
・ＮＥＤＯは、３０年以上前から燃料電池・水素分野の技術開発を支援。 
・産学官が一体となり要素技術開発、実証研究、規制見直しを連携して推進。 
・家庭用燃料電池「エネファーム」や燃料電池自動車（ＦＣＶ）などの社会実装を実現。 

家庭用燃料電池「エネファーム」：「定置用燃料電池大規模実証研究事業(２００５～２００９) 」  
                       等を経て２００９年に市場投入。現在までに約１１万台が普及。 

 
ＦＣＶ・水素ステーション：ＦＣＶの社会実証や水素ステーションの技術開発、規制の見直し、基準策定 
                  などを総合的に推進。水素元年と呼ばれる２０１５年に先駆け、２０１４年か        
                                     らのＦＣＶ一般販売・水素ステーション先行整備開始に貢献。 

 
２０１４年７月には「ＮＥＤＯ水素エネルギー白書」を公表。水素社会への理解増進に努める。 

水素社会の実現に向け、燃料電池・水素技術の研究開発を推進 
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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 



・家庭用燃料電池「エネファーム」や燃料電池自動車（ＦＣＶ）に使用される固体高分子形燃料電池
（ＰＥＦＣ）の高性能化の技術開発を推進。 

・触媒における白金の使用量を１０分の１に低減させるめどをつけ、さらに白金を使わない触媒も世
界最高水準の効率を実現。 

産学の連携体制により燃料電池の触媒や電解質膜等
の材料開発、それを支える構造・反応・劣化メカニズム
の解析等の幅広い技術開発を推進。 

 
エネファームやＦＣＶの本格普及を進める上で重要とな

る低コスト化、耐久性向上に資する、低白金・非白金触
媒技術や新規な電解質膜を開発。 
 

新規材料の開発において必要となる共通基盤技術とし
て、セル評価解析手法を確立し、触媒２１種類と電解質
膜１７種を評価、材料開発にフィードバックを行った。  
 

２０１４年度には、欧州への家庭用燃料電池普及に向
けて、燃料組成への変動対応、屋内設置を行うための
システム開発を新規テーマとして追加。 

自動車用・家庭用の固体高分子形燃料電池（ＰＥＦＣ）の高性能化に貢献 
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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 

固体高分子形燃料電池 
実用化推進技術開発 

燃料電池中の水分布の状況の解析結果 

長期耐久性を実現した電解質膜 パラジウムをコアとして 
白金使用量を低減した触媒 



・ＮＥＤＯと経済産業省は「省エネルギー技術戦略」において、日本のエネルギー消費部門毎に省エネ
推進に貢献する技術、重点的に取り組むべき技術を重要技術として選定。 

・平成２６年度はエネルギー基本計画等の改訂に合わせて重要技術を見直し。さらに重要技術に関
係する、特に緊急性が高く、かつ社会的意義が高い「特定技術開発課題」計５０課題についても設
定。 

・本改訂は戦略的省エネルギー技術革新プログラムの平成２６年度中の公募より順次反映。 

省エネルギー戦略で選定された重要技術の開発を推進
する事業。平成２６年度では、第１回公募において２５
テーマ、第２回公募においても２５テーマを採択し、制度
発足以来、最大数を採択。 
 

