
○ 世界 高レベルの研究と応用拡大の推進

●評価のポイント

• 複数の開発テーマで年度目標を前倒しで達成。熱電変換材料では実用化・量産化を念頭に置いた
形で世界 高レベルのモジュール性能を達成。高温用熱交換器では中間成果をいち早く実用化。

• 革新的技術成果に対し、海外誌（CHEMICAL ENGINEERING）に掲載や、ＡＲＰＡ－Ｅ展示会に米国
外の機関で唯一出展する等、広報活動を通じた新たなニーズの発掘と成果の 大化に着手。

未利用熱エネルギーの革新的活用技術研究開発

・自動車排熱温度（５５０℃）で世界 高レベル
の性能を有する、鉛を使わない熱電材料と熱
電モジュールの開発に成功。

熱電変換モジュール

５０mm

実用化に即した世界 大級（φ２００ｍｍ）の熱電
材料を開発し、実用サイズ（５０ｍｍ）のモジュール
で、発電出力３０Ｗ、 変換効率８％以上を達成。
（平成２７年１１月で一段型での 高変換効率は８．
８％、出力は３．５５W）⇒発電出力８倍以上

ガス燃焼バーナー

放熱気体OUT

受熱気体IN

受熱気体OUT

（ガス燃焼バーナー用
燃焼空気）

放熱気体IN
（産業／工業炉からの排気ガス）産業／工業炉

今回開発した、高温用
高効率熱交換器

Φ３０mm

直径
Φ２００mm

Φ１００mm

世界 大級

熱電変換材料（焼結体）の大型化
従来の実験室レベルの焼結体はφ３０mm

従来効率約５～７％に対し約２４％と効率を３倍化。
終目標１５００℃級の高温用熱交換器開発の中

で、中間成果である１３００℃品を実用化、販売を開
始（平成２７年１２月、愛知県内に２台設置）。

・放熱気体温度１３００℃の高温炉に設置可能
な熱交換器を実用化。

１.（１）技術開発マネジメント関連業務 （ク）技術分野ごとの計画（エネルギー分野）

（ⅱ）省エネルギー分野

・熱電変換材料開発において世界 高レベルの性能を実用サイズでの開発に成功。
・従来品と比べ効率３倍の１３００℃級高温用高効率熱交換器を実用化。
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○ 現行比３倍のエネルギー密度を有する革新型蓄電池を検証

• １３大学・４研究機関、１３企業（蓄電池・自動車メーカ等）が参加した産学連携体制による集中研
方式で、国際的にオリジナリティの高い革新型蓄電池を開発。集中研にＮＥＤＯ職員が常駐し研
究開発のＰＤＣＡサイクルを回すマネジメントを推進。企業間や大学・研究機関等との効果的な連
携を促進。

• ３タイプの革新型蓄電池において、世界 高レベルのエネルギー密度を達成し（亜鉛空気：３３０
Ｗｈ／ｋｇ、ナノ界面：３９５Ｗｈ／ｋｇ、金属多硫化物：３０２Ｗｈ／ｋｇ） 、２０３０年に５００Ｗｈ／ｋｇ
（現行リチウムイオン電池の５倍）を見通した。

65

２０３０年にガソリン車並みの
走行性能を有する電気自動車
への搭載を目指した、革新型
蓄電池の基礎研究を実施。

革新型蓄電池先端科学基礎研究事業

●評価のポイント

• 本事業において設置を行った放射光や中性子ビームラインを活用した
世界 先端の解析技術を駆使し、新しいコンセプトの蓄電池を開発。
添加剤の導入や電極―電解質界面のナノレベルでの制御等によって、
サイクル特性や充放電特性を大幅に向上。車両用電池として非常に
高い性能（高エネルギー化）の実現の見通しが得られた。また、開発し
た解析技術の技術検証を通じて、現行の実用電池開発にも貢献。

亜鉛空気電池モデルフルセル
放射光ビームライン 中性子ビームライン

SPring-８ J-PARC

１.（１）技術開発マネジメント関連業務 （ク）技術分野ごとの計画（エネルギー分野）

（ⅲ）蓄電池、エネルギーシステム分野
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水素リッチガスの直接導入と送風操作可能な世界初の試験高炉の完成

• 試験高炉の操業に必要不可欠な高炉へのガスの吹き込み方法や鉱石原料配合条件を特定した。

• １２m３の試験高炉建設を終え、無事熱間試運転を完了した。

• 試験高炉と、ＳＴＥＰ１で建設したＣＯ２分離回収設備との連動試運転を完了した。

66

プロジェクトの概要

【背景】

・我が国における鉄鋼業からのＣＯ２排出
量は、産業部門の約１４％を占める。

【目標】

革新的な製鉄プロセス技術開発により、

製鉄所からＣＯ２排出量を－３０％、

（高炉からのＣＯ２排出量－１０％

＋ ＣＯ２分離回収－２０％）

【実施内容】

・コークス製造時に発生するコークス
炉ガス（ＣＯＧ）中の水素を増幅し、
コークス代替として鉄鉱石を還元す
る技術を開発する。

・高炉ガス（ＢＦＧ）から未利用排熱を
活用した革新的なＣＯ２分離回収技
術を開発する。

・１２ｍ３の試験高炉でパイロットレベ
ルでの総合実証試験を行う。

環境調和型製鉄プロセス
技術開発（ＳＴＥＰ２）

【アウトプット】
・２０３０年までに実用化技術を開発
・２０５０年までに普及し、５千万ｔのＣＯ２削減見込み

●評価のポイント
• 水素リッチガスの直接導入と送風操作により、

ＣＯ２排出量を削減する世界初の試みである。
• 試験高炉をスケジュールどおりに建設すること

ができ、順調に試運転を進めている。

試験高炉の外観（君津製鉄所）

（ⅳ）クリーンコールテクノロジー分野
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１.（１）技術開発マネジメント関連業務 （ク）技術分野ごとの計画（エネルギー分野）



