
出展内容のご案内、アクセス等の詳細情報はこちらから

フォーラム内容のご案内、アクセス等の詳細情報はこちらから

http://www.nedo.go.jp/events/EF_100065.html (nano tech)
http://www.nedo.go.jp/events/EV_100035.html (InterAqua)

http://www.nedo.go.jp/events/AT09_100037.html

Information NEDOが実施・出展するイベントのご案内

sucoF「誌報広の）ODEN（構機発開合総術技業産・ーギルネエ新
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、NEDOの活動について、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」編集担当宛て

●NEDOが実施するプロジェクトの公募情報や最新の成果、活動等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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昨年度出展した「InterAqua 2016」のNEDOブースの様子

一昨年度の「第7回日独環境・エネルギーフォーラム」の様子

 January 2017

11
月

2
月

12
月

1
月

4
月

5
月

6
月

3
月

2日
　NEDOフォーラム 2016
　in　大阪
2～6日 
　創エネ・あかりパーク
　2016
10日 
　NEDOフォーラム 2016
　in　名古屋
29～12月2日
　POLLUTEC 2016

11月29～2日
　POLLUTEC 2016

2017年

2016年

3日
　平成28年度
　NEDOベンチャービジネス
　マッチング会（大阪）
8日
　第10回
　新産業技術促進検討会
 （照明イノベーション
　シンポジウム） 
9～10日
　第8回
　日独エネルギー・環境フォーラム 
10日 
　平成28年度　
　TSC Foresightセミナー
 （第3回） 
15～17日 
　nano tech 2017 
　InterAqua 2017 
16～17日 
　川崎国際環境技術展 2017 

　

9日 
　2017年日印エネルギー
　フォーラム・カンファレンス
27日
　平成28年度
　NEDOベンチャービジネス
　マッチング会（東京）　　

20～24日
　ドイツ国際情報通信技術
　見本市
 （CeBIT 2017） 

昨年度実施した「nano tech 2016」のNEDOセミナーの様子　NEDOは2017年2月15日（水）から17日（金）に、東京ビッグ
サイトで開催される「nano tech 2017」と「InterAqua 2017」
にそれぞれ出展します。
 「nano tech 2017」では、次世代の材料と言われているカー
ボンナノチューブやグラフェン、セルロースナノファイバーな
ど、NEDOが注力する新材料について実物を用いて紹介する
と共に、関連プロジェクトの最新情報について講演します。ま
た、「InterAqua 2017」では、水処理技術の国際実証や技術
研究開発プロジェクトの概要や成果を紹介。排水を処理しな
がら電気を生み出す技術「微生物燃料電池」の試験装置や、
次世代の水処理技術として注目が高まる「正浸透膜」などを
展示する予定です。ぜひ、ご来場をお待ちしています。

　NEDOは2017年2月9日（木）～10日（金）に、ドイツ連邦環
境・自然保護・建設・原子炉安全省（BMUB）、ドイツ連邦経済・
エネルギー省（BMWi）と共同で、「第8回 日独エネルギー・環境
フォーラム」を開催します。
　今回は、「地球環境対策に資するエネルギーの新たな枠組
み（仮題）」と題し、再生可能エネルギー大量導入に伴う電力需
給確保の困難化や電力市場の不安定化といった問題を解決す
るため、日独両国で取り組んでいる再生可能エネルギー発電
や蓄エネルギー技術、ICTの運用で解決を目指すグリッドのス
マート化や水素社会の実現等の最先端の試みについて紹介。
両国で問題の共有化や解決策について情報交換を行います。
ぜひ、お越しください。

最新のNEDOの取り組み紹介やビジネスマッチングなども実施

nano tech 2017 
第16回 国際ナノテクノロジー総合展・技術会議

InterAqua 2017 
第8回 国際水ソリューション総合展

2017年2月15日（水）～17日（金） 
東京ビッグサイト（東京国際展示場）東ホール

日本とドイツでエネルギー・環境問題に取り組む

第8回 日独エネルギー・環境
フォーラム
2017年2月9日（木）～10日（金） 
WTCコンファレンスセンター
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CNTのすべて
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未来技術への提言
建築家 隈研吾さん
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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、NEDOの活動について、ご紹介します。
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テクノロジーが実現する
人間に近づく建築
建築家