成果が上がったテーマに係るニュースリリース、展示会で
の展示及び成果発表を通じて、企業の事業化を促進。 

重点的に取り組むべき技術として重要技術を選定 

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 

（ⅱ）省エネルギー分野 

戦略的省エネルギー技術革新プログラム 

成果事例：高出力ＣＯＢモジュールと新型ヒートシンクを組み込んだ高効率ＬＥＤ照明 

・平成２５年に超高輝度で最高クラスの大光
量６０，０００ｌｍのＬＥＤ照明を実現。 

・小型軽量の超高輝度・大光量ＬＥＤ照明は従
来と比較して５３％の省エネを達成。 

・（株）四国計測工業が平成２６年１０月から高
天井照明、投光器を販売開始。 

重要技術概要 
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戦略的省エネルギー技術革新プログラム 



• 日本全国の気候区分に合わせた１０棟の実証住宅に、省エネルギー効果を把握するための各種セン
サーを設置、冬季からのデータ計測を開始。 

実証住宅での太陽熱活用システムの省エネルギー性能の評価開始 

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 

（ⅱ）省エネルギー分野 

太陽熱エネルギー活用型住宅の
技術開発 

鹿児島市 

沖縄県中頭郡 

宮崎市 

坂井市 春日井市 

浜松市 

旭川市 

花巻市 

札幌市 

仙台市 
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伊達市 



• 超電導ケーブルの社会実装に必要不可欠な不測事態（地絡・短絡事故等）での影響評価方法の
開発を世界で初めて開始。 

• 外部有識者の意見を踏まえ、プロジェクト中間段階で試験項目を追加し、試験内容を拡充。 

• 世界最高性能の冷凍機システムの耐久性、保守性の評価に着手。実系統に接続した連続運転に
向け、制御システムの確認を開始。 

東京電力旭変電所に設置したブレイトン冷凍機 

 世界最高の冷却効率（ＣＯＰ） ０．１（７７Ｋ、冷
却容量５ｋＷ）を有する高性能冷凍機システム
（ブレイトン冷凍機）を東京電力旭変電所に設置
し、７月からの系統連系試験を目指し、単体評
価を開始。 
 
 また、超電導ケーブルの安全性評価方法につ
いて、海外電力会社等と継続的に意見交換を
実施する体制づくりに着手。 

次世代送電システムの      
安全性・信頼性に係る実証研究 世界初となる超電導ケーブルの信頼性確認プロジェクトを開始  

（ⅱ）省エネルギー分野 
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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 



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 

（ⅲ）蓄電池、エネルギーシステム分野 

•再生可能エネルギー、次世代自動車の普及促進と我が国の蓄電池産業の競争力を強化するため、
基礎から実用化開発までプロジェクトを一体的に推進。 

蓄電池技術開発の戦略的な推進 
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革新型蓄電池先端科学基礎研究事業 
（RISING） 

放射光ビーム
ライン 

（兵庫県佐用
町SPring-8） 

中性子ビーム 
ライン 

（茨城県東海
村J-PARC） 

2030年代の目標（系統用） 
寿命：20年 
コスト：更なる低コスト化 

2030年代 

 角形セル 

電力系統用蓄電池 

革新型蓄電池 

～500 km 

EVの本格普及 

2030年代の目標（車載用） 
エネルギー密度：500Wh/kg 
コスト：1万円/kWh 

リチウムイオン電池の 
性能限界   

車載用蓄電池 

2020年代 
～300 km 

2020年代の目標（系統用） 
寿命：20年 
コスト：長周期変動調整用2.3万円/kWh 
     短周期変動調整用8.5万円/kWh 

５割のシェア獲得を目指す！ 

2020年代の目標（車載用） 
エネルギー密度：250Wh/kg 
コスト：2万円/kWh 

走行距離 
～150 km 

現在（系統用） 
寿命：10～15年 
コスト 
長周期変動調整用：～10万円/kWh 
短周期変動調整用：20万円/kW 

現在（車載用） 
エネルギー密度：～
100Wh/kg 
コスト：約7～10万円/kWh 

現 在 

安全・低コスト大規模蓄電システム技術開発 

スペイン・マドリッド 
リチウムイオン電池 

（製作中） 
 

沖縄県・南大東島 
ニッケル水素電池 
（2013年～稼働中） 

 

英国・オークニー諸島 
リチウムイオン電池 
（2013年～稼働中） 

 

リチウムイオン電池応用・実用化先端技術開発 

ラミネート形セル   

固体
電解質層

正極
＋
固体
電解質層

負極

全固体電池 
（模式図）                  

 電池パック 
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•放射光及び中性子ビームラインを用いて蓄電池内部の動的挙動（電極内の反応分布）をリアルタ
イムで観察し、電極構造や電解液を改良することにより、蓄電池の高出力化を実現。 

•有望な革新電池の要素材料として電極・電解質などを開発しセル化に向けた取り組みを開始。ＥＶ
の航続距離３倍以上を見通せる革新型蓄電池として亜鉛空気電池などに絞り込んだ。 

現行比３倍のエネルギー密度を有する革新型蓄電池のセル化に着手 
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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 

（ⅲ）蓄電池、エネルギーシステム分野 

革新型蓄電池先端科学 
基礎研究事業 

亜鉛空気電池セル ＲＩＳＩＮＧ放射光ビームライン 

• 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３０機
関：１３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。 



 

国内外の実電力系統での実証を実施 
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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 

（ⅲ）蓄電池、エネルギーシステム分野 

安全・低コスト大規模蓄電システム技術開発 

 

•早期の実用化に向けて、開発した大規模蓄電池システムを国内外ユーザーサイトの実電力系統
に設置し、系統安定化効果を検証。平成２６年度は新たに米国での実証を追加し、現在、３ヶ所で
実証中。 