○ 微生物（発電菌）を利用した省エネ型廃水処理基盤技術の開発

• １ｍ３規模の実環境実証装置による試験を化学工場内で実施し、従来の活性汚泥法と同等の処
理能力で、世界で初めて消費エネルギー８０％減を超える削減率を達成。

• ２年後の実用化に向けて、委託先企業が中規模プロトタイプでの更なる発電量の向上やコストダ
ウンを検討中。
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【微生物触媒による創電型廃水処理技術開発】

電極ユニット

有機物を分解し電気を発生させる特徴を持つ発電菌を用
いて、曝気が不要で、廃水処理しながら発電も行い、かつ
汚泥の大幅削減が可能な廃水処理法の基盤技術を開発

電気生成
微生物

実環境実証装置
（１m３規模）

微生物触媒による創電型
廃水処理技術開発

●評価のポイント

• 従来法である活性汚泥法と同等のＢＯＤ除去率
９０％以上を達成。

• 消費エネルギーについて、曝気が不要になった
ことによる約６５％減、汚泥量が１／３に削減さ
れたことによる約１０％減、さらに微生物の発電
による自己消費約５％により、合計約８０％の省
エネに成功。

• 材料コストを１／５０まで低減させた実用化レベ
ルの電極材料を開発。

【エネルギー消費バランスイメージ】

他

攪
拌
等

曝気・攪拌等
汚
泥

他

１０% １０% ８０%

活
性
汚
泥
法

（８０%を省エネ）

９%

汚
泥

１０% １%微
生
物
燃
料
電
池

（ⅴ）環境・省資源分野

１.（１）技術開発マネジメント関連業務 （ク）技術分野ごとの計画（エネルギー分野）
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１．研究開発の成果の 大化その他の業務の質の向上に関する事項

（１）技術開発マネジメント関連業務

（ク）技術分野ごとの計画 （産業技術分野）

68

評価概要

各事業年度の評価

事業年度 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度

評定 Ａ Ａ Ａ

評価方式
独法評価委員会

による評価
主務大臣

による評価
ＮＥＤＯの自己評価

対応する年度計画の項目

ＮＥＤＯの自己評価 ： Ａ

１.（１）技術開発マネジメント関連業務 （ク）技術分野ごとの計画（産業技術分野）
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評価概要

評価根拠

• 平成２７年度に実施した産業技術分野の評価結果平均はそれぞれ中間評価（研究成果２．６、
実用化見通し１．９）、事後評価（研究成果２．６、実用化見通し２．１）。事後評価対象８件のう
ち、８件（１００％）が合格、このうち７件（８７％）は優良に該当しており、第３期中長期計画の
目標値（優良率６０％以上、合格率８０％以上）の達成に寄与。

• 【可視光半導体レーザー】３原色レーザー光源モジュールを用いて、世界 高クラスの輝度を
持つレーザー照明や主要部の容積が０．５ｃｃの世界 小クラスのヘッドマウントディスプレイ
を実現。

• 【パワー半導体】世界で初めてフルＳｉＣパワーモジュールを適用した新幹線車両による高速
走行を実現。省エネ（３０～４０％減）、小型化（５０～６０％減） を達成。

• 【高機能複合材料】バイオマス由来の汎用性ポリマーであるポリ乳酸に、トチュウから製造し
たバイオトランスポリイソプレンを加えることで、石化品と同等性能（耐衝撃性１６～２５倍、伸
びが９～３０倍）をバイオマス由来の材料で実現。

• 【カーボンナノチューブ】世界初のカーボンナノチューブ（ＣＮＴ）の量産工場が完成し稼働を開
始するとともに、ＣＮＴを用いた耐環境特性ゴム材料やビーム形状測定センサー材料など世
界 高水準の複合材料を開発。

• 【接合技術】輸送機器の軽量化に向けて鋼材で世界初の強度１.２ＧＰａ、伸び２０％の冷間プ

レスが可能な中高炭素鋼超ハイテン材を実現し、既存の自動車製造工程での適用を可能と
した。また、接合時に使用するツールの寿命を従来の１０倍に向上、自動車用の低コスト点接
合技術に目途。

１.（１）技術開発マネジメント関連業務 （ク）技術分野ごとの計画（産業技術分野）
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事業名
研究成

果
実用化
見通し

合計

がん超早期診断・治療機器の総合研究開発 ２.１ １.９ ４.３

次世代機能代替技術の研究開発 １.８ １.８ ３.６

後天的ゲノム修飾のメカニズムを活用した創薬基盤技術開発 ２.８ ２.０ ４.８

次世代素材等レーザー加工技術開発プロジェクト ２.３ １.９ ４.２

社会課題対応センサーシステム開発プロジェクト ２.８ ２.５ ５.３

低炭素社会を実現する次世代パワーエレクトロニクスプロジェクト／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 ３.０ ２.０ ５.０

低炭素社会を実現する超低電圧ナノエレクトロニクスプロジェクト/低炭素社会を実現する超低電圧デバイスプロジェクト ２.９ ２.１ ５.０

低炭素社会を実現するナノ炭素材料実用化プロジェクト（研究開発項目①） ３.０ ２.６ ５.６

• 平成２７年度に実施した産業技術分野の評価結果平均はそれぞれ中間評価（研究成果２．６、
実用化見通し１．９）、事後評価（研究成果２．６、実用化見通し２．１）※１。