隈 研吾さん

　今、建築のあり方が大きく変わろうとしている。最近の技術革新の多くはコ

ンピューターテクノロジーと関連しているが、ITから最も遠く感じられる建築

が変わろうとしていることの背景には、深い所でITが可能とした社会の民主

化、すなわち大きな「技術」から「小さな技術」へという転換と関連している。

建築という「大きな技術」さえもその転換を余儀なくされたわけである。建築

の民主化、建築を「大きい技術」から「小さい技術」へと転換することが、どの

ような世の中をもたらし、都市をどう変えるかに、僕は今、一番関心がある。

　建築の民主化の最もわかりやすい例は、「コンクリートから木へ」という、

建築の基本材料の転換である。コンクリートは、20世紀という時代、大工

場、大企業を生産の基本単位としていた。工業化社会と不可分の関係にあっ

た。それ以前は、個人が石やレンガを積み上げたり、手で持てる重さの木材を

組み立てて、建築を作ることができた。この状態を、僕は民主化された建築と

呼んでいる。しかし、コンクリートを主材料とすると、建築は個人の手では負

えなくなる。これは建築を個人から遠ざけただけでなく、人間から遠ざけ、建

築という存在に対する嫌悪感が社会に広まった。

　今、再び建築が民主化しつつあるのは、現代のテクノロジーのおかげといっ

ていい。木を不燃化したり、高度な構造計算によって、細い木を組み合わせ

て、耐震性の高い建築を作ることができるようになった。僕が教鞭をとってい

る東京大学建築学科では、そのような「建築の民主化」を目的として、T-ADS

（University of Tokyo Advanced Design Studies）を2013年に設立

した。CAD（コンピューター・エイデッド・デザイン）は、90年代の半ばに、建

築の図面作業のやり方を一新したが、T-ADSでやろうとしていることは、AIを

含むITテクノロジーの助けを借りることで、建築そのものの作り方から材料に

至るまでを、抜本的に転換させることである。たとえば木のハシやコーヒー豆

のカスといった材料を用いて、建築の構造体を作ることにもT-ADSは挑戦し

ている。思ってもみなかった形で、自然材料の利用、廃棄物のリサイクルが、コ

ンクリートに支配されていた建築業界を変えつつあるのである。

　そのような試みの結果再び、自然が建築に戻りつつあり、人間と建築とが

再び近づきつつある。国産材の木を多用して作る新国立競技場が、そういう

時代の象徴になればいいと思っている。

くま けんご

建築家・東京大学教授。近作に歌舞伎
座、FRACマルセイユ等があり、国内外
で多数のプロジェクトが進行中。新国立
競技場の設計にも携わる。NEDOのス
マートコミュニティ実証事業が行われ
ているフランス・リヨン市のポジティブ・
エナジー・ビルディング「HIKARI（ヒ
カリ）ビル」の建築も手掛けた。著書は
『小さな建築』（岩波新書）、『建築家、
走る』（新潮社）他、多数。

未 来 技 術への提言

未来技術への提言
建築家  隈 研吾さん
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超スマート社会

エネルギー
バリューチェーンの最適化

地球環境情報
プラットフォームの構築

スマート・フードチェーン
システム

スマート生産システム

高度道路交通システム

新たなものづくりシステム

統合型材料開発システム

地域包括ケアシステム
（医療・福祉）

おもてなしシステム

効率的かつ効果的なインフラ
維持管理・更新の実現

新しい事業・サービス

自然災害に対する
強靱な社会の実現

NEDOの技術で支える未来のIoT社会
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特集  1
必要なモノやサービスを、必要な人に、必要な時に、必要なだけ提供する。

