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エネルギー・環境・産業技術の今と明日を伝える［フォーカス・ネド］

［第1特集］

リアル

いよいよ社会へ。水素元年、発進。
［第2特集］

～NEDOニューデリー事務所に聞く～

ニッポンが向き合うインドの今

国内最大級の産学マッチングイベント

イノベーション・ジャパン2015
～大学見本市＆ビジネスマッチング～
2015年8月27日（木）・28日（金）　東京ビッグサイト（東京国際展示場）西展示棟　西1ホール

イノベーション・ジャパン2015公式サイト
来場者事前登録、ビジネスマッチング予約はこちらから！

各会場のプログラム、アクセス等の詳細情報はこちら！

http://www.ij2015.com

http://www.nikkan.co.jp/html/nedo-forum

　NEDOは2015年8月27日（木）・28日（金）に、東京ビッグサ
イトで「イノベーション・ジャパン2015 ～大学見本市＆ビジネス
マッチング～」を科学技術振興機構（JST）と共に開催します。
　今回は“未来を創る「知」が集結”をテーマに、NEDOゾーンで
は、NEDOが支援する中小・ベンチャー企業及び研究者が集ま
り、エネルギー・環境技術、装置・デバイス、情報・通信、マテリア
ル・ナノテク、ライフサイエンス等、今注目技術である「100の
シーズ」を展示し、プレゼンテーションを行います。
　また、NEDOゾーンは特にビジネスマッチングを後押しするた
め、直接商談をご希望の方に専用の個室スペースをご用意して
おります。事前にWEBサイトから出展者と商談の予約ができる
「ビジネスマッチング予約」もございますので、ぜひ本展示会を新
しいシーズを発掘する“リアルなビジネスマッチングの場”として
お役立てください。皆さまのご来場をお待ちしております。

Information NEDOが実施・出展するイベントのご案内

　地域における企業、大学等の皆さまにNEDOの支援制度をご
理解いただき、その活用促進を通じて地方創生や地域経済の活
性化に技術開発の側面から寄与することを目的として、中部・四
国・九州の3カ所で「NEDOフォーラム2015」を開催します。
　本フォーラムでは、NEDO事業を活用した企業等による技術
開発事例や地域での取り組みを紹介するとともに、ベンチャー、
中小・中堅企業へのNEDOの支援制度をご説明します。また、
NEDOテーマ公募事業に関する情報発信や関係機関による情
報提供と併せて、NEDOテーマ公募事業に応募を検討されてい
る参加者のための個別相談会を、各会場で実施します。

NEDOフォーラム2015 in 中部・四国・九州
中部：2015年8月5日（水）
四国：2015年8月21日（金）
九州：2015年9月17日（木）

ミッドランドホール（名古屋）
かがわ国際会議場（高松）
電気ビル共創館みらいホール（福岡）

新エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO）の広報誌 「Focus 
NEDO」は、NEDOが推進するエネルギー・環境・産業技術に関する
さまざまな事業や技術開発について、ご紹介します。 

●本誌の定期送付・送付中止・送付先変更のご依頼はこちらまで。
E-mail：kouhou@ml.nedo.go.jp　　FAX：044-520-5154　　「Focus NEDO」編集担当宛
●NEDOが実施するプロジェクトの公募情報や、NEDOの最新の成果や活動などをお知らせするメール配信サービス（無料）を行っています。
ぜひご登録ください。
http://www.nedo.go.jp/nedomail/index.html
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NEDOの展示会出展スケジュール
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昨年度実施した「イノベーション・ジャパン2014」での、
NEDOゾーンの様子。

昨年度実施した「NEDOフォーラム2014」で挨拶をする
NEDO古川理事長。

4
月

●バリアフリー2015
●レーザーEXPO 2015
●日印エネルギーフォーラム
2015“カンファレンス”

5
月

6
月

●Interop Tokyo 2015
●科学ジャーナリスト世界会議
●スマートコミュニティJapan 2015／
スマートコミュニティサミット2015

7
月

●第10回再生可能
　エネルギー世界展示会

8
月

●イノベーション・ジャパン
2015～大学見本市＆

　ビジネスマッチング～
●NEDOフォーラム2015
　in 中部・四国

9
月

●日印エネルギーフォーラム
2015“エキシビション”

●NEDOフォーラム2015
　in 九州

10
月

●ICEF Innovation for 
Cool Earth Forum

●CEATEC JAPAN 2015
●第42回国際福祉機器展 
　H.C.R. 2015
●BioJapan 2015
●TOKYOイノベーション
　リーダーズサミット
●創エネ・あかりパーク2015

11
月

●INCHEM TOKYO 2015／
　ECO-MAnufacture

12
月

●2015国際ロボット展
●SEMICON Japan 2015

1
月

●nano tech 2016

2
月

3
月
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Cover Illustration　
“New Century of H2 2015”と題
して、次世代エネルギーとして大きな
可能性を持つ水素を活用した新たな
時代の幕開けを表現しています。

nd2
著しい経済発展の一方で、外国企業の活動が難しい環境ともいわれるインド。
この国において、NEDOは日本企業と連携し、主にエネルギー・環境関係の
さまざまな実証事業に取り組んでいます。そこで、NEDOニューデリー事務所に、
NEDOのインドでの取り組みや、最新のインドのビジネス環境等について聞きました。

インド特集

12

NEDOがインドで実施しているプロジェクトの紹介から、インドのエネルギー分野・
環境分野の最新状況、日々の暮らしまで、現地から生の声をお届けします。

［REPORT］

～NEDOニューデリー事務所に聞く～

ニッポンが向き合うインドの今

［TOPIC］15
日印エネルギー協力への貢献 ～「日印エネルギーフォーラム」開催

リアル
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エネルギー・環境・産業技術の
今と明日を伝える［フォーカス・ネド］

新エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO）の広報誌「Focus NEDO」は、
NEDOが推進するエネルギー・環境・産業技術に関するさまざまな事業や技術開発について、ご紹介します。

1980年の設立以来、NEDOが一貫して取り組んできた水素・燃料電池技術開発は、
2015年、新たなステージへと踏み出しました。
第1特集では、水素社会の本格的幕開けに取り組んできた二人による巻頭対談や、
これまでの水素・燃料電池技術開発の歴史を踏まえ、今後の展望を紹介します。

［巻頭対談］

［PROJECT REPORT］

いよいよ社会へ。水素元年、発進。04

08
3つのステップで読み解く  水素・燃料電池のネクストステージ

水素特集

トヨタ自動車の燃料電池自動車「MIRAI」の登場によって、一気に現実味を帯びた水素社会。
二人にMIRAI開発の裏話や水素エネルギーの未来等について大いに語ってもらいました。

田中義和 × NEDO理事長 古川一夫トヨタ自動車製品企画本部
ZFチーフエンジニア（MIRAI開発責任者）

NEDOが今年3月にスマートコミュニ
ティ分野の技術ミッション派遣および
技術セミナーを実施した、インド・アン
ドラプラデシュ州の新首都予定地。

©MASATO TOKIWA/orion /amanaimages

©FUSAO ONO/SEBUN PHOTO /amanaimages



す。販売予定の1年半ほど前、量産フェーズに移行しよう
という段階で、高分子系の材料に課題が発生しました。も
う完全にスペックが固まっている時期でしたので、この時
点での大きな変更は非常にリスクを伴います。しかし、今
の段階のまま次のステップに移行して、トラブルが起きた
ら大きな禍根を残すことになると考え、ストップをかけ、
原因を徹底的に究明し、対策をしました。ケミカルに関す
ることだったので、慎重には慎重を期しました。