• 事後評価対象８件のうち、８件（１００％）が合格、このうち７件（８７％）は優良に該当※２。

事業名 研究成果 実用化見通し

次世代プリンテッドエレクトロニクス材料・プロセス基盤技術開発 ２.７ ２.１

次世代材料評価基盤技術開発/有機薄膜太陽電池材料の評価基盤技術開発 ２.８ ２.２

次世代スマートデバイス開発プロジェクト ２.６ １.６

非可食性植物由来化学品製造プロセス技術開発/木質系バイオマスから化学品までの一貫製造プロセスの開発 ２.４ ２.０

革新的新構造材料等研究開発（未来開拓） ２.５ １.５

○ 産業技術分野のプロジェクト外部評価結果

※１ ピアレビュアによる外部審査において各評点を０～３点で評価
※２ 優良：成果＋実用化=４.０ 以上かつすべての評価軸が１.０ 以上 合格：成果＋実用化=３.０ 以上かつすべての評価軸が１.０ 以上

第３期中長期計画中の目標値は優良率６０％以上、合格率８０％以上

１.（１）技術開発マネジメント関連業務 （ク）技術分野ごとの計画（産業技術分野）

中間評価

事後評価



○ 世界 高クラスの輝度・世界 小クラスの３原色レーザー光源を実証
実施テーマ「 先端可視光半導体レーザーデバイス応用に係る基盤整備」

（ⅵ）電子・情報通信分野

• 高輝度モデルの３原色レーザー光源モジュールを高輝度表示装置やレーザー照明向けに開発。
赤、緑、青ともに高出力であり、世界 高クラスの輝度を達成。

• 超小型モデルの３原色レーザー光源モジュールを走査型レーザー投射用に開発。主要部の容
積が０．５ｃｃという、世界 小クラスのサイズを達成。

• 「可視光半導体レーザー応用コンソーシアム」を設立し、３原色レーザー光源モジュールの仕様・
性能基準及び信頼性、搭載製品の安全性などの課題について検討。プロジェクト期間中に６種
類のガイドラインを策定（うち２種類については公開済み（平成２８年３月）、残り４種類について
は６月末に公開予定））。

71

クリーンデバイス

社会実装推進事業

●評価のポイント

• シネマクラスの大規模プロジェクタからス
マートフォンサイズの小型プロジェクタま
で、多用途での実用化を加速。（２０１７年
頃～２０２０年頃にＨＭＤ、プロジェクタな
ど製品に順次搭載予定。）

• ガイドライン（ユースケースごとの共通仕
様、信頼性基準、安全性基準など６種）を
順次公開。プロジェクト終了後も独自に国
際標準化提案に向けた活動を推進する
体制と方針を策定した。

新規用途実証

世界最高クラスの輝度の
３原色レーザー光源モジュール

世界最小クラスの
３原色レーザー光源モジュール

適用例：プロジェクタ

適用例：ＨＭＤ
（ヘッドマウントディスプレイ）

適用例：車載ヘッドライト

１.（１）技術開発マネジメント関連業務 （ク）技術分野ごとの計画（産業技術分野）
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○世界初 高速鉄道車両にフルＳｉＣパワーモジュールを搭載

（ⅵ）電子・情報通信分野

• ＮＥＤＯプロジェクトの成果を活用し、フルＳｉＣパワーモジュールの省エネ（３０～４０％減）、小型
化（５０～６０％減） を実現。フルＳｉＣパワーモジュールを世界で初めて高速鉄道に搭載し、１編
成あたり１０トン程度（車輛全体の２％相当）の軽量化が可能に。

• さらに、高速鉄道車両への適用のみならず、加速器等の新しい応用分野開拓を目指した先導研
究を平成２７年度に開始するなど、 ＳｉＣ関連市場の拡充を推進。
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フルＳｉＣパワーモジュールを搭載した

東海道新幹線Ｎ７００系車両

３．３ｋＶ／１５００Ａ定格大容量フルＳｉＣパワーモジュールを
適用した主変換装置

フルＳｉＣパワーモジュールは、「第１２回 エコプロダクツ大賞 優秀賞」、「第３６回 優秀省エネルギー機器表彰
経済産業大臣賞」、「第４８回市村産業賞功績賞」を受賞。

低炭素社会を実現する次世代
パワーエレクトロニクスプロジェクト

1.（1）技術開発マネジメント関連業務 （ク）技術分野ごとの計画

●評価のポイント

• フルＳｉＣパワーモジュールの高速鉄道への
搭載は世界初。（現在、試験走行中。１～２年
内に営業運転開始予定）



○ 杜仲由来の非可食性バイオマスを利用した高機能複合材料を開発

※１ 杜仲（トチュウ）：トチュウは地球上の栽培可能面積が も広い温帯域で栽
培が可能であり、植物体の全体にバイオトランスポリイソプレンが含まれ
ている。

※２ バイオトランスポリイソプレン：バイオトランスポリイソプレンは植物が体内
で合成する高分子化合物で、木本植物のトチュウは大気中のＣＯ２を取り
込ん で生成する。トチュウ由来のトランスポリイソプレンは天然ゴムの主
成分のシスポリイソプレンとよく似た化合物だが、分子の立体構造の違い
から硬質な化合物となっている（シスポリイソプレンは柔軟性を示す）。

◆ＮＥＤＯは、日立造船株式会社と共同ニュースリリースを通じて積極的な成果発信を行い、実用化加速・拡大を支援。
世界的に市場拡大が期待される３Ｄプリンター用樹脂、成形加工を必要とする自動車や輸送機器の内装、生体材料

分野への活用に期待。

• 非可食性バイオマスであるトチュウから製造したバイオトランスポリイソプレンを、バイオマス由来
の汎用性ポリマーであるポリ乳酸に少量添加し、微細かつ均一に混合することで、従来課題で
あった耐衝撃性が大幅に改善。

• 市販のポリ乳酸に比べ、耐衝撃性が１６～２５倍、延性が９～３０倍に向上。世界で初めて、バイ
オ素材のみで、ポリ乳酸の性能を石化品（ＡＢＳなど）と同格まで改質することが可能となった。
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PLA=ポリ乳酸
EuTPI=バイオトランスポリイソプレン