年齢、性別、地域、言語といったさまざまな制約を乗り越え、あらゆる人が生き生きと快適に暮らせる。

そんな「超スマート社会」の実現のカギとなるのが「IoT」（モノのインターネット）です。

NEDOは、日本が世界に先駆けて「超スマート社会」を実現するため、多様なプロジェクトを推進しています。

超スマート社会を支える

IoT
 「社会のあらゆるモノがインターネットでつながる」という概念を、「IoT」（Internet of 

Things：モノのインターネット）といいます。例えば、モノに備え付けられたセンサーで、温

度、湿度、振動、加速度などのさまざまな情報を取り込み、その情報をインターネットを介し

て集積し、解析処理などを行う。こうしたネットワーク技術で、新たなサービスやビジネスモ

デルを創り出し、社会的な問題の解決に寄与することが期待されています。

　世界では多くの国がモノづくり分野を中心にIoTを活用する取り組みを打ち出しています。

これに対して日本は、IoTの活用をモノづくりに適用させるだけでなく、「さまざまな分野に広

げ、経済成長や健康長寿社会の形成、さらには社会変革につなげていく」（第5期科学技術基

本計画〈平成28年度〜32年度〉）ことを打ち出しています。政府は、P.5の図に掲げるような

多様な分野でIoTが大いに生かされることによる「超スマート社会」の実現を目指しています。

　こうした政府の方針を受け、NEDOはハードウェアだけでなくソフトウェアにも注力し、分

野横断的な技術開発を推進することを掲げています。また、個別の技術開発のみならず、既存

のビジネスにとらわれない新しい事業やサービスを生み出すために、IoTの利用者、研究機関、

関係企業などさまざまな立場から成るコンソーシアムを活用し、プロジェクト成果が社会で広

い用途に使われたり、標準化・共通化がなされる状況も目指していきます。さらに、日本の技術

の立ち位置を把握すべく、海外技術動向調査を行い、プロジェクトを推進していく方針です。初

年度となった2016年度は、IoTの基盤技術の開発に重点を置いた取り組みをしており、以降は

引き続き、2030年の高度なIoT社会の実現を見据えて、研究開発を推進していく予定です。

　すでに、NEDOの各種IoT推進プロジェクトに、ベンチャー、大学、大企業などの多様な実施

者が取り組んでいます。P.6以降では、新しい価値を創出するIoT技術を紹介します。

●国内IoT市場の支出額予測

2014年から2020年の間の年間平均成長率は16.9％と高
水準。出典：IDC Japanプレスリリース「国内IoT市場ユー
スケース（用途）別／産業分野別予測を発表」
（2016年2月23日）
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読み取りできない

他社のタグ

金属 金属

当社の金属対応タグ

読み取りできる
国際特許出願中
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特集  1超スマート社会を支えるIoT

あらゆる金属製品の情報認識が可能に
状況把握の効率化が飛躍的に向上
　 部材の数 量把握や製品の個体情報識別など、電波を
介して情報を読み取るIC、「RFID(Radio Frequency 
IDentification)」が注目されています。ただ、取り付け対象物
が金属資材の場合、電波干渉のため普及が阻害されているの
が現状です。この金属対応タグに技術革新を起こしたのがフェ
ニックスソリューション。従来不可能だった金属背面からの読
み取りを可能にしました。タグが接する金属対象物に電波をは
わせ、金属全体をアンテナ役にしてしまうという逆転的発想に
よる画期的技術です。
　同社は、IoTを活用した優れたプロジェクトを選考する「第
2回 先進的IoTプロジェクト選考会議」で準グランプリを受賞
し、NEDOの支援が決定しました。背面読み取りが可能な複
数形状の金属対応タグの実用化に取り組み、金属部品の入出
荷・在庫管理の作業効率を改善するだけでなく、自動車や道
路インフラなどに応用し、交通・運輸のスマート化を目指すな
ど、さまざまな用途開発が期待されています。