•平成２７年度は、さらに４ヶ所での実証を追加する予定。 

リチウムイオン電池（米国） 
２ＭＷ／０．８ＭＷｈシステム 

ニッケル水素電池（沖縄） 
０．３ＭＷ／０．１ＭＷｈシステム 

リチウムイオン電池（英国） 
２ＭＷ／０．８ＭＷｈシステム 

本事業は、再生可能エネルギーの大規模導入の環境整備のみならず、我が国の蓄電産業の国際競
争力の強化に向けても重要な取り組み。大規模蓄電池システムの技術開発に加え、将来の市場獲得
も念頭に、内外の電力会社と連携した実証試験を実施。 
 

それぞれのテーマは、企業個別の実用化・事業化の戦略・シナリオに基づいて競争的に実施している
ことから、ＮＥＤＯが個別に開発進捗を把握し、実用化に向けてプロジェクト全体を運営管理。 
 
 現在実証中の大規模蓄電システム 



・次世代の電動車両に搭載するリチウムイオン電池の電極材料やセル構造等の要素技術開発を実施。 
・目標の航続距離２倍以上を見通す高容量正・負極及び圧膜化技術により３０Ａｈ級試作セルで初期
性能として世界最高クラスのエネルギー密度（３３５Ｗｈ／ｋｇ、１６００Ｗ／ｋｇ）を得る等、高い成果を
獲得。 

車載用高性能リチウムイオン電池の開発を推進 
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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 

（ⅲ）蓄電池、エネルギーシステム分野 

リチウムイオン電池応用・実用化先端技術開発事業 

本事業は、２０２０年頃に実用化される車載用蓄電池の開発を実施し、航続距離（実質１００～１５０km）を現状の
約２倍に伸ばすことを目指している。電動車両（ＥＶ、ＰＨＥＶ）の普及促進に貢献するだけでなく、我が国蓄電池産
業の競争力を強化のためにも重要な取り組み。 

ＮＥＤＯは、企業個別の実用化・事業化の戦略・シナリオに基づいて競争的に実施しているこれらテーマについて、
全体を束ねつつ、実用化に向けてプロジェクト全体を運営管理。中間評価においても、「実用化・事業化に向けた
ＮＥＤＯのマネジメントは、各実施者の個別の戦略を重視しつつ、事業全体の目標達成を目指した適切なものに
なっている。」等、高い評価を得ている。 

角形電池 

電池パック 

助成先 日産自動車 パナソニック ＮＥＣ トヨタ自動車 東芝 日立 

開発 
対象イ
メージ 

       

18650型 
円筒電池 

電池パック 角型電池 
全固体電池セル 

ラミネートセル ラミネートセル 

電池パック 

固体 
電解質層 

正極 
＋ 
固体 
電解質層 

負極 
合金 

現状のセルを
高容量化 

電池パック 



・ＮＥＤＯは石炭火力の低炭素化を目指し、石炭火力を高効率化する技術（石炭ガス化)や
石炭ガスからＣＯ２を分離・回収する技術の開発等を推進。 

・ＣＯ２分離回収装置を使用した状態で、発電効率４０．０％ ※を達成できる可能性を示した。 

石炭火力技術の高度化を推進 

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 

（ⅳ）クリーンコールテクノロジー（CCT）分野 

ゼロエミッション石炭火力技術開発プロジェクト 

北九州市に設置されたＩＧＣＣパイロットプラント 

平成２６年９月に開
催された「石炭ガス
化技術国際シンポ
ジウム」の様子 

長年に渡る石炭ガス化技術開発の成果を広く報告するため、「石炭ガス化技術国際シ
ンポジウム」を開催。国内外で本技術に関心のある約４００名が参加。 
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※ 発電端効率 

CO2分離・回収設備 



 

 

 

 

 

 

 

 要素技術を組み込んだ試験高炉の建設を開始 環境調和型製鉄プロセス技術開発（ＳＴＥＰ２） 

コークス炉

コークス

水素リッチガス

水素還元高炉用
コークス製造技術

コークス代替
還元材製造技術

鉄鉱石

Ｃ
Ｏ
Ｇ
改
質
装
置

高
炉

Ｃ
Ｏ
２

貯
留
技
術

(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

熱・電力

水素還元高炉
反応制御技術

水素増量

高強度･高反応性コークス

ＣＯ２分離回収技術

未利用排熱活用技術

(BFG)