●評価のポイント

• 今まで石油由来材料でしか得られなかっ
た耐衝撃性と延性の性能両立を実現。

非可食性植物由来化学品

製造プロセス技術開発

（ⅶ）材料・ナノテクノロジー分野

１.（１）技術開発マネジメント関連業務 （ク）技術分野ごとの計画（産業技術分野）
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○ 日本発、ＣＮＴ等のナノ炭素材料の実用化を総合的に促進

・日本で発見された新素材カーボンナノチューブ（ＣＮＴ）を始め、グラフェン等の革新的な性能が期待さ
れるナノ炭素材料を製品化へ結びつけることを 大のミッションとしてプロジェクトを実施。自動車・航
空機等用構造材料の高強度化・軽量化、電子デバイスのフレキシブル化・微細化・省エネ化に期待。

・世界初のスーパーグロース（ＳＧ）ＣＮＴ量産工場、世界 高水準の耐環境特性ゴム材料、世界初の
多層グラフェン商品化等、多数の成果。SGCNTの量産により、高機能ナノ炭素材料がより安価かつ
大量に市場供給可能となったことを受け、実施先が日本産業技術大賞 審査委員会特別賞を受賞。
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世界初、ＳＧＣＮＴ量産工場 ＳＧ法で合成した基板上のＣＮＴ

世界 高水準耐熱・耐環境特性ゴム
（ＣＮＴ複合材）

平成２８年１月２５日 リリース／記者会見

ビームセンサー材料（カネカ）
多層グラフェン初の商品化

平成２７年７月３１日 リリース

低炭素社会を実現する
ナノ炭素材料実用化プロジェクト

（日本ゼオン、平成２７年１１月竣工） 平成２７年１１月４日リリース／記者会見

連続使用限界温度： ３４０℃ （０．０１ＧＰａ）

従来法の１０００倍以上の成長効率従来法の１０００倍以上の成長効率 大面積化大面積化

（ⅶ）材料・ナノテクノロジー分野

１.（１）技術開発マネジメント関連業務 （ク）技術分野ごとの計画（産業技術分野）

●評価のポイント

• 産総研が開発したスーパーグロース法（ＳＧ法）を基に、日本ゼ
オンが世界初のＳＧＣＮＴ量産工場を完成させ、稼働を開始。他
の単層ＣＮＴより長尺・高品質であり、高性能キャパシタ、高機
能複合材、高熱・電気伝導材料等の実用化加速に期待。

• ＳＧＣＮＴの添加により、ゴムやエラストマーの柔らかさを損なわ
ず、かつ高い耐熱・耐酸/アルカリ性を有する世界 高水準の
耐環境特性ゴム材料の開発に成功。

• 高品質多層グラフェンの開発に成功。大型粒子加速器のビー
ム形状測定センサー材料としてカネカが世界で初めて商品化。

• 展示会・講演会・ニュースリリース等において、積極的な成果発
信を実施。Nanotech2016では、事業者に対してサンプル提供
依頼１０３件、共同研究依頼１６件、事業連携依頼２５件があり、
実用化加速・拡大に貢献。効果的な展示により、助成先である
（株）名城ナノカーボンがグリーンナノテクノロジー賞を受賞。



○ 輸送機器の主要な構造材料の高強度化等に係る技術開発を推進

（ⅶ）材料・ナノテクノロジー分野

・輸送機器の軽量化に向けて、鋼材、アルミ材、チタン材、マグネ材、炭素繊維及びＣＦＲＰ等の各種
素材の高強度化、高耐久性化等の技術開発を実施。鋼材では世界初の強度１．２ＧＰａ、伸び２０％
の冷間プレスが可能な中高炭素鋼超ハイテン材を実現し、既存の自動車製造工程での適用を可能
とした。

・超ハイテン材の接合技術の開発を推進するとともに、異種材料間に適用可能な革新的な接合技術
の開発を実施。中高炭素鋼超ハイテン材において、スポット溶接機の先端部分の寿命が従来の１０
倍を世界で初めて達成し、自動車用の低コスト点接合技術の目途を得た。
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●評価のポイント
• 革新鋼板の開発では、 終目標（強度１．５ＧＰａ、伸び２０％）を射程に捉えた。
• 接合技術では、ツール素材に超硬合金が適用可能となり、コスト競争力に見込みを得た。

革新的新構造材料等研究開発

（ⅶ）材料・ナノテクノロジー分野

１.（１）技術開発マネジメント関連業務 （ク）技術分野ごとの計画（産業技術分野）

革新鋼板開発成果例 接合技術開発成果例



フィールドロボットの実用化に向けた効果的な推進

• 社会的ニーズの急速な高まりの中、ドローンをはじめとする災害調査用ロボットの実用化開発を
推進した結果、国交省の現場検証・評価において最高位評価「活用を推薦する」を獲得。
（最高位評価を得たのは全応募数２１件中４件）。

• 既に事業化の目途が立っているテーマもあり、今後、国交省や自治体等における本格導入
に際しての採用が期待される。
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インフラ維持管理・更新等の社会課題対応
システム開発プロジェクト

火山災害や土砂崩落など、人の立入が困難な災害現場で、
三次元画像解析システムを掲載したドローンがあらゆる場
所で飛行・撮影し、地形変化等の状況を瞬時に取得、リア
ルタイムで災害地域のデータベース・三次元マップを作成
することが可能となる。

⇒土石流の予測を短時間で実現、精度の高い避難計画
の策定が可能となる。

◆国交省の 高位評価を受けた開発テーマ ◆事業化の目途が立っているテーマ

新開発のローラ式の土砂サンプリング装置を、ドローンで
目標地点に運び、降下／着地。２つのローラを逆回転させ
て、土砂を取得した後、再び上昇し、帰還。浅間山や桜島
黒神川等の実フィールドでの実証により有用性を確認を
経て、事業化の目途が立っている。

