイノベーションの 
動向把握 

大学・研究機関等との 
交流の促進 

オープンイノベーション 
白書の作成 

政策提言活動などの 
啓発・普及活動 

会員間におけるオープンイノベーションの推進事例の共有 
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技術開発型ベンチャー企業等の振興における他機関との連携 

•産業革新機構（ＩＮＣＪ）と相互協力協定を締結。ＮＥＤＯ事業の実施事業者に対して、ＩＮＣＪが出資や
助言・情報提供を実施（ＩＮＣＪから出資を受けた研究開発型ベンチャー企業１６社がＮＥＤＯ事業を
実施）。 

•大学の産学連携本部、地方公設試、商工会議所、地方経済産業局等と連携し説明会を実施。 
 ２６年度は９３ヶ所で延べ５４００人が説明会参加し地域のニーズ・シーズ発掘に努めた。 

1.（1）技術開発マネジメント関連業務 （エ）技術開発型ベンチャー企業等の振興 

事業者名 テーマ名 

アルプス・グリーンデバイス株式会社  ＧａＮパワーデバイスと金属ガラス磁性材を用いた革新的省エネルギー電力変換回路技術の研究開発 

ゼファー株式会社  実証要件適合性等調査 英国小形風力発電機を活用したオフグリッド携帯電話基地局等への電源供給に関する調査 

株式会社GENUSION  Ｂ４ーＨＥ注入を用いた超高速書込み不揮発性メモリの実用化開発  
エナックス株式会社  新エネルギー・電力事業用リチウムイオン蓄電システムの高性能・低コスト化の研究開発 

株式会社アネロファーマ・サイエンス  がんの低酸素環境を標的とする抗腫瘍サイトカイン等を産生する組換えビフィズス菌のデリバリーシステムの開発 

株式会社中山アモルファス  超急冷遷移制御噴射技術で非晶質／ナノ組織金属の大面積薄板開 

アドバンスト・ソフトマテリアルズ株式会社  スライドリング・マテリアルを用いた先端高分子部材の開発研究 

株式会社PRISM Pharma  ＨＣＶ誘発肝硬変治療剤ＰＲＩー７２４の経口剤開発  
株式会社エクスビジョン  高感度・高速・低ノイズＣＭＯＳイメージャを用いた高速画像処理の実用化  
株式会社Trigence Semiconductor  フルデジタルスピーカー用高出力高効率ＬＳＩの開発  
株式会社マテリアル・コンセプト  太陽電池の配線革命：銀から銅へ  
マイクロ波化学株式会社  マイクロ波化学プロセスによるバイオディーゼル実証開発  
WHILL, Inc.  低振動型オムニホイールを利用したモビリティの開発  
SCIVAX株式会社  大面積無機材料ナノインプリント装置の開発 

クオンタムバイオシステムズ  一分子ＤＮＡ・ＲＮＡシークエンサーの開発 

スペクトロニクス  ワンタッチ光学系付微細加工用レーザシステムの実用化開発 

◆ＩＮＣＪからの出資が決定したＮＥＤＯ事業者（１６社） 
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・プロジェクトの企画・運営業務等で活用するため、プロジェクト管理等に係る透明性を十分に確保し
た上で、実務経験を有する外部人材を１１名中途採用した。 

・ 「技術戦略センター」に外部有識者を技術戦略の検討等を担うフェローとして１６名採用。 

・民間企業や大学等において中核的人材として活躍し、イノベーションの実現に貢献する若手研究
者を養成。平成２６年度は約３７００人の若手研究者を養成。 

人材の流動化促進、育成 

中期目標期間 第2期 第3期 

年度 H20FY H21FY H22FY H23FY H24FY H25FY H26FY 

合計 1,948 1,722 1,751 657 588 883 3,685 

 ナショナルプロジェクト等 1,708 1,555 1,743 600 588 883 3,685 

 産業技術フェローシップ事業 10 15 8 - - - - 

 産業技術研究助成事業 115 129 - 57 - - - 

 その他 115 23 - - - - - 

総計 6,666 4,568 

（人） 
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1.（1）技術開発マネジメント関連業務 （オ）人材の流動化促進、育成 

※各年度において、新規に採択された研究開発事業等の実施者のうち、４０歳未満の人数をカウント。 
 （平成２６年度新規採択事業の研究者総数は約１０,０００人） 



ＮＥＤＯ特別講座の実施 

  

③周辺研究の実施 

  
②産学の人材交流 

  
①人材育成の講座 

大学の教育機能を活用 

研究者のネットワーク構築 

技術シーズを産業応用へ加速 

ＰＬ、企業の専門家等を講師とし
て行う講義、実習等を開催 

基礎的研究や、その成果の普及
や発展に資する派生的研究 

 