古川　MIRAIは発売以来、大ブレークして、現在は納車ま
で3年以上かかると聞いています。こうした状況は徐々に
緩和されていくと思いますが、FCVの普及に当たり、田中
さんが考える課題というのは何でしょうか。
田中　われわれとしてはクルマをもっと早く、かつ多くお
届けできるようにすることが、一番の課題と思っています。
ところが、心臓部の燃料電池スタックには、相当精緻な加
工技術・新技術が使われておりまして、ガソリンエンジン
を生産するようにはいきません。今年は約700台の生産
を計画していますが、来年は年2000台、2017年には年
3000台というのが現段階で精いっぱいという状況です。
例えば生産規模を一桁増やすためには、機械加工のよう
な量産技術で新たなブレークスルーが必要になります。
　もう一つの大事な課題は、水素ステーションです。数を
増やすことも大事ですが、ロケーション、すなわちより便の

いい場所につくっていただくことが大事ではないかと思
います。水素ステーションとFCVはよく「花とミツバチ」に
例えられますが、2011年に自動車メーカーやエネルギー
会社等で共同声明を行ったように、自動車メーカーもが
んばってつくりますので、水素ステーションも継続的につ
くっていただける状況になればよいと思います。
古川　NEDOはFCVが大量生産されると予測されてい
る2025年を目標に、今の10倍の性能を持った燃料電池
の開発を行う「固体高分子形燃料電池利用高度化技術
開発事業」を今年度から開始したところです［→P.09］。ま
た、水素ステーションは、やはりFCVの普及にとって重要
だと考えています。2006年度から水素ステーションの実
証試験を開始し、機器の低コスト化の技術開発等を行っ
てきましたが、水素ステーションのコスト問題、ロケーショ
ンの問題等、まだまだやるべきことがたくさんあると思っ
ています。公的機関として将来を見据えて、民間1社では
なかなか開発できないような難しい技術を産官学で進め
ると同時に、規制の見直しや国際基準の獲得等、今後も
世界をリードした取り組みができればと思っています。
田中　国際標準については、電気自動車（EV）の充電プ
ラグは残念ながら世界でいくつもできてしまいましたが、
水素関連については一歩も二歩もリードしていただいて
いるので本当に感謝しています。また、安全性の話をしま
したが、第三者機関であるNEDOのようなところが安全
基準を評価していただけると大変ありがたいです。水素
ステーションも実際に使用してみて初めて分かることが

古川　昨年末に燃料電池自動車（FCV）「MIRAI」の一般
販売が開始され、長年燃料電池や水素の開発に携わって
きたNEDOとしても、水素社会の本格的幕開けとして大
変うれしく思っています。NEDOは1992年から現在の
FCVに搭載されている固体高分子形燃料電池の研究開
発をスタートし、90年代後半からは水素ステーションの
技術開発にも取り組んできました。今年は水素元年とい
われていますが、これもMIRAIの一般販売が大きかった
と思います。そこで、開発責任者の田中さんからいろいろ
お話を聞かせていただきたいと思います。まず田中さんと
FCV開発との関わりは、どのように始まったのでしょうか。
田中　私がFCV担当になったのは2012年からです。そ
れまではプラグインハイブリッド車（PHV）の開発を約6年
間行っていました。2011年末にPHVの開発が一段落し
て、次はFCVを担当するようにと言われたのですが、その
時点では、どんなクルマにするか、コンセプトをどうする
かなど、まだ決まっておらず、開発を一から進めることに
なりました。ただこのクルマについては当初から、環境性
能ももちろん大事だけれども、やはりクルマとしての魅
力、走りの良さ等がないとダメだろうと考えていました。
水素社会を牽引するためには、魅力的なクルマにして、皆
さんに憧れを持っていただけるようにしなければいけな
い―。そのため、“プリウスを超えるイノベーションを”
とか、“H2 Pioneer for the Next Century”など、まさ
にクルマの次の100年のため、水素エネルギー社会の先
駆者となるようなクルマにしたいという、今思えば大それ
たコンセプトを掲げてスタートしました。
　開発を始めた当時、リーマンショックの影響で会社の収
益は大変厳しい状況にありました。大きなチャレンジをす
るにはかなり厳しい状況でしたが、経営層からは、「頭を
使い、知恵を使った賢い開発をするように」という指示が
出ました。水素については、まだまだ社会の認知度も低
い中、経験がないものを市場導入することは、社会に対し
て非常に責任の重いことです。しかし、トヨタが1992年
から真剣に開発をし続けてきた歴史を引き継ぎ、何が何

でも商品化するんだと社内を駆け回って、賢く開発する知
恵を出してもらうよう頼みました。その結果、生産技術の
人たちには、新しいモノづくりにチャレンジしてもらい、調
達の人に頼んで、社外の仕入れ先にも新しいつくり方を
試してもらうなど、社内全体の部署を巻き込むことになり
ました。そういうことも相まって、何とかクルマを出すこと
ができて、すごくいい開発ができたのではないかと考えて
います。
古川　PHVはガソリンエンジンと電池で動くモーターの
組み合わせですが、FCVはガソリンエンジンがないわけ
ですから、これまでのクルマづくりで必要だったメカニッ
クやエレクトロニクスとはまったく違う分野の人を巻き込
む必要があったのではないでしょうか。概念が違う技術
の知見をどう組み合わせていくか、簡単なことではなかっ
たでしょう。
田中　メカ的な部分については知見があるので、それな
りに解決策が分かりますが、燃料電池のようなケミカル的
な部分は、分からないところがたくさんありました。中で
も、ポイントは大きく二つあったと考えています。一つは、
安全性の考え方です。水素という新しい燃料をクルマに
搭載する場合、どういうものだったらお客さんに安心して
乗ってもらえるか。安全基準の考え方やフェイル・セーフ
の考え方をしっかり持つことが重要でした。
　もう一つが出力の問題です。MIRAIは114kWの出力
があるのですが、それを実現するために、燃料電池の性
能を最大限に引き出す必要がありました。ところが、限界
に近いところまで性能を出そうとすると、燃料電池の材料
の特性変化が性能影響に直結します。それがたとえ
ちょっとしたことでも性能に大きく影響が出てしまいま

あると思いますので、集まったデータをニュートラルな立
場で分析いただき、その知見を水素ステーションのみな
らずクルマにもフィードバックいただくことで、もっと良い
形のFCVができ、FCVの普及により弾みがつきますね。