世界初！ 金属背面からも読み取れる
金属資材の一括管理でスマート生産
株式会社フェニックスソリューション

あらゆる「面」を多機能に
印刷技術による新しいものづくり
次世代プリンテッドエレクトロニクス技術研究組合（JAPERA）

印刷技術を電子デバイスの製造に展開
世の中の「面」が多機能なセンサーに
　印刷技術は、必要な部分にのみ直接材料を描画する、環境
にやさしい加工法です。この印刷技術による電子デバイスの実
現に取り組んでいるのが、16の企業などから成る次世代プリン
テッドエレクトロニクス技術研究組合（JAPERA）です。
　JAPERAは大面積、軽量、薄型、フレキシブルなどの特長を
有する電子デバイスの材料・製造技術を確立。全印刷工法で、
世界でもトップレベルの高精細で高速応答が可能なアクティブ
マトリクスタイプのフレキシブル薄膜トランジスタ（TFT）アレ
イシートを実現しました。この技術を応用することで、あらゆる
「面」をセンサーや表示装置にできるほか、伸縮性のある柔ら
かい材料等の加工も可能になり、電子デバイスにこれまでにな
い価値を与え、新たなサービス・製品の実現に貢献します。

金属材料を扱うモノづくりの業務
効率を大幅改善。自動車にタグを取
り付ければ、交通のスマート化が実
現。インフラ管理や安全対策など
応用の可能性は広い。

黒い部分が金属対応タグ。ネジの頭部に微小
なタグを埋め込むことが可能。

オール印刷によって作製したフレキシブル
TFTアレイシート。

フレキシブルTFTを使用した圧力セン
サーシートの応用例①形状と重量で商品
管理できる棚板。

フレキシブルTFTを使用した圧力セン
サーシートの応用例②丸めて持ち運べる
電子ピアノ。

フレキシブルTFTを使用した圧力セン
サーシートの応用例③精細なタッチが表
現できる電子ホワイトボード。

◀︎試作中の背面読み取り可能金属対
応タグ各種。（上）パイプ埋め込みタ
イプ。（中）耐熱タイプ。（下）小型タ
イプ。これらをNEDO「IoT推進のため
の横断技術開発プロジェクト」により
実用化させる予定。

▼従来品と開発品の比較。（左）従
来品では読み取り電波が金属に跳ね
返され読み取り不可能。（右）金属自
体がアンテナの役割をするため背面
のタグも読み取り可能に。

印刷・材料技術により圧力センサー
の機能を持つフレキシブルなシート
状デバイスを実現。設計・製造ツー
ルのプラットフォーム化は産業競争
力の強化にもつながる。
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写真左から

金岡久夫 氏
株式会社フェニックスソリューション
代表取締役社長

和田康志 氏
株式会社フェニックスソリューション
取締役副社長／営業本部長

杉村詩朗 氏
株式会社フェニックスソリューション
取締役技術本部長

大宮俊孝
NEDO IoT 推進部主任

コンクリートの劣化を素早くキャッチ
予防保全でインフラの安全性を確保
大阪大学／東京大学

現場にセンサーを面的に張り巡らせて
コンクリートの腐食状態を常時計測
　従来、送電用地下ケーブル設備等の広範なインフラの現場状
態をモニタリングをする際は、画像診断や打音診断等が行われて
きました。しかし、塩害や酸性環境下でセンサーによる常時計測
は難しく、劣化具合の正確な把握が難しい場合もありました。
　そこで、大阪大学は50年以上の耐環境性を持つIoTセンサー
ノード間配電・通信インフラを構築するための炭素配線シート
システムを東京大学と共同で開発し、東京電力の協力を得つつ
モニタリングシステムとしての実用化を目指しています。振動、
ゆがみ等を検知する低コストのセンサーの開発も実施。インフ
ラ施設のコンクリートに面的にセンサーを張り巡らすことで得
られた情報はビッグデータ解析の対象にもなり、インフラ構造
物の劣化傾向などの重要な情報を得ることにもつながります。