シンポジウム、セミナー、技術相談
会等による研究者のネットワークを
構築 

効率的な     
人材育成を実施 

効果的な     
人材育成に寄与 

・４講座５拠点にて「ＮＥＤＯ特別講座」を実施。全体で２５回以上の講座を開催し延べ８５０名以上が
受講。また７回のシンポジウムを開催し延べ８００名以上が参加。 

・事業者に対するアンケートを実施し、「講座の講師や受講者が、関連する分野で、大学・企業等の研
究者として活躍している」、「ＮＥＤＯ特別講座終了後も、大学の正規のカリキュラムとして同様の人
材育成の講座を継続している」など人材育成としての成果を上げていることを確認。 
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1.（1）技術開発マネジメント関連業務 （オ）人材の流動化促進、育成 

ＮＥＤＯ特別講座 
大学が技術の中核となっている優れたＮＥＤＯプロジェクト（コアプロジェクト）や技術経営に関する研究拠点において、コアプロジェクト
の基幹技術や技術経営に関連した人材育成、人的交流、周辺研究の実施等の展開を図るもの。平成２６年度にはロボット用ミドル
ウェアの実践的展開に関する講座を新設。 
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1.（1）技術開発マネジメント関連業務 

  （カ）研究開発成果を活用しようとする者への出資による実用化支援 

出資業務実施に向けた体制を整備 

①出資申込 ②受付 

③審査 

④出資契約締結、出資履行 

出資先企業 ＮＥＤＯ 

外部有識者による審査 
監事を含めたＮＥＤＯ内審査機関による審査 
(1)事業化計画の妥当性、(2)出資額の妥当性、(3)財
務状況、等について審議 

・人的及び技術的援助を必要に応じて実施 

・出資申込書、出資希望資産リスト及び
事業化計画書等の提出 

・審査の結果を踏まえて、理事
長が出資の可否を判断 

研究成果の実用化、イノベーションの創出！ 

•研究開発成果を事業活動に活用しようとする事業者向けの出資に関する業務に必要となる諸規
程の整備を実施。 

•引き続き有望案件の相談を実施中。 



•ＮＥＤＯは、発電コスト低減に有効である太陽電池の変換効率向上のため、アモルファスシリコンと
結晶シリコンを接合した基板と、受光面に電極を置かないバックコンタクト技術を可能とする新規の
製造技術を開発。 

•同技術を用いて作製した太陽電池セルにおいて、世界最高レベルの変換効率２５．１％を達成。こ
の成果はＮＥＤＯが目標として掲げる２０２０年時点の発電コスト１４円/ｋＷｈの実現に大きく寄与。 

•シリコン系太陽電池の理論性能限界を越える高効率太陽電池の低コスト化や、圧倒的な低コスト化
が期待できるペロブスカイト系太陽電池の高効率化に向けたプロジェクトの公募を開始。 

 
「太陽光発電システム次世代高性能技術の開発」は、ＮＥＤＯ

が構築したオールジャパン体制で太陽光発電の発電コスト低
減を目指しているプロジェクト。本成果は、そのうちＮＥＤＯ、
シャープ株式会社および豊田工業大学が産学官連携で実現し
たもの。 

 
結晶シリコン太陽電池の変換効率が世界最高レベルを達成し

たのは、 １９９９年に２５．０％が報告されて以来、１５年ぶり。 

新規技術により太陽電池セルの変換効率を向上 
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1.（1）技術開発マネジメント関連業務 （キ）技術分野ごとの計画 

（ⅰ）新エネルギー分野 

太陽光発電システム次世代高性能技術の開発 

【結晶シリコン太陽電池】 
（試験データはセル形成領域で測定） 

【結晶シリコン太陽電池の構造】 
（ヘテロ接合バックコンタクト構造） 

セル形成領域 

※ ヘテロ接合技術 
物性の異なる半導体材料を接合する技術。結晶シリコンとアモルファスシリコンを
組合せて変換効率低減の要因となる欠陥を減らしたり、変換効率を向上させるこ
とができる。 
 
※  バックコンタクト技術 
太陽電池の裏側にのみ電極をつくり電気をとりだす技術。電極を裏面に集約する
ことで、受光面を広くできるため、変換効率を高めることが出来るが、構造が複雑
になり高い加工技術が必要になる。 



•ＮＥＤＯは、太陽光発電の新たな利用方法を開拓するため、［１］建物壁面、［２］農業用地、［３］傾斜
地等の未利用分野で従来並の発電コストを実現する技術の開発・実証を推進。 