古川　NEDOは水素エネルギーをさらに活用する社会
を構築しようと、現在、いろいろなプロジェクトを進めてい
ます。例えば、水素を燃料としたガスタービンを用いた水
素発電システムの技術開発や、水素発電が本格化した際
に安定的に水素を供給するサプライチェーンの確立等、
2015年度から取り組み始めました。特にサプライチェー
ンの確立については、例えば豪州の未利用エネルギーで
ある褐炭を用いて水素を製造し、液化して日本に運んで
こようというものです［→P.11］。
　また、近年の再生可能エネルギー導入量の増加と系統
接続保留という課題に対応するため、再生可能エネル
ギーから電力をいったん水素として貯蔵し活用する、い
わゆる「Power to Gas」の取り組みを本格化させていこ
うと考えています［→P.11］。このように、水素を単なる既
存エネルギーの代替としてではなく、さまざまな資源から
製造可能という水素の特徴を最大限に生かした、新たな
社会システムを構築していきたいと考えています。今年
はCOP21がありますが、中長期的に見て、やはりクリー
ンなエネルギーである水素に期待するところが大きいの

トヨタ自動車の燃料電池自動車「MIRAI」の登場によって、一気に現実味を帯びた水素社会。水素ステー
ションの整備も進む中、NEDOはさらなる水素エネルギーの活用に向け、2015年度から四つのプロ
ジェクトをスタートしました。そこで今回、MIRAIの開発責任者であるトヨタ自動車株式会社の田中義和
チーフエンジニアとNEDOの古川一夫理事長の対談を行い、MIRAI開発の裏話や燃料電池自動車普及
への課題、水素エネルギーの未来について語ってもらいました。

水素エネルギー社会の
先駆者となるようなクルマを

水素特集
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KEYWORD 燃料電池自動車（FCV） 固体高分子形燃料電池（PEFC）

タンクに貯めた水素と空
気中の酸素を反応させ、
燃料電池で発電して走行
する、電気自動車の一種。

作動温度が常温～90℃と低く、運転の
動作・停止が容易という特徴を持つた
め、エネファーム等の定置用システム
だけでなく、FCVにも利用されている。

MIRAIに搭載されている
燃料電池スタック。
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NEDO理事長

古川一夫

トヨタ自動車製品企画本部
ZFチーフエンジニア
（MIRAI開発責任者）

田中義和

電 流モーター 燃料電池
水素タンク
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ではないかと思っています。
田中　FCVの水素をどうつくるか考えたとき、古川さん
がおっしゃるように方法はさまざまある中で、NEDOが取
り組む褐炭の話は非常に可能性を感じます。しかも、水素
が効率的に調達可能になれば、資源の少ない日本にとっ
て大変ありがたいことだと思います。自動車メーカーとし
ても、クルマを安心して使ってもらうことにつながります。
　ところで、古川さんは機構車としてMIRAIに乗っておら
れると聞きましたが、そのご感想を伺えますでしょうか。
古川　実は私はクルマ大好き人間なんですが、初めて
MIRAIに乗ったときのトルク感、吹き上がり感がものすご
いなと衝撃を受けました。また、水素充填時間についても
2008年ごろは30分近くかかっていたのが、今は3分で
完了するというのは、本当に素晴らしいですね。
田中　そう言っていただき、ありがたい限りです。水素に
はエネルギーキャリアとしての可能性もあります。社会が
より高度化すればするほど、地産地消ができるエネル
ギーである水素は、とても魅力的な存在です。私はFCVに
大きな可能性を感じていますが、クルマはあくまでもきっ
かけで、こうした技術開発を通じて水素社会の新しいイノ
ベーションが起き、エネルギーの可能性をより多くの方に
認めていただけるとうれしく思います。
古川　今FCVに疑問をお持ちの方の中には、水素をつく
るときにCO2が出るじゃないかというご意見があります。
私どもも本当に水素は100年、200年続く技術と考えて
いまして、将来的な可能性を考えると、やはりFCVは究極
のクリーンなクルマだと思っています。NEDOは、公的機
関として水素エネルギーをもっと身近に活用できるよう、
技術開発のみならず、こうした新しい技術の安全性をき
ちんと社会に伝えることも大事な役割であり、そうした意
味で責任は非常に重いと思っております。
　水素エネルギーの利活用技術がもっと世界に広がり、
最終的には地球全体がクリーンになるというシナリオに
向けて、努力を重ねていきたいと思います。



す。販売予定の1年半ほど前、量産フェーズに移行しよう
という段階で、高分子系の材料に課題が発生しました。も
う完全にスペックが固まっている時期でしたので、この時
点での大きな変更は非常にリスクを伴います。しかし、今
の段階のまま次のステップに移行して、トラブルが起きた
ら大きな禍根を残すことになると考え、ストップをかけ、
原因を徹底的に究明し、対策をしました。ケミカルに関す
ることだったので、慎重には慎重を期しました。

古川　MIRAIは発売以来、大ブレークして、現在は納車ま
で3年以上かかると聞いています。こうした状況は徐々に
緩和されていくと思いますが、FCVの普及に当たり、田中
さんが考える課題というのは何でしょうか。
田中　われわれとしてはクルマをもっと早く、かつ多くお
届けできるようにすることが、一番の課題と思っています。
ところが、心臓部の燃料電池スタックには、相当精緻な加
工技術・新技術が使われておりまして、ガソリンエンジン
を生産するようにはいきません。今年は約700台の生産
を計画していますが、来年は年2000台、2017年には年
3000台というのが現段階で精いっぱいという状況です。
例えば生産規模を一桁増やすためには、機械加工のよう
な量産技術で新たなブレークスルーが必要になります。
　もう一つの大事な課題は、水素ステーションです。数を
増やすことも大事ですが、ロケーション、すなわちより便の

いい場所につくっていただくことが大事ではないかと思
います。水素ステーションとFCVはよく「花とミツバチ」に
例えられますが、2011年に自動車メーカーやエネルギー
会社等で共同声明を行ったように、自動車メーカーもが
んばってつくりますので、水素ステーションも継続的につ
くっていただける状況になればよいと思います。
古川　NEDOはFCVが大量生産されると予測されてい
る2025年を目標に、今の10倍の性能を持った燃料電池
の開発を行う「固体高分子形燃料電池利用高度化技術
開発事業」を今年度から開始したところです［→P.09］。ま
た、水素ステーションは、やはりFCVの普及にとって重要
だと考えています。2006年度から水素ステーションの実
証試験を開始し、機器の低コスト化の技術開発等を行っ
てきましたが、水素ステーションのコスト問題、ロケーショ
ンの問題等、まだまだやるべきことがたくさんあると思っ
ています。公的機関として将来を見据えて、民間1社では
なかなか開発できないような難しい技術を産官学で進め
ると同時に、規制の見直しや国際基準の獲得等、今後も
世界をリードした取り組みができればと思っています。
田中　国際標準については、電気自動車（EV）の充電プ
ラグは残念ながら世界でいくつもできてしまいましたが、
水素関連については一歩も二歩もリードしていただいて
いるので本当に感謝しています。また、安全性の話をしま
したが、第三者機関であるNEDOのようなところが安全
基準を評価していただけると大変ありがたいです。水素
ステーションも実際に使用してみて初めて分かることが