⇒これまで取得不可能であった立入制限区域内で火山噴
出物の取得を効率的に行うことが可能となる。

１.（１）技術開発マネジメント関連業務 （ク）技術分野ごとの計画（産業技術分野）

（ⅸ）ロボット技術分野
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ものづくり・サービス分野でのロボット市場規模拡大を推進

• ロボット新戦略で示された重点分野である ものづくり分野、サービス分野を対象として、ロボットの

導入業種・工程の拡大を目指し、２回の公募により２１テーマ（２９社）を採択し、研究開発を実施
中。

• 関連事業・機関との連携やメーカとユーザとのマッチング、ロボット関連の展示会等の参加企業へ
の広報等によりテーマ発掘し、ユニークな発想による技術を売りにユーザとの連携に取り組むこ
とで早期市場化が期待される中堅・中小企業の提案多く採択。

• ２年終了の３テーマは本年１月に評価を実施。事業化に向け、外部委員のアドバイスを反映。
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（ⅸ）ロボット技術分野
ロボット活用型市場化適用

技術開発プロジェクト

「ダイレクトティーチング機能を搭載し
た多能工ロボット開発」

一度大まかな位置決めを行えば、ロボットが
動作を記憶し、自動的に動作を再生出来るロ
ボットアームの関節部分の機構等とアルゴリ
ズムを確立。
【食品工場での盛付け、部品工場での組立等
人手作業の代替】

◆早期に実用化が期待される開発テーマ例

各技術が実用化・事業化に資する性能を有し、作業工程がロボット
化されることにより、生産性が従前より３０％以上向上することを目
指す。また、ＳＩｅｒとの協業を推進してロボット市場の拡大を目指す。

多種多様なサイズの商品を
パレタイジングするロボット 多軸ロボット

空カゴ車 積付位置 排出

空カゴ車 積付位置 排出

積付完了

積付完了

エラー品排出

供給

◆プロジェクト終了時の目標 ●評価のポイント

関連事業・機関との連携やマッチング、展
示会等での広報等による有望なテーマの
発掘を行い、イノベーションの担い手として
重要な中堅・中小企業、ＳＩｅｒを育成・支援。

「マテハンシステムへのロボ
ット組込・融合技術開発」

安価なセンシング手段を活用し、
８０%以上の高積載率でカゴ台車
等にミックスパレタイジング（異な
るサイズ・形状の段ボール積付
作業）するロボットシステムを開
発。
【配送センターでの人手作業の代
替】

１.（１）技術開発マネジメント関連業務 （ク）技術分野ごとの計画（産業技術分野）
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１．研究開発の成果の 大化その他の業務の質の向上に関する事項

（１）技術開発マネジメント関連業務

（ク）技術分野ごとの計画 （国際分野）
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評価概要

各事業年度の評価

事業年度 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度

評定 Ａ Ａ Ａ

評価方式
独法評価委員会

による評価
主務大臣

による評価
ＮＥＤＯの自己評価

対応する年度計画の項目

ＮＥＤＯの自己評価 ： Ａ

評価根拠

• 平成２７年度に実施した実証事業の初期段階評価結果平均はそれぞれ実証事業可能性２．４、普及可能性２．１であり評価対象１４件
の全てで優良と同等評価。平成２７年度に評価体制を整備し、平成２８年度より開始予定。

• 【フランス】リヨン市の再開発地区でスマートコミュニティ技術による町全体のエネルギー利用効率化を実証。実証の一部は欧州のイノ
ベーションプログラム「Horizon2020」の支援プロジェクトへの引継ぎが決定。

• 【ロシア】初めてロシアとＭＯＵを締結し、世界初（３００ｋＷ中型風車）となる寒冷地に対応した風力発電技術と電力安定供給技術の有用
性に関する実証試験をカムチャッカで開始。

• 【アメリカ】再生可能エネルギーの比率が高いハワイ/マウイ島にて住民２００世帯の協力のもと市販車を活用した世界初の大規模実証を

実現。加えて、分散型資源としてのＥＶを統合し仮想的な発電所として運用するシステムの実験仕様を現地電力と合意。平成２８年から
システム運用を開始。

• 【ＩＣＥＦ】地球温暖化問題の解決に向けたエネルギー・環境技術分野のイノベーションを促進する方策を議論するＩＣＥＦの第２回年次総
会を開催。ＣＯＰ２１への貢献として、ＩＣＥＦロードマップを作成し、仏政府公式サイドイベント等の場にて今回初めて発表。イノベーション
による地球温暖化問題の解決の重要性を世界に発信。

１.（１）技術開発マネジメント関連業務 （ク）技術分野ごとの目標（国際分野）



○ 国際展開支援分野のプロジェクト評価結果

・実証事業初期段階の評価結果平均はそれぞれ実証事業可能性２．４、普及可能性２．１、合計４．
４ ※１。

・評価対象１４件のうち、１４件全てが優良と同等の評価 ※２。
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事業名