•垂直設置時の反射光対策技術開発、簡易脱着技術開発、耐腐食性の実証等に成果。 

太陽光発電の新たな用途を開拓 

1.（1）技術開発マネジメント関連業務 （キ）技術分野ごとの計画 

（ⅰ）新エネルギー分野 

太陽光発電多用途化実証プロジェクト 

［１］建物壁面 ［３］傾斜地 

【新たな用途・市場を拡大】 
［１］建物壁面 
 垂直設置で課題となる高い発電 
 コストや反射による光害への対 
 策として、表面構造を最適化し、 
 低反射かつ発電量を向上する 
 技術等を開発中。これまで太陽  
 光入射角０～６０°での反射率 
 ０．２％以下を達成し、防眩効果 
 を確認。 

［２］農業用地 

［２］農業用地 
ビニール交換時に太陽電池の
脱着が不要な新構造太陽光
発電システムを開発。 
夏場のビニールハウスにおけ
る温湿度制御を行うことで 作
物の高品質化や栽培期間の
拡大に効果有り。 

［３］傾斜地 
 複雑かつ多様な形状の傾 
 斜地でも、整地作業不要な 
 低コスト施工技術を開発。 
 地際の耐腐食性向上技術   
 もあわせて開発中。 
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•ＮＥＤＯは洋上風力発電の普及拡大に向け、国内２箇所（銚子沖、北九州市沖）での着床式洋上風
力発電実証を実施。 

•拡大する国内外の洋上風力発電市場への展開を目指して市場ニーズが高い大型風車（７ＭＷ）の
発電コストの低減に向けた開発を完了。 

実証研究データの蓄積と要素技術開発の着実な実施 
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洋上風力発電等技術研究開発 

1.（1）技術開発マネジメント関連業務 （キ）技術分野ごとの計画 

（ⅰ）新エネルギー分野 

 
 
   
 
    

※ 
平成２６年度までの成果をまとめた第一版 

※ ※ 
油圧ドライブトレイン 

風車の回転力を油圧に変換し、
その油圧によって発電機軸を高
速回転させる方式 

（左）銚子沖実証研究、（右）北九州市沖実証研究 

英国ハンターストーンに設置された７ＭＷ大型風車 

・「着床式洋上風力発電導入ガイドブック※」の作成 

・世界初「油圧ドライブトレイン※※」搭載の風車を開発 

◇発電計画を策定する際の手引きとして参考にできるよう、
導入計画の進め方に沿って、ＮＥＤＯ洋上風力発電実証
研究の成果と国内外の知見を整理。 
 

◇さらに、着床式洋上風力発電の概要として、定義と種類、
ポテンシャル、国内外の現状と動向を記載。 

◇７ＭＷ大型風車に搭載される、世界初技術の「油圧ドライ
ブトレイン」と、８１．６ｍの「長翼ブレード」の開発を支援。 
 

◇開発成果を用いて平成２６年度末から事業者が実証試験
を開始、実用化に向けたさらなる信頼性向上が図られる
見込み。 



•ボツリオコッカスは一般的な植物由来の油脂と異なり重油相当の炭化水素の生産が可能。  
•ＮＥＤＯはバイオマス由来バイオ燃料の商用化に向け、鹿児島市七ツ島に１５００ｍ２の屋外微細藻
大規模培養施設を建設し、コスト低減に向けたバイオ燃料開発を推進。 

炭化水素を生産する微細藻（ボツリオコッカス）の有用株を用いて、１００ｍ２規模での屋
外安定培養に成功し、これに続いて国内最大規模となる実証培養設備を建設・運転開始。 

鹿児島県鹿児島市七ツ島に設置した国内最大規模の微細
藻屋外培養設備。 
 

屋外での安定的な大規模培養技術の確立に向け、課題の
克服や運転スケジュール等の把握など、コスト削減に必須
となる微細藻大量培養体制の構築を目指す。 
 

用いている微細藻（ボツリオコッカス）は海外では採用され
ていない日本オリジナルの藻株。一般的な植物由来の油
脂と異なり炭化水素を生産することが特徴。 
 

資源エネルギー庁が推進する２０２０年オリンピック開催時
の国産バイオジェット燃料導入に寄与することが期待され
ている。 

 

国内初の屋外微細藻大規模培養実証を開始 

（上図）鹿児島市七ツ島に 
 建設した１５００ｍ２の屋外 
 大規模培養装置の外観 

1.（1）技術開発マネジメント関連業務 （キ）技術分野ごとの計画 

（ⅰ）新エネルギー分野 

戦略的次世代バイオマス利用技術開発事業 
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（左図）ボツリオコッカス 