古川　昨年末に燃料電池自動車（FCV）「MIRAI」の一般
販売が開始され、長年燃料電池や水素の開発に携わって
きたNEDOとしても、水素社会の本格的幕開けとして大
変うれしく思っています。NEDOは1992年から現在の
FCVに搭載されている固体高分子形燃料電池の研究開
発をスタートし、90年代後半からは水素ステーションの
技術開発にも取り組んできました。今年は水素元年とい
われていますが、これもMIRAIの一般販売が大きかった
と思います。そこで、開発責任者の田中さんからいろいろ
お話を聞かせていただきたいと思います。まず田中さんと
FCV開発との関わりは、どのように始まったのでしょうか。
田中　私がFCV担当になったのは2012年からです。そ
れまではプラグインハイブリッド車（PHV）の開発を約6年
間行っていました。2011年末にPHVの開発が一段落し
て、次はFCVを担当するようにと言われたのですが、その
時点では、どんなクルマにするか、コンセプトをどうする
かなど、まだ決まっておらず、開発を一から進めることに
なりました。ただこのクルマについては当初から、環境性
能ももちろん大事だけれども、やはりクルマとしての魅
力、走りの良さ等がないとダメだろうと考えていました。
水素社会を牽引するためには、魅力的なクルマにして、皆
さんに憧れを持っていただけるようにしなければいけな
い―。そのため、“プリウスを超えるイノベーションを”
とか、“H2 Pioneer for the Next Century”など、まさ
にクルマの次の100年のため、水素エネルギー社会の先
駆者となるようなクルマにしたいという、今思えば大それ
たコンセプトを掲げてスタートしました。
　開発を始めた当時、リーマンショックの影響で会社の収
益は大変厳しい状況にありました。大きなチャレンジをす
るにはかなり厳しい状況でしたが、経営層からは、「頭を
使い、知恵を使った賢い開発をするように」という指示が
出ました。水素については、まだまだ社会の認知度も低
い中、経験がないものを市場導入することは、社会に対し
て非常に責任の重いことです。しかし、トヨタが1992年
から真剣に開発をし続けてきた歴史を引き継ぎ、何が何

でも商品化するんだと社内を駆け回って、賢く開発する知
恵を出してもらうよう頼みました。その結果、生産技術の
人たちには、新しいモノづくりにチャレンジしてもらい、調
達の人に頼んで、社外の仕入れ先にも新しいつくり方を
試してもらうなど、社内全体の部署を巻き込むことになり
ました。そういうことも相まって、何とかクルマを出すこと
ができて、すごくいい開発ができたのではないかと考えて
います。
古川　PHVはガソリンエンジンと電池で動くモーターの
組み合わせですが、FCVはガソリンエンジンがないわけ
ですから、これまでのクルマづくりで必要だったメカニッ
クやエレクトロニクスとはまったく違う分野の人を巻き込
む必要があったのではないでしょうか。概念が違う技術
の知見をどう組み合わせていくか、簡単なことではなかっ
たでしょう。
田中　メカ的な部分については知見があるので、それな
りに解決策が分かりますが、燃料電池のようなケミカル的
な部分は、分からないところがたくさんありました。中で
も、ポイントは大きく二つあったと考えています。一つは、
安全性の考え方です。水素という新しい燃料をクルマに
搭載する場合、どういうものだったらお客さんに安心して
乗ってもらえるか。安全基準の考え方やフェイル・セーフ
の考え方をしっかり持つことが重要でした。
　もう一つが出力の問題です。MIRAIは114kWの出力
があるのですが、それを実現するために、燃料電池の性
能を最大限に引き出す必要がありました。ところが、限界
に近いところまで性能を出そうとすると、燃料電池の材料
の特性変化が性能影響に直結します。それがたとえ
ちょっとしたことでも性能に大きく影響が出てしまいま

新しい生産技術を開発し
FCVをより多くの方に

水素社会実現に向け
さまざまなプロジェクトがスタート

あると思いますので、集まったデータをニュートラルな立
場で分析いただき、その知見を水素ステーションのみな
らずクルマにもフィードバックいただくことで、もっと良い
形のFCVができ、FCVの普及により弾みがつきますね。

古川　NEDOは水素エネルギーをさらに活用する社会
を構築しようと、現在、いろいろなプロジェクトを進めてい
ます。例えば、水素を燃料としたガスタービンを用いた水
素発電システムの技術開発や、水素発電が本格化した際
に安定的に水素を供給するサプライチェーンの確立等、
2015年度から取り組み始めました。特にサプライチェー
ンの確立については、例えば豪州の未利用エネルギーで
ある褐炭を用いて水素を製造し、液化して日本に運んで
こようというものです［→P.11］。
　また、近年の再生可能エネルギー導入量の増加と系統
接続保留という課題に対応するため、再生可能エネル
ギーから電力をいったん水素として貯蔵し活用する、い
わゆる「Power to Gas」の取り組みを本格化させていこ
うと考えています［→P.11］。このように、水素を単なる既
存エネルギーの代替としてではなく、さまざまな資源から
製造可能という水素の特徴を最大限に生かした、新たな
社会システムを構築していきたいと考えています。今年
はCOP21がありますが、中長期的に見て、やはりクリー
ンなエネルギーである水素に期待するところが大きいの

燃料電池スタック

燃料電池の最小単位であるセル（板状の燃料
電池）を直列に複数枚並べたもの。MIRAIの
燃料電池スタックは370枚のセルで構成され、
最大で114kWの発電能力を実現している。

FCVの燃料となる水素を高圧に圧縮し
て充填する、水素供給のインフラ施設。
NEDOは普及のための規制見直しに
官民一体となって取り組んでいる。

水素ステーション 共同声明

2011年1月に自動車会社3社とエネル
ギー事業者10社が、2015年にFCV量産車
の販売開始と水素供給インフラの100カ所
程度の先行整備を目指すことを発表した。

COP21

国連気候変動枠組条約の「第21回締
約国会議」。2015年12月にパリで開催
され、2020年以降の世界の気候変動・
温暖化対策の大枠が合意される予定。

Yoshikazu TANAKA Kazuo FURUKAWA

1961年滋賀県生まれ。1987年トヨタ自動車株式会社入社。2007年「プ
リウスプラグインハイブリッド」の開発責任者等を経て、2012年1月より燃
料電池自動車の開発責任者として製品企画業務に携わる。

NEDOはMIRAIを機構車として使用している（千代田区にて撮影）。

1946年東京都生まれ。1971年株式会社日立製作所入社。取締役 代表
執行役 執行役社長、取締役 代表執行役 執行役副会長、特別顧問を経て
2011年9月退任。2011年10月、NEDO理事長に就任し現在に至る。
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水素の特徴を最大限に生かした、
新たな社会システムを構築していきたい