乾式選炭技術システム実証事業（モンゴル）

余剰バガス原料からの省エネ型セルロース糖製造システム実証事業（タイ）

フィリピンにおけるMobility as a System実証事業（フィリピン）

インド・スマートコミュニティ実証（インド）

インド高性能工業炉実証事業（インド）

製鉄所向けエネルギーセンターの 適制御技術実証事業（インド）

高度交通信号システム（自律分散制御）実証事業（ロシア）

ドイツ・スマートコミュニティ実証事業（ドイツ）

直流送電システム向け自励式変換器の実証事業（イタリア）

高温排出水を用いた省エネ・低環境負荷型造水実証事業（カタール）

米国加州北部都市圏におけるEV行動範囲拡大実証事業（米国）

米国加州における蓄電池の送電・配電併用運転実証事業（米国）

米国におけるデータセンターに関するHDVC（高電圧直流）給電システム等実証事業（米国）

電力不安定地域における太陽光蓄電インバータの優位性についての実証事業（カナダ）

※１ ＦＳ終了後の事業化評価による外部審査において得られた各評点を、０～３点で評価。
※２ 各点数の合計が６点中４.０点以上であれば優良とする。

１.（１）技術開発マネジメント関連業務 （ク）技術分野ごとの目標（国際分野）
（ⅻ）国際展開支援



○ 事後評価の拡充に向けた動き

• より一層実証意義や普及性の高い事業の形成を促進すべく、事後評価の拡充に着手。平成２７年度には試行的
に「国際エネルギー消費効率化等技術・システム実証／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」を対象に事後評価を実施し、「国内企業の技術確立の場として、海外進出の足がかりとして、また国内の制
度設計への示唆として、大きな成果があったと評価できる」という評価を得たところ。

• この取組を踏まえ、事後評価方法・体制を整備し、平成２８年度から本格導入、マネジメントの高度化に繋げる。

評価項目

評価結果

事業概要
ロスアラモスサイトで蓄電池とデマンドレスポンスを組み合わせ
た太陽光発電の導入比率が高い配電系統におけるスマートグ
リッドの実証とスマートハウスの実証、アルバカーキで太陽光
発電による変動の吸収、また非常時に自立運転可能なビルの
実証を行った。実証終了後間もないにもかかわらず引き合いが
あり、ビジネス展開による海外受注推計は平成２８年３月現在
で約４.７億円。今後更なる受注拡大を目指す。

評価方法

当該事業 の外部の専門家、有識者等５名によって構成される
事後評価委員会を設置し、評価した。

「事業の位置づけ・必要性」、「実証事業成果」、「普及可能性」
の３項目について評価軸を設定して評価した。

本事業を通じて、デマンドレスポンスやＨＥＭＳ・ＢＥＭＳの有効
性やマイクログリット導入に係わる各種関連技術に関する有益
な実証結果を得ることが出来た。国内企業の技術確立の場とし
て、海外進出の足がかりとして、また国内の制度設計への示唆
として、大きな成果があったと評価できる。

今後に対する提言 反映状況

今後はより条件の難しい東南アジアにおいて、電力を中心としたイ
ンフラ技術輸出の基盤を築くようなプロジェクトを打ち出して欲しい。

インド、マレーシアなど新興国での実証プロジェクトを開始。

知財やノウハウに属さない成果は、国内の大学、研究機関等で活
用できるよう委託先に働きかけて欲しい。
※ＥＰＲＩユースケース…米国電力研究所の公開しているスマートグリッド関係
のＤＢ

ＮＥＤＯウェブサイトにおけるケーススタディおよびＥＰＲＩ
ユースケース※への登録などを介してシステム構成図や実
証システム機能等を共有し、国内外での成果普及と標準化
に関する議論に資する。

提言に対する反映状況
評価において委員から提言のあった改善点について、事業及びマネジメントへフィードバックを行った。

【日米ニューメキシコ州における日米スマートグリッド実証 事後評価の概要】

１.（１）技術開発マネジメント関連業務 （ク）技術分野ごとの目標（国際分野）
（ⅻ）国際展開支援
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世界各国での実証事業の展開
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• 平成２７年度は新たに１２件の実証事業を開始。平成２７年度末時点で２８件の実証事業を実施中。

＜中国＞

●バイオエタノール（馬鈴薯澱粉残渣）

●省エネビル（上海）

☆省エネ実証（アルミ製造工場）

＜モンゴル＞

☆乾式選炭

北東アジア

＜米国＞

●スマートグリッド（離島型）

●省エネビル（ニューヨーク）

☆省エネ実証（データセンター）

☆ EVの行動範囲拡大実証

☆蓄電池の送電・配電併用運転

＜カナダ＞

☆太陽光発電装置用蓄電インバータ

米州・豪州

＜タイ＞

●バイオエタノール（キャッサバ）

●バイオマスエタノール（バガス）

＜ベトナム＞

●廃棄物発電

＜インドネシア＞

●スマートコミュニティ（工業団地）

＜マレーシア＞

●大型ＥＶバス実証事業

ASEAN

＜インド＞

●大規模太陽光発電

●基地局エネルギーマネジメントシステム

☆スマートグリット

☆高性能工業炉

南アジア

＜サウジアラビア＞

●省エネ型排水再生システム

＜カタール＞

☆低環境負荷型造水システム

中 東

＜イタリア＞

☆直流送電システム向け自励式変換器

＜イギリス＞

●スマートコミュニティ（低炭素化）

＜スペイン＞

●スマートコミュニティ（EV供給安定化）

＜ドイツ＞

☆スマートコミュニティ

（エネルギー地産地消）

＜フランス＞

●スマートコミュニティ（再開発地域）

＜ロシア＞

●寒冷地気候対応の風力発電

☆高度交通信号システム

欧 州

☆：H２７年度 新規開始事業
●：H２６年度 以前開始事業

（ⅻ）国際展開支援
１.（１）技術開発マネジメント関連業務 （ク）技術分野ごとの目標（国際分野）



○ 再開発地域におけるスマートコミュニティ実証をフランスで実施

• フランス／リヨン市での実証事業において、再開発街区の再生可能エネルギー、新築ビル、既築
住宅等にスマートコミュニティ技術を導入し、街区全体のエネルギー利用効率化効果を検証。

• 平成２７年９月には、世界でも厳しい環境規制となる「Positive Energy」を、全て再エネで達成す
る「ＨＩＫＡＲＩビル」が世界で初めて竣工し、実証設備が運転を開始。
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●評価のポイント