複雑な構造物全体のゆがみを面的に計測
する炭素配線シートシステムを開発する。

インフラ施設などの効率的な維持
管理を新技術で実現。センサーで得
たビッグデータを解析することで、
実社会にフィードバックできる傾向
や特徴も把握可能。
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センサー
ノード

長期間安定的に電源供給・通信
できる炭素配線

塩化物が多い環境・酸性環境に
耐える振動・ゆがみセンサー
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新しい価値を創出するIoT技術



新しい価値を創出するIoT技術
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特集  1超スマート社会を支えるIoT

患者の状態を非接触で把握
在宅患者が安心して暮らせる社会へ
コニカミノルタ株式会社

世界初！ 新感覚のモノが誕生
柔らかくて強いゲルによる新しいものづくり
山形大学／JSR株式会社／サンアロー株式会社

患者の状態を非接触で常に把握
在宅医療の負担が大幅に軽減
　介護施設や自宅で医療を受ける「在宅患者」の数は、2030
年で190万人（現在の３倍以上）と予想されています。
　コニカミノルタは、在宅患者の呼吸や睡眠の状態を非接触
で検知し、計測データを共有するシステムの構築を目指し、研
究開発に取り組んでいます。コア技術は、呼吸や睡眠を精緻に
把握できる独自のマイクロ波センサー。これを部屋の天井など
に設置して、患者の呼吸、睡眠、体温、血圧などの情報を取得
し、コールセンターが管理する仕組みです。
　非接触のため患者の負担が軽減されるとともに、日々の体
温・血圧などの計測データを蓄積することで、在宅医などの医
療従事者がデータ共有可能な在宅医療プラットフォームと組み
合わせるなど、在宅医療の効率化を目指します。

「柔らかくて強い」ゲルを３次元造形
人体に触れているような新感覚が実現
　人とモノとのインターフェースの感覚が多様化や進化を遂げ
ています。山形大学、JSR、サンアローは、柔らかくて強い材
料であるゲルを直接3次元に造形する技術を研究開発し、新
市場の創出を目指しています。
　水分を多く含む高強度ゲルは、人が触れるインターフェース
材料への応用が期待される一方、加工性の悪さが課題でした
が、3Dゲルプリンティングシステムにより高精度な造形が可能
になりました。それにより、これまでにない新感覚をモノにも
たらすことが可能になり、その感覚をネットワークで共有する
ことでIoT社会における医療・福祉などさまざまなサービスへ
の応用が期待できます。2016年11月に山形大学発ベンチャー
「（株）ディライトマター」が設立され、このゲル材料の本格的
な実用化を目指して確実に前進しています。

在宅医療ケアシステムの変革によ
り、介護される人と介護・医療従事
者双方の負担軽減を実現。その
効果により在宅医の増加も期待
できる。

コア技術のマイクロ波センサーに
よって検知した患者情報を蓄積し、
在宅医療支援クラウドにより共用・
活用。在宅医の負担を軽減する。

新たなモノづくりシステムで、人
が触れるロボットなどのモノの
表面がヒューマン・フレンドリー
に。人体への接触感覚を模した
人体部位モデルの製造も。

指モデルを造形したディスペンサ式
3Ｄゲルプリンティングシステム。
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小さな体動から
呼吸を検知

高齢者患者

マイクロ波センサー
が、呼吸による胸の
微小な振動を分析
し、呼吸を検知。

サイバー攻撃から社会を守る
安心安全な社会基盤の構築
重要インフラ等における
サイバーセキュリティの確保
　インターネットを介してモノがつながる超スマート社会では、
サイバー犯罪対策がより一層、重要となります。府省の枠等を越
えて科学技術イノベーションの実現を図る、内閣府の「戦略的イ
ノベーション創造プログラム（SIP）」において、NEDOは「重要
インフラ等におけるサイバーセキュリティの確保」をテーマとす
る技術開発を推進しています。
　特に、通信、エネルギー、交通システム等の重要インフラを標
的とするサイバー犯罪の対策として、機器の製造段階でソフト
ウェアの改ざんを検知する技術や、機器運用段階で制御ネット
ワークの動作監視、解析、防御等を行う技術の開発等を目指し
ます。また、開発されたセキュリティ技術を社会実装し、その機
能が正しく実装されていることを確認する仕組みの検討を進め
ると共に、インフラ事業者間をまたがる情報共有プラットフォー
ム技術の開発も行い、大規模システムでのセキュリティ強化を図
ります。