水素にはエネルギーキャリア
としての可能性もあります

水素社会の到来を強く
印象付けた世界初の
量産型FCV「MIRAI」。

ではないかと思っています。
田中　FCVの水素をどうつくるか考えたとき、古川さん
がおっしゃるように方法はさまざまある中で、NEDOが取
り組む褐炭の話は非常に可能性を感じます。しかも、水素
が効率的に調達可能になれば、資源の少ない日本にとっ
て大変ありがたいことだと思います。自動車メーカーとし
ても、クルマを安心して使ってもらうことにつながります。
　ところで、古川さんは機構車としてMIRAIに乗っておら
れると聞きましたが、そのご感想を伺えますでしょうか。
古川　実は私はクルマ大好き人間なんですが、初めて
MIRAIに乗ったときのトルク感、吹き上がり感がものすご
いなと衝撃を受けました。また、水素充填時間についても
2008年ごろは30分近くかかっていたのが、今は3分で
完了するというのは、本当に素晴らしいですね。
田中　そう言っていただき、ありがたい限りです。水素に
はエネルギーキャリアとしての可能性もあります。社会が
より高度化すればするほど、地産地消ができるエネル
ギーである水素は、とても魅力的な存在です。私はFCVに
大きな可能性を感じていますが、クルマはあくまでもきっ
かけで、こうした技術開発を通じて水素社会の新しいイノ
ベーションが起き、エネルギーの可能性をより多くの方に
認めていただけるとうれしく思います。
古川　今FCVに疑問をお持ちの方の中には、水素をつく
るときにCO2が出るじゃないかというご意見があります。
私どもも本当に水素は100年、200年続く技術と考えて
いまして、将来的な可能性を考えると、やはりFCVは究極
のクリーンなクルマだと思っています。NEDOは、公的機
関として水素エネルギーをもっと身近に活用できるよう、
技術開発のみならず、こうした新しい技術の安全性をき
ちんと社会に伝えることも大事な役割であり、そうした意
味で責任は非常に重いと思っております。
　水素エネルギーの利活用技術がもっと世界に広がり、
最終的には地球全体がクリーンになるというシナリオに
向けて、努力を重ねていきたいと思います。



高効率

高耐久 低コスト

　また、商用化に向けたコストの低減に関しては、燃料電池
以外の周辺機器の共通仕様書を公開し、メーカー各社のプロ
ジェクト参加を促進。その結果、周辺機器コストを約4分の1
にまで低減することに成功しました。さらに、約3500台の大
規模な実証研究により、運転制御の改良や信頼性の向上等に
取り組み、企業が量産可能な体制を築く最後の一押しまで貢
献しました。

　2009年、家庭用燃料電池システム「エネファーム」の一般
販売が世界に先駆けて開始されました。NEDOはエネファー
ムの実用化に向け、燃料電池を家庭に設置可能なものとする
ための、規制見直しに必要なデータ取得等を行いました。
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つのステップで読み解く

水素・燃料電池の
ネクストステージ

NEDOは設立以来一貫して、水素・燃料電池分野の技術開発を推進してきました。
燃料電池自動車（FCV）の普及開始により“水素元年”と呼ばれる2015年、
NEDOプロジェクトも新たな局面を迎えています。

Step1 エネファームで、水素を身近なものに
実用化に向け、「最後の一押し」まで貢献

水素エネルギー
推進の意義

クリーンエネルギー
使用時の温室効果ガス排出ゼロ。地球温暖化対策への貢献。
柔軟な二次エネルギー 
電力を貯めやすい、運びやすいという水素の特徴を生かし、未利用エネ
ルギーの活用・流通を促進。発電や熱、運輸用と多様な用途に適用可能。
日本の強みを発揮できる分野
30年以上にわたる、水素エネルギー研究開発の経験と蓄積。

NEDOプロジェクトにおいて産官学が一体となり、要素技術開発、実証
研究、規制見直しを連携して推進。家庭用燃料電池やFCV、水素ステー
ション等の新しい技術の社会実装を実現した。

NEDOの
取り組み

Step1 エネファームで、水素を身近なものに

Step2 燃料電池自動車で、水素インフラを整える

Step3 大規模発電で、量的な拡大を！

水素社会実現に向けた　 つのステップ

都市ガスからつくった水素を燃料に、電気とお湯を供給する
家庭用燃料電池システム。

エネファームのシステム
ブロワやポンプ等の補機類の仕様をシステムメーカー6社で共有化する
ことによって、大幅な低コスト化を実現した。

周辺機器の仕様共通化による低コスト化

さまざまな種類の
燃料電池に関する
研究開発を開始

FCV一般販売開始
（2014年12月）

1980

1981

1993

2002

2005

2011

2013

世界初！
エネファーム販売開始

水素利用国際クリーンエネルギー
システム技術研究開発（WE-NET）で
水素に関するあらゆる研究を開始

商用規模の水素ステーションを建設

海外から日本へ水素を
輸送するサプライチェーン
構築実証を開始

FCV、水素インフラの実証試験を
実際の使用条件下で開始（JHFC）

水素インフラやFCVの普及に向けた
規制の見直し。法整備を開始

家庭用燃料電池の実証試験を
実際の使用条件下で開始

NEDO設立

発電事業用の大型燃料電池
（SOFC）の研究を開始

2009

2015

温水

電力

温水

空気

水素

排熱

直流
電流

都市
ガス

　FCVは、走行時に水しか排出しないため“究極
のエコカー”と呼ばれており、その普及が期待さ
れています。そのためには、FCVの心臓部である
固体高分子形燃料電池（PEFC）の高性能化・低
コスト化と、インフラとなる水素ステーションの普
及が不可欠です。NEDOはPEFCの共通基盤的
な技術開発により、高性能化・低コスト化に取り
組んでいます。また、2013年までFCV・水素ス
テーションの実証事業に取り組み、日本初の商用
モデルステーションを建設。さらなる普及拡大に
向けて、低コスト機器の開発や水素ステーション
の規制見直しに取り組んでいます。

Step2 燃料電池自動車で、水素インフラを整える
“究極のエコカー”FCVの本格導入

固体高分子形燃料電池利用高度化技術開発事業

N E W  P R O J E C T

FCVの本格普及には、固体高分子形燃料
電池（PEFC）の低コスト化に向けた白金使
用量低減、車種の拡大に向けた燃料電池
の高性能化、さらに燃料電池の生産性の大
幅な向上といった技術課題が存在する。

背  景

燃料電池の高効率・高耐久・低コス
トを実現可能とする設計指針を提
示することで、民間企業によるFCV
開発を促進し、燃料電池の本格普
及を目指す。

目  的

燃料電池の内部構造や
反応メカニズムを解析
する技術、高性能化を
実現する新規材料の燃
料電池への適用を可能
とする設計指針（コンセ
プト）の創出、タクトタイ
ムの大幅な削減のため
の新たなプロセス技術
開発にオールジャパン
体制で取り組む。

研究開発の内容

実施期間 2015年～2019年

民間企業での
開発を促進

FCV

セパレーター

燃料電池セル

燃料電池の反応メカニズム解明

新たな材料コンセプトの創出

触媒

触媒

固体高分子電解質

を実現可能とする
燃料電池の
設計指針を提示

とよたエコフルタウン水素ステーション

0 100,000 200,000 300,000 400,000

120,000
プロジェクト
開始当初

2007
年度成果

115,000137,000 35,000

20,000
21,030

14,690

55,785
約11万円

約41万円

その他弁
センサー回転機

周辺機器コスト（開発対象機器トータル）［円／台］

バックアップバーナー

排熱回収装置

空気安定供給装置

PEFCスタック

燃料処理装置

貯湯槽

インバーター



水素社会構築技術開発事業

1 大規模水素エネルギー利用技術開発

発電分野等における水素の利活用を抜本的に拡
大。2030年ごろには世界に先駆け本格的な水素
サプライチェーンを構築するとともに、エネルギー
供給システムの柔軟性を確立し、エネルギーセ
キュリティの確保に貢献する。