• ＥＵ各国において２０２０年以降の新築ビルは全てＰＥＢ
化（*）する規制が推進されているところ、世界に先駆け
てシステムを完成。

• 地域エネルギー情報等を可視化するCommunity 
Management System（CMS）が、欧州のイノベーションプ
ログラム「Horizon2020」の支援プロジェクトに採択され、
提携都市によるＣＭＳ活用を通じ、欧州への展開を促進。

• １７０名超のユーザーを対象としたＥＶカーシェアリング
では、再エネを 大限ＥＶの充電に活用するシステムを
構築。再エネ利用実績は、目標を１０％上回り 大８
２％。

• １００世帯以上の住民の協力を得て、エネルギー使用状
態を可視化する技術を導入し、省エネ意識の向上（４
０％が向上と回答）と 大１１％の省エネ効果を達成。

* 消費エネルギーより、再エネ等による創出エネルギーの
方が大きいビル

平成２７年９月に運転を開始したPositive Energy 
Building（PEB）である「ＨＩＫＡＲＩビル」

（ⅻ）国際展開支援
１.（１）技術開発マネジメント関連業務 （ク）技術分野ごとの目標（国際分野）

国際エネルギー消費効率化等
技術・システム実証事業



○ 世界初寒冷地対応中型風力発電システムの実証試験をロシアで実施
国際エネルギー消費効率化等

技術・システム実証事業

• ロシアカムチャツカ地方ウスト・カムチャツク市において、平成２７年１１月、世界初の寒冷地気候
に対応した３００ｋＷ級中型風力発電技術と独立系統地域における電力安定供給技術の有効性
に関する実証試験を開始。ディーゼル燃料焚き減らし効果を明らかにする。

• 経済性に優れ、構成が簡易なシステムを構築し、カムチャツカ地方をはじめ、極東地域の独立電
力系統地域に当該システムの導入を進め、我が国の再エネ技術の普及促進を図る。

マイクログリッドシステム

寒冷地仕様風力発電機

ディーゼル発電機
８００ｋＷ × ９台

熱供
給

安定的な電力

不安定な電力

３００kW × ３
電気ヒーター
２００KW X３

変圧器

変圧器

１）３００ｋＷ風力発電機の寒冷地対策
２）マイクログリッドシステム

（既設ディーゼル発電機と風力発電機との連
系及び熱供給利用）

●評価のポイント
• ３００ｋＷ級中型風車では、世界初の寒冷地仕様（－

４０℃対応）。ロシア極東やカナダ等でニーズあり。
• 独立系統地域において、風力発電機からの余剰電

力を熱供給のプレヒーティングに活用する他に類を
みない画期的システム。

• 商慣習が大きく異なるロシアにおいて、ＮＥＤＯと相手
国政府機関とのＭＯＵの下で中堅企業の海外展開を
支援。ＮＥＤＯとしても初のロシア事業であり、二国間
関係の発展に貢献。

稼働中の風力発電システム
（平成２８年１月）

【システム構成】

① ３００ｋＷ風力発電機の寒冷地対策
低温時運転制御システム、ブレード着雪・着氷検出システム、温度管
理（ヒーティング等）システム、運転監視システム。

② マイクログリッドシステム
冬期の運転試験（１２月～２月）では、風車利用可能率９０.１％、設備
利用率２０.０％を達成。結果ディーゼル消費量を６.１％削減。

成果普及のためのセミナー
（平成２７年９月）

（ⅻ）国際展開支援
１.（１）技術開発マネジメント関連業務 （ク）技術分野ごとの目標（国際分野）
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○ 離島型スマートグリッド実証を米国で実施

• ２０４５年までに１００％再エネ導入を目指す米国／ハワイ州のうち、既に年間再エネ利用率３
５％（平成２７年）を実現しているマウイ島において、電気自動車（ＥＶ）を活用したスマートグリッド
を構築し、再生可能エネルギーを 大限に利用するシステムを検証。

• 自らＥＶを購入又はリースにより利用する住民２００世帯の協力を得て、風力発電の余剰が顕在
化している夜間への充電シフトの自動化を実現（市販車を活用した大規模な取組では世界初）。

• 平成２８年１月には、放電機能を追加した充電システム（Ｖ２Ｘ：Vehicle to X）の増備により、分散
エネルギー資源としてのEVを統合してあたかも一つの仮想的な発電所として運用するシステム
（VPP:Vertual Power Plant）の実験仕様をハワイ電力と委託先企業が合意。平成２８年度中に１
５０台分のシステム運用を実施予定。
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●評価のポイント

• EVを保有する住民２００世帯の協力を得て、風力発電
の余剰が顕在化している夜間への充電シフトの自動化
を実現（市販車を活用した大規模な取組では世界初）。

• 実証事業着手後に、想定外に太陽光発電の普及が進
展（平成２３年６ＭＷ→平成２６年７３．６ＭＷ）。当初は
風力対策が主テーマであったのを、太陽光対策を担うＶ
ＰＰのテーマを臨機応変に追加・拡充。

• 充電シフトの自動化等の実験で培ったハワイ電力と委
託先企業の密接な関係が、他のビジネスの商談に進展。
現在 終段階の契約交渉中。

実証で利用する電気自動車と急速充電器

（ⅻ）国際展開支援
１.（１）技術開発マネジメント関連業務 （ク）技術分野ごとの目標（国際分野）

国際エネルギー消費効率化等技術・システム実証事業
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○ 第２回ＩＣＥＦ（Innovation for Cool Earth Forum）年次総会を開催

• ＮＥＤＯと経済産業省は平成２７年１０月、安倍首相の提言で始まった地球温暖化問題の解決に
向けたエネルギー・環境技術分野のイノベーションを促進する方策を議論するＩＣＥＦ(Innovation
for Cool Earth Forum）の第２回年次総会を開催。