・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

水素還元に適した原料

COリッチ
ガス

・化学吸収法

・物理吸着法

コークス炉
ガス(COG)

銑鉄

ＣＯ２高炉ガス

技術開発の概要 技術開発の成果 

建 
設 
中 
の 
試 
験 
高 
炉 
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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 

（ⅳ）クリーンコールテクノロジー（ＣＣＴ）分野 

月例の進捗会議で設計内容、工程等を管理すると共
に、技術検討委員会等を通じ、研究開発の方向性を
ハンドリング。 

試験高炉は、平成２７年９月に完成し、習熟運転等を
経て、平成２８年度から、データ取得開始予定。 

・製鉄所からのＣＯ２排出量を約３０％の削減が可能な技術の確立を目指し、我が国全て
の高炉メーカーが参画。開発した要素技術を組み込んだ試験高炉の操業等による総合
技術開発を実施。 

・試験高炉（実炉の１／４００程度の１０ｍ３規模）の詳細設計を完了し、建設を開始。 

 



・地球温暖化防止に貢献するため、業務用の空調機器で使用されている冷媒と比べＧＷ
Ｐ（地球温暖化係数）を大幅（約６分の１）に低下した新冷媒を開発。 

・新冷媒及び機器の最適化、安全性に係るリスクアセスメントなど、商業生産に向けた技
術開発を加速しており、平成２８年度には実用化の見込み。 

ＧＷＰが極めて低いHFO※1-1123を主成分とする
日本製の環境対応型空調機器用混合冷媒※2 
 

現在でも多く使用されている冷媒HFC※3-410Aの
約６分の１、現状製品で最もＧＷＰが低い冷媒
HFC-32の約半分までＧＷＰを低下 
 

従来冷媒と同等の性能を有しており、機器の開
発による性能改善で、低ＧＷＰと高効率/省エネ
の両立が期待できる 

 
「環境と新冷媒 国際シンポジウム２０１４（平成２

６年１１月）」、「nano tech 2015（平成２７年２月）」
等の学会、展示会で、国内外へ情報発信中 

温室効果約６分の１の新冷媒を開発 

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 

（ｖ）環境・省資源分野 

高効率ノンフロン型空調機器技術の開発 

・冷媒選定 

・基礎評価 

・量産プロセス検討 

・最適化検討 

・リスクアセスメント 

実用化 
FY26-27 

FY23-25 

FY25-26 

新冷媒 

※1 HFO：ハイドロフルオロオレフィン、二重結合を持つフッ素化合物 
※2 混合冷媒：使用時の要求性能に合わせて複数の冷媒を最適な配分で混合した冷媒 
※3 HFC：ハイドロフルオロカーボン、塩素を含んでないフッ素化合物 
※4 HFC-410AのGWPを1とした場合の比較を表す 

        冷媒  
項目 

従来冷媒  代替冷媒例 新冷媒  

HFC-410A HFC-32 主成分：HFO-1123 

オゾン層への影響 なし  なし  なし  

GWP比※4 1 約1/3  約1/6  

FY28 
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• レアアースは、供給源の偏在、副産物として生産される特殊性、国際的な需要逼迫等より、安定
供給のための体制作りが課題。資源確保の観点からレアアースの効率的なリサイクルが必要。 

• これまで回収できていなかった産業用モーターからのレアアース磁石の取り出し装置、レアアース
抽出装置、再生磁石の作成と性能評価等の開発により、使用済み産業用モーターからの構成材
の９９％をリサイクルする一貫したリサイクルプロセスを世界で初めて構築。 

レアアース磁石リサイクルシステムの構築 
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（ｖ）環境・省資源分野 

◆ 産業用モーターからのレアアース磁石リサイクルプロセスを構築 

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 

 エレベーター使われる巻き上げ機などの産業用モーターは、構造
が複雑なため、これまでモーターに使われているレアアース磁石を
取り出すことが困難。 

 切断・破砕せずにモーターを分離するだけで磁石を取り出す技術
の開発に成功。また、粉じんや切屑などのゼロ化を実現するととも
に、廃液を出さない環境にやさしい簡単で低コストプロセスを構築。 

構成材の９９％をリサイクル
できるレアアース磁石の一貫
したリサイクルプロセスを世
界で初めて開発。 

※溶融塩：塩化ナトリウムなどの電解質が融解したもので、電気を良く通す。 

再生磁石へ 

使用済みモーターからの 
高性能レアアース磁石リサイクル技術開発 