2 水素エネルギーシステム技術開発

目  的

実施期間

豪州の未利用エネルギーである褐炭を用いて水素を製造し、貯蔵・輸送・利用までが一体
となった液化水素サプライチェーンの構築を目指す。チェーンを構成する技術のうち、褐炭
ガス化技術、液化水素の長距離大量輸送技術、液化水素荷役技術の研究開発を実施する。

未利用褐炭由来水素大規模海上輸送サプライチェーン構築実証事業1

未利用資源から製造した水素を、有機ケミカルハイドライド法により消費地まで輸送し、需
要家に水素を供給するサプライチェーン構築のために必要な基盤技術として、スケール
アップ検討、触媒の耐久性検討、総合運用の検討等を行う。

有機ケミカルハイドライド法による
未利用エネルギー由来水素サプライチェーン実証

2

水素を燃料とする1MW級ガスタービンを有する発電設備（水素CGS）を用いて、地域レベ
ルでの「電気」、「熱」のエネルギー効率利用を目指す新エネルギーシステム（統合型EMS）
の技術開発・実証を行う。

水素CGS活用スマートコミュニティ技術開発事業3

既存の発電所に適用可能な100MW級水素・天然ガス混焼ガスタービンの燃焼器の研究
開発を行い、安定的な水素混焼運転のためのプラントの基本設計を確立する。

低炭素社会実現に向けた
水素・天然ガス混焼ガスタービン発電設備の研究開発

4

す。これにより、十分に活用されていないエネルギー源の活
用が可能となり、エネルギー供給源の多様化にも役立ちます。

　NEDOは、貯めやすい、運びやすいといった水素の優れた
特徴を生かし、再生可能エネルギーを水素に変換し利用する
システム「Power to Gas」の研究開発を行っています。この
システムにより、再生可能エネルギーの変動する出力の吸収
や、エネルギーの長距離輸送が可能になります。再生可能エ
ネルギーを最大限に活用しつつ、新たな社会システムとして
導入することを目指します。

　水素エネルギーのメリットを、より多く享受できるようにす
るためには、水素利用の飛躍的な拡大が必要です。NEDO
は、家庭用燃料電池、FCVに次ぐ水素利用の柱として、水素を
ガスタービン等で燃焼させて発電する、水素発電技術に着目
しました。
　ガスタービン発電において水素ガスを使用することによ
り、水素の利用を大幅に拡大し、発電段階でのCO2排出量を
低減することができます。

　また、水素発電の導入により、安定的かつ大規模な水素需
要が見込まれます。NEDOは、海外の未利用エネルギーを水
素に変換して長距離輸送を行い、国内に供給する大規模なサ
プライチェーン構築のための技術開発に着手しました。大規
模な水素供給が実現すれば、水素コストの低下等により、
FCV等、他の水素利活用分野への波及効果も期待できます。
　水素は体積当たりのエネルギー密度が天然ガスの3分の1
程度と低く、これをどのような手段で高い密度に維持し、輸
送・貯蔵するかが課題となります。水素の輸送・貯蔵にはさま
ざまな方法が考えられますが、海外からの輸送においては、
液化水素や有機ハイドライドによる輸送が有望と考えられて
います。
　水素の製造については、海外の未利用エネルギーである
褐炭や副生水素、原油随伴ガス等からの水素製造を目指しま
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水素特集
st1

水素利活用の拡大に向けて、再生可能エネルギー
由来の電力による水素製造技術、貯蔵・輸送技術、
利用技術を組み合わせたエネルギーシステム
「Power to Gas」について、社会に実装するため
のモデルを確立する。

目  的

Step3 大規模発電で、量的な拡大を！
新たな利用形態を実証し、社会システムへ

●再生可能エネルギーには、天候によっ
て出力が変動する、適地が偏在している
などの課題がある。
●水素は電力を大量かつ長期に貯蔵する
ことができ、長距離輸送が可能。
●水素の優れた特徴を生かして、再生可
能エネルギーの課題解決と、水素の最
大限の活用を図る。

N E W  P R O J E C T

研究開発の内容

2015年～2020年

実施期間

「Power to Gas」のシステムは、再生可能エネルギーからの水素製造技術、貯蔵・輸送技
術、利用技術によって構成され、系統安定化のための大規模な電力貯蔵、地域における余
剰電力の活用、非常時の電源、地域間でのエネルギー輸送・利用等のさまざまな適用先が
想定される。本事業では、さまざまな適用先に応じたアプリケーションを見いだすととも
に、そのアプリケーションに応じた適切な技術によるシステムの研究開発を行う。

研究開発の内容

2014年～2017年

大規模な水素供給を目指す

再生可能エネルギーを活用

大平 英二

有機ケミカル
ハイドライド法
デモプラント
（千代田化工
建設株式会社）

水素混焼
ガスタービン
（川崎重工業
株式会社）

NEDO新エネルギー部　燃料電池・水素グループ

Power to Gas （P2G）

「水素エネルギーシステム技術開発」
プロジェクトマネージャー

吉積 潔

「大規模水素エネルギー利用技術開発」
プロジェクトマネージャー

再生可能エネルギー由来の
電気から水素を製造

水素を気体や液体で貯蔵・輸送 水素をエネルギー
として利用

製造 貯蔵・輸送 利用

水素（液体）

エネルギーキャリア

電気

風力発電 太陽光発電

水素（気体）

再生可能エネルギーを水素に変換し
利用するシステム

NEDOは、海外の未利用エネルギーを水素に変換して長
距離輸送を行い、国内に供給し、水素発電等で利用するサ
プライチェーン構築のための技術開発に取り組んでいる。

大規模水素サプライチェーンのイメージ図

輸送・貯蔵
● 液化水素
● 有機ハイドライド 等

● 褐炭
● 副生水素
● 原油随伴ガス 等

海外の未利用水素

国内での水素利用
● 水素発電
● 燃料電池自動車 等
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経済発展を続けるインド。一般的にインドは外国企業
の活動が難しい環境といわれますが、同国の成長市場
に対する日本企業の関心は高く、日本政府も重要な国
として位置付けています。こうした中、NEDOは日本企
業と連携し、インドで主にエネルギー・環境関係のさま
ざまな実証事業に取り組んでいます。NEDOニューデ
リー事務所の田中哲也所長に、NEDOのインドでの取
り組みと、最新のインドの状況について聞きました。

NEDOニューデリー事務所の主な業務は何ですか？  また、NEDOが
インドで実施しているプロジェクトの内容を教えてください。Q1

A1

Q2
A2

　NEDOニューデリー事務所のミッションは、日
本の先進的なエネルギー技術や環境技術をイン
ドの地で実証し、それをインド国内に広く普及さ

せていくことです。インド政府との合意の下、日本企業と連携
しながら、NEDOはインドで実証プロジェクトを行っています。
こうした実証プロジェクトを通じて、急速に拡大するインド市
場への進出を目指す日本企業を、バックアップしています。
　実証プロジェクトの対象分野は、エネルギー分野や環境分
野が中心です。過去には、廃熱回収等の省エネルギー分野の
プロジェクトを多く実施してきましたが、最近では、エネル
ギー・マネジメント分野やスマートコミュニティ分野での実証
プロジェクトが増えてきました。インドのモディ首相は、「国内
に100カ所のスマートシティをつくる」という政策を掲げてお
り、そうした中、インド中央政府の電力省が中心になって実施
しているスマートコミュニティ実証事業は14件あります。その