• 会期中に約７０カ国から１,０００人（うち外国人４００人）を越える参加者が集い議論。

• 革新的な技術の開発・普及に向けたビジョンを世界と共有し具体的な取組につなげるため第２回
ＩＣＥＦよりＩＣＥＦロードマップ（Distributed Solar and Storage）」を作成。ＣＯＰ２１（於：仏）の公式
サイドイベント等の場にて、ＩＣＥＦロードマップとして初めて発表。

●評価のポイント

• 第１回ＩＣＥＦ年次会合に比べ、本会議開催数を２つから
３つへ、分科会開催数を７から１９へ拡充。世界中の産
官学から１,０００人を越える参加者を得て、地球温暖化
問題の解決のためのグローバルなプラットフォームとし
ての役割を果たした。

• 会期中には、他の国際的なイニシアティブ（ＩＥＡ、ＩＲＥＮ
Ａ）と連携し、イベントを開催。

• ＣＯＰ２１への貢献として、ＩＣＥＦロードマップ
（「Distributed Solar and Storage」）を作成し、ＣＯＰ２１
公式サイドイベント等の場にて発表。これまでの技術中
心のロードマップを補完、複数の技術の組み合わせに
よる様々な市場への普及を展望したロードマップを示し、
イノベーションによる地球温暖化問題の解決の重要性
を世界に発信。

第２回年次総会本会議の様子
（写真中央は、ローレンス・トゥビアナ仏気候変動特別代表）

（ⅻ）国際展開支援
１.（１）技術開発マネジメント関連業務 （ク）技術分野ごとの目標（国際分野）



ベトナム国営病院における省エネ／環境改善によるグリーンホスピタル促進事業
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ＪＣＭ実証事業

• ハノイとホーチミンの国営病院に、省エネルギーラベル制度に適合した高効率性能のインバー
ターエアコン約１,０００台を導入し、エアコン間の連携運転技術を開発・導入することにより、病院
全体の空調の効率化を図るとともに、換気の適正化による院内空気質の改善も同時に行い、グ
リーンホスピタルの確立・促進を目指す。

●ホーチミン市国営病院 対象国 ベトナム

委託先企業
三菱電機株式会社、三菱商事株式会社、

三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社

事業実施サイト
１１５病院（ホーチミン）
Viet Duoc病院（ハノイ）

カウンターパート ベトナム商工省

GHG削減効果 想定削減量約４０% CO２換算５７４t/y

（ⅻ）国際展開支援
１.（１）技術開発マネジメント関連業務 （ク）技術分野ごとの目標（国際分野）

●評価のポイント
• 平成２６年８月にベトナム商工省と基本協定書（ＭＯＵ）を締結し、本実証事業を開始。平成２７年

１１月に日ベトナムＪＣＭ合同委員会による承認を得て、ＮＥＤＯ実証事業として初めてＪＣＭプロ
ジェクトに登録。

• ベトナム省エネラベル制度で新たな性能評価方式であるＣＳＰＦ※の採用に当該実証事業が貢献。

※ベトナムでは、省エネラベル制度の開始に伴い、これまで使用していた、ある一定の温度条件で運転した場合の１点の性能を評価するCOP（Coefficient Of 
Performance：エネルギー消費効率：定格能力（kW）／定格消費電力（kW））ではなく、実際の使用時に近い状態での評価を行うため、モデルケースを定め、年
間を通じた総合負荷と総消費電力量を算出し、効率を求めるCSPF（Cooling Seasonal Performance Factor：期間冷房エネルギー消費効率：冷房期間で発揮し
た能力の総和（kWh）／冷房期間の消費電力量の総和（kWh））を採用。本プロジェクトでは、同方式に対応した平衡式室型熱量測定装置を同国唯一の認証機
関であるTVCI／IEMM（エネルギー鉱山機械工学研究所／工業試験検査所）に導入。



モンゴル:
◆高効率省エネ送電

ベトナム
廃棄物輸送システム効率化
水熱源ヒートポンプ使用空調
空調省エネuchimizu
▲エココンビニエンスストア
◆国立病院へのインバーターエアコン＋

エネルギー管理システム導入
◆ホテルへの省エネ機器＋BEMS導入
◆漁船への特殊LED照明導入

●
バングラデシュ:
▲CCGT 発電

インドネシア : 
産廃処理熱回収
◆石油精製プラント操業 適化
◆工場動力プラント運用 適化
◆携帯電話基地局トライブリッド

タイ:
省エネ蒸留塔S‐HIDEC
高効率火力発電IGCC

１０件の実現可能性調査、２件のＭＲＶ※適用調査、８件の実証事業を実施。

■実現可能性調査 ▲ＭＲＶ適用調査 ◆ＪＣＭ実証事業

チリ:
太陽熱エネルギー供給

• 二国間クレジット制度（ＪＣＭ）の本格的運用と連携して､｢ベトナム国営病院における省エネ／環
境改善によるグリーンホスピタル促進事業」は、ＪＣＭプロジェクトの登録を達成（ＮＥＤＯでの第１
号）。「ベトナム版Ｖ－ＢＥＭＳ開発によるホテル省エネ促進実証事業」も現在、登録手続き中※。

カンボジア:
太陽光＋ディーゼル

ハイブリッド発電

二国間クレジット制度（ＪＣＭ）に係る政府の取組を踏まえた具体的な実証等の実施
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●

モルディブ:
 離島型風力発電

ラオス:
◆省エネデータセンター

●
●

●

●

●
●

●

サウジアラビア:
 CCUS

●

※MRV：Measurement, Reporting and Verification の略語で、「（温室効果ガス排出量の）測定、報告及び検証」の意味。

※平成28年5月15日付けで登録完了

（ⅻ）国際展開支援

１.（１）技術開発マネジメント関連業務 （ク）技術分野ごとの目標（国際分野）