RGBレーザー

MEMSミラー

“網膜投影”

リフレクタ

眼球

  水晶体
（レンズ）

ロービジョンの方の暮らしをサポート
見える世界が広がる 
株式会社QDレーザ

メガネが直接投影型プロジェクターに
「視覚」の概念が変わる可能性も
　QDレーザは、レーザー技術を応用した超小型プロジェクター
を眼鏡に装備し、網膜に直接映像を投影する「網膜走査型レー
ザアイウェア」の開発を進めています。フレーム内側の投射部か
ら、網膜に微弱な光を直接的に投影することで、ピント合わせ
不要で映像を見る仕組み。ロービジョン（全盲でない視覚障害
者）の方が装着すると、内蔵カメラによる撮像や外部入力され
たデジタル情報を「視覚」として得ることができます。
　この技術は視覚支援などの福祉・医療に役立つだけでなく、
新たな視覚デバイスとしてAR（拡張現実）による作業支援や、
VR（仮想現実）によるエンタメ応用、さらに人間の視機能の
拡張といった将来性も持っています。超スマート社会における
新たな情報提示装置としての実用化が期待されます。 〈映像が網膜に投影される仕組み〉

RGB（3原色）のレーザーを極小ミラーに反射させ、さらに
その光をリフレクタに反射させて網膜に直接投影する。

あらゆるモノがつながる重
要インフラ全体を守るイ
メージ。2020年の東京オ
リンピック・パラリンピック
を見据えて、技術だけでな
く人材育成にも取り組む。

ロービジョンの方の活動範囲が広
がり、社会的役割や生きがいをより
感じるようになる。ARやVR、視覚
機能の拡張など、新たな視覚デバイ
スとしての将来性もあり。

「網膜走査型レーザアイウェア」の
試作品。フレームの内側にプロジェ
クターを取り付けたことで、突出部
のないデザインに。
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マイクロ波センサー

検知した呼吸の状態微
体

動
強

度
指

数

人間の皮膚に近い触感の指モデル。 複雑な構造のゲルも高精度に造形可能。



研究開発拠点 実証実験
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企業が抱えるIoT新規参入のボトルネックを解消
　IoT分野への新規参入を検討する企業にとって、開発の投資や専
門人材の確保はボトルネックとなる課題です。NEDOとして取り組
むべきことについて、IoT推進部梅田到統括主幹は「個々の技術開
発のみならず、それらの課題を解決するような拠点を構築し、IoTに
求められる電子デバイスのアイデアをサンプル試作し、量産化につ
なげる事業化プロセスを支援することはNEDOの役割だと考えて
います」と説明します。
　そこで、茨城県つくば市の産業技術総合研究所（以下、産総研）
に設けたのが「IoTオープンイノベーション拠点」。既存の共用施設
にIoTデバイス開発向けの設計・製造基盤設備を導入します。自社で
の設備導入が難しいベンチャー企業や非エレクトロニクス分野の
企業、大学などに本拠点を活用してもらうことで、企業単独では難
しい技術開発に取り組んでもらい、社会にIoT技術を活用したビジ
ネスが広がることを目指します。
　産総研の金丸正剛領域長は「IoTデバイスに不可欠な半導体やセ

ンサーなどの研究成果の蓄積や、研究者や知財コーディネーターな
どの専門人材を豊富に擁し、デバイス開発の先にあるIoT活用まで
も見据えた総合的な体制で、利用者を支援していきます。ぜひ気軽
にご相談いただければ」と拠点の利活用を広く呼びかけます。