インドは日本企業にとって活動が難しい市場という認識があります
が、インドのビジネス環境の特徴を教えてください。

　インドはアジアに位置付けられますが、中国
や東南アジアとは、ビジネス事情がかなり違い
ます。世界銀行が2014年に発表した「ビジネ

ス環境ランキング」では、調査対象189カ国中、ベトナムが78
位、中国が90位、インドネシアが114位、インドは142位と
なっており、インドのビジネス環境は下位に甘んじています。イ
ンドより下位の国は、ほとんどがアフリカの発展途上国です。
　インドでビジネスをする際に問題になるのは、煩雑な規制や
税制、曖昧な制度運用、土地収用の難しさ、電気・水・道路等の
インフラの未整備等、挙げればきりがありません。しかし、グ
ローバル化が進んだ今、インドは残された巨大市場であるこ
とは間違いなく、インド市場の高い成長可能性を否定する人
はいません。一方、この市場で短期的な果実を狙うことは困難
です。インドは民主主義国家ですが、経済体制は長らく旧ソ連

型の計画経済体制を指向してきました。その転換を図り、外資
規制を大幅に緩和したのは1991年で、インドは本格的な経
済の自由化から、まだ20年ちょっとしか経っていません。この
ため、日本企業も長い目で見ながら、インド市場と付き合って
いくことが極めて重要です。

～NEDOニューデリー事務所に聞く～

ニッポンが向き合う今
nd2

インド特集 リアル

インドの

About India  インド基本情報 ［出典：外務省およびJETRO資料より抜粋］

インドにおけるNEDO実証プロジェクト

中の一つが、NEDOがFS（フィージビリティ・スタディ）調査ま
で終了して本格的実証プロジェクトを開始予定の、ハリヤナ州
パニパット地域でのスマートコミュニティ事業です。しかも本
プロジェクトは14件の中で一番早く進んでいることから、いわ
ば、フロントランナーになっています。

鉄鋼新規プロジェクトについて、
インド鉄鋼省バースワル局長との
議論の様子。インドではトップダウ
ンで仕事が進むことが多い。

インド最大国営鉄鋼会社SAIL
社の最高技術責任者であるモ
ハンティ氏との議論の様子。

インド人なら誰でも知っているトップブランドに
成長したマルチ・スズキ。インドが市場として注
目される前からいち早く参入し、非常に長い時
間をかけて現在の地位を築いた。インド政府
の公用車にもマルチ・スズキが多く使われる。

デリー近郊のハリヤナ州グルガ
オンに開発されたサイバーシ
ティーへは、片側6車線、計12車
線の高速道路が延びる。拠点を構
える日本企業も増えている。

実証中のプロジェクト

終了したプロジェクト

ニューデリー
ハリヤナ州

グジャラート州

ラジャスタン州

マハラシュトラ州

テランガナ州

オディシャ州

ジャールカンド州
西ベンガル州

アンドラプラデシュ州

タミルナドゥ州

パニパット

ムンバイ

プネ

ニムラナ

バーンプール

ルークラ

アングル

ヴィシャカパトナム

ヴィシュヌプラム

チェンナイ

大規模太陽光発電システム等
を利用した技術実証事業

2010-

2015-

2015-

2014-

2013-

2014-

2014-

2001-2004

2006-2011

2008-20142009-2014

2009-2011

2008-2011

2001-2004

携帯電話基地局
エネルギーマネジメント
システム実証事業
（インド全土に62サイト）

スマートグリッド
技術実証事業

ICT活用型
グリーンホスピタル実証事業

製鉄所向け
エネルギーセンターの

最適化制御技術実証事業

高炉熱風炉排ガス顕熱
有効利用設備モデル事業

高性能工業炉
実証事業

セメント焼成設備
廃熱回収モデル事業

火力発電所放流渠を活用した
マイクロ水力並列配置
発電システム技術実証事業

省エネキャパシティビルディング事業

ディーゼル発電設備
燃料転換モデル事業

コークス乾式消火設備
モデル事業

高効率簡易選炭システム
実証普及事業

焼結クーラー
排熱回収設備モデル事業

NEDO
ニューデリー
事務所

ジャムシェドプール
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田中哲也所長（左から2番目）とNEDOニューデリー事務所のスタッフ。

面積 ―――― 328万7469㎢（パキスタン、中国との係争地を含む）
人口 ―――― 12億1057万人（2011年）
宗教 ―――― ヒンドゥー教徒80.5％、イスラム教徒13.4％、

キリスト教徒2.3％、シク教徒1.9％、仏教徒0.8％、
ジャイナ教徒0.4％（2001年）

GDP ―――― 1兆8768億ドル（2013年）
主要産業 ―― 農業、工業、鉱業、IT産業

輸出入産業 ―――― 輸出：石油製品、宝石類、機械機器、
 化学関連製品、繊維
 輸入：原油・石油製品、金、機械製品
在留邦人数 ―――― 7883人（2013年10月）
日本企業（拠点）数 ―― 1209社［3961拠点］（2014年10月）
対日貿易額 ―――― インドへの輸出：9002億円
 インドからの輸入：7264億円（2014年）

NEDO実証事業におけるインド中央政
府の窓口を担う、インド財務省の建物。
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2010 2012 2013 2014 2015 2022（年）

100,000［単位：MW］

3,743
2,631

1,645
941.3

12.3

　インドの抱えるエネルギー分野や環境分野
の問題を、日本企業が有する優れた技術で解
決するような実証プロジェクトを、もっと行って
いきたいと考えています。インドは積極的に再
生可能エネルギーの導入を進めていますが、そ
のエネルギーを貯めるバッテリー技術、さらに
は電気を送電・制御する技術が必要になりま
す。これらの技術は日本が得意な分野であり、
今後は、リチウムイオン電池をはじめとする
バッテリー技術や、IT技術を使った送電グリッド
の安定化技術等で実証プロジェクトができれ
ばと思っています。さらに、都市部におけるゴミ

問題も深刻です。高効率な廃棄物発電技術も、今後可能性が
あると思っています。
　また、経済産業省と連携しながら、インド南部のアンドラプ
ラデシュ州の経済発展を支援する取り組みも行っています。ア
ンドラプラデシュ州は、2014年にテランガナ州とに分離独立
し、2024年以降に首都を移転する予定です。今後、新首都整
備等、大型インフラプロジェクトが多数見込まれる中で、日本

のスマートコミュニティ技術を活用しながら新首都づくりに
貢献することを目指し、関係政府機関と連携を図りながら、
オールジャパン体制で対応しています。
　また、NEDOとしては、実証プロジェクトを実施後、その技術
の普及の確率を高めていかないといけないと思っています。
このためには、実証プロジェクトを行う日本企業と、事前にプ
ロジェクト後のビジネスモデルも含めてよく議論していくこと
が極めて重要だと考えています。　
　今後、世界の超大国になることが確実視されているインド
で、日印関係のさらなる発展に貢献できればと思っています。
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Q5
A5

インドでの日常生活はどの
ような感じなのでしょうか？

　いまだに古いインドはあちこちに残っている
ものの、インドの生活水準は劇的に良くなって
おり、中でもデリー等の大都市では急激に改善

しています。現在、インドの一人当たりのGDPは約1500ドルと
されていますが、デリーでは約3000ドルです。モータリゼーショ
ンが起きるのは一人2500ドルに到達してからといわれてい
ますので、デリーでは完全に自動車が普及する所得水準に達
しています。郊外にも高級ショッピングモールが次々と建ち、
外国の製品もあふれていま
す。生活の不便さはほとんど
感じません。また、医療水準
も欧米で教育を受けた優秀
な医師がたくさんいますの
で、特段問題になりません。

Q6
A6

インドでの今後の抱負を
教えてください。Q3

A3

2014年5月にモディ政権が誕生してから1年が経ちますが、
インドの経済・社会に変化はありますか？

における日本企業の支援窓口も設置されました。こうした良好
で安定した外交関係のおかげで、日本企業の経済活動や
NEDOの活動も障害なく、前向きに進められていると思います。
　モディ政権になって、州政府レベルでも積極的に外国企業
を誘致して、地域の経済発展を目指す動きが活発化していま
す。各州が競うように投資優遇策を打ち出したり、外国企業専
用の工業団地を整備するなどしています。インドには、内務省、
外務省等50省を有する巨大
な中央行政機関があり、中央
集権的な印象がありますが、
実際は、地方政府が大きな
権限を持つ地方分権国家で
す。企業が活動しやすい環境
を整備することが地域の経
済発展にいかに重要である
かという認識が地方政府の
トップも含めて広まりつつあ
ることは、インドにとって大変
良いことだと思います。

　モディ首相はかつて、インド西部にあるグ
ジャラート州の州首相を務め、州の経済発展に
大いに力を発揮してきました。こうした実績を

反映し、昨年、モディ政権は国民から非常に高い支持を受けて
誕生しました。モディ首相はインドが直面する問題点を的確に
把握しており、特に、外国企業のインドへの投資を促すため
に、ビジネスしやすい環境を整備しようとしている点が評価さ
れています。
　また、インドでものづくりを奨励する「メイク・イン・インディ
ア」も、他産業への波及効果が高く、裾野の広がりを持つ製造
業（ものづくり）に重点を置いている点は、適切な政策だと思
います。もちろん、モディ政権が目に見える成果を出すにはな
お時間がかかると思いますが、インドが少しずつ良い方向に
改善されていることは間違いありません。
　さらに、対外関係もかなり変化が出ています。インド周辺国
のみならず日本、米国、中国といった主要国との外交も積極的
に展開しており、日本の安倍総理大臣とも緊密な信頼関係を
構築し、日印関係も大変良好です。2014年の日印首脳会談の
合意を受け、インド政府内には「ジャパン・プラス」というインド

Q4
A4

インドのエネルギー分野や環境分野の状況を教えてください。

　国が急速に発展する段階で常に問題になる
のがエネルギーと環境です。インドもその例外
ではありません。現在、インド最大のエネル

ギー源は石炭です。経済成長の拡大に伴い、石炭消費はます
ます増大すると予想され、NEDOが技術開発を進めてきたク
リーンコール・テクノロジーは、インドでは極めて重要な技術
になっています。
　NEDOは昨年、産炭地域であるオディシャ州アングルで、石
炭分と灰分とを採炭現場で効率良く選炭するという実証プロ
ジェクトを完成させました。また、南部のアンドラプラデシュ州
で、インド初の超々臨界石炭火力発電所の建設に向けたFS調
査を6月から実施しています。
　また、インドは再生可能エネルギーの導入に積極的で、イン
ド政府は現時点で約3.7GWの太陽光発電容量を、2022年ま
でに100GWまで引き上げる方針です。風力発電についても、
現時点で約21GWのところ、2022年までに100GWまで拡大
させる方針を立てています。日本同様、インドにもFIT制度（固

T O P I C

I N F O R M A T I O N

日印エネルギー協力への貢献～

「日印エネルギーフォーラム」開催
　NEDOは2015年4月29日、宮沢洋一経済産業大臣の訪印に合わせ、「日印エネ
ルギーフォーラム2015“カンファレンス”」を開催しました。「日印エネルギーフォー
ラム」は、エネルギー分野における日印の官民対話の場として、2006年からNEDO
がインドで継続的に開催しており、日印政府間の対話においても、日印2国間のエ
ネルギー協力における本フォーラムの重要性が認識されています。
　また、2015年9月23日から25日まで、「9th Renewable Energy India Expo 
（REI2015）」内に、「日印エネルギーフォーラム2015“エキシビション”」として、ビ
ジネスマッチングを目的とするNEDOパビリオンを出展します。世界から400社以
上が参加する中、20社以上の日本企業が参加を予定し、日本の優れたエネルギー
関連技術のインド市場への事業展開を後押しします。

昨年の“エキシビション”に
参加した企業の声

当社はインドの10都市で実証事業を遂
行するために、本展示会で信頼できる現
地の施工協力企業を発掘できました。こ
れにより実証事業にとどまらず、インド市
場の開拓を行うに当たって非常に大き
な前進となりました。（株式会社ピクセラ様）

当社は2013年から参加させていただ
いております。インドで実施している
NEDOの委託事業に関わる商談の場
として重要な展示会であるとともに、
民需関係でもPCSやインバーター等、
多くの引き合いをインドのお客様より
頂戴しております。（富士電機株式会社様）

日印エネルギーフォーラム2015“エキシビション”
●2015年9月23日～25日
●インド・ニューデリー近郊グレーターノイダ
「9th Renewable Energy India Expo（REI2015）」に
NEDOパビリオンを設置。日印ビジネス協力の場を提供します。

2015年3月、アンドラプラデシュ州でス
マートコミュニティに関する技術セミ
ナーをNEDOが主催。ナイドゥ州首相を
主賓にお迎えし、ご講演いただいた。

2015年のカンファレンスに参加し
た宮沢経済産業大臣（中央）、ゴヤ
ル電力・石炭・新エネルギー再生可
能エネルギー大臣（右から2番目）、
NEDO古川理事長（左端）。

2014年に開催した
エキシビションの様子。

［出典：インド新再生可能エネルギー省および電力省の資料を元にNEDO作成］

インドにおける太陽光発電容量の推移

アンドラプラデシュ州ヴィシャカパトナ
ムで実施した「焼結クーラー排熱回収設
備モデル事業」の実証場所であるRINL
社ヴァイザック製鉄所内で行われた完成
式で、インドの人と共に祝う田中所長。

定価格買取制度）があり、電力会社が積極的に買い取りを
行っています。NEDOも、日系企業の集まるラジャスタン州の
ニムラナ工業団地において太陽光パネルによる発電とエネル
ギー・マネジメント技術を活用した実証プロジェクトを実施し
ていますが、今後もインドで再生可能エネルギーの割合が増
えていくことは間違いありません。

モディ首相の出身政党である与党BJPの本部前。看板
に描かれている人物は、一番左がバジパイ元首相、左
から三番目がモディ首相。

日本のODAの支援を受けて建
設されたインドの地下鉄にて。

近年インドでは、高級ショッ
ピングモールが増えている。

サリー販売店でのやり取
り。古き良きインドの面影。
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