スタッフの支援で開発が加速したと実感
　NEDOプロジェクトで同拠点を活用している１社がキッコーマン
です。同社は、これまで「食の安全・安心」を実現するため、衛生
検査キットなどを提供してきました。お客様からの要望に応えるた
め、次世代測定系を検討する中で、光によって多くの情報を迅速に
検出できるプラズモニックセンサーを検討していたところ、IoTオー
プンイノベーション拠点の話を聞き、産総研と共に応募しました。
　同社研究開発本部の前田泰一氏は、「センサーの研究試作では、
操作経験のない半導体製造設備などを扱っていますが、拠点スタッ
フの方には使い方を教わるだけでなく、改善策や提案までいただい
ています」と研究試作で得られた結果をさらに次の試作に生かすと
いった、効率的な検証ができると実感しています。

IoT時代に向け省エネ電子デバイスの普及を目指す
　IoTの普及により消費電力の大幅増加が予想される中、エレクト
ロニクス機器の低消費電力化や効率化に向けて、NEDOは「クリー
ンデバイス社会実装推進事業」を実施。この事業の一環として、ソ
フトバンクグループのリアライズ・モバイル・コミュニケーションズ、
日立製作所、サイバー総研は「クリーンビーコン」を開発し、実用化
への取り組みを行っています。ビーコンとは近距離で電波を発信す
る通信デバイスのこと。今回のビーコンは無給電、つまり１次電池や
外部電源を用いず自律動作することが特徴です。
　このクリーンビーコンを用いた観光ガイド実証実験が、2016年
11月から、奈良県の東大寺境内でスタートしました（2017年３月末
まで）。対応アプリをダウンロードした観光客が東大寺境内に複数
設置されているクリーンビーコンに近づくと、自動的に観光ガイドや
ナビゲーション情報などをスマートフォンで得ることができます。今
回は外国人観光客向けに英語、中国語、韓国語で対応。スマートフォ
ンが起動スポットに入ると、大仏殿の成り立ちや参詣の作法を説明

する動画など、観光ガイドムービーが自動再生されます。今回の協力
について、東大寺の庶務執事を務める森本公穣師は「外国人の方で
も東大寺に親しんでいただけるように、このような先端技術は積極
的に取り入れたいと考えています」とビジョンを披露しました。
　本実証は、クリーンビーコンやオープンプラットフォームの実用化
に向けた信頼性向上を目的とするものですが、リアライズ・モバイ
ル・コミュニケーションズの藤森和香子氏は「クリーンビーコンは設
置する場所に応じて、セールスプロモーションや防災などさまざま
に応用できます。店舗やエリアのオープン化でサービスが多様化さ
れ、さらに収益が上がる仕組みを構築できます」と話します。

IoT技術で新たなおもてなしやサービスを
　NEDO都築直史IoT推進部長は「2020年の東京オリンピック・
パラリンピックに向けて外国人観光客の増加が予想される中、省エ
ネ技術の普及と併せて、日本の文化・習慣への理解やイベントでの
感動につながる“おもてなしシステム”の実証としても、大きな意義
があります」と、クリーンデバイスの普及に期待を寄せています。

IoTオープンイノベーション拠点を開設
誰もがアイデアを形にできる社会へ
IoT分野新規参入者の費用面や人材面でのボトルネックを解消し、アイデアを形にするための拠点ができます。

東大寺での観光ガイド実証実験で
感動につなげるおもてなしを実現
無給電の通信デバイス「クリーンビーコン」を使った、外国人観光客向けのサービス実証実験が始まりました。

▲︎実証実験におけるクリーンビーコン。日立製作所の「環
境発電エネルギーマネジメント回路」技術により、室内照
明程度の明るさでも作動。同時に蓄電も可能。

▼ビーコンから電波が送られると、スマートフォンにメニュー
画面が表示される。ムービーを選択して見ることができる。

▲︎スーパークリーンルーム（SCR）。3次元積層による半導体を
開発するための装置群を2017年度に導入予定。

▶ナノプロセシング施設（NPF）。微細な回路パターンを自在
に描くための電子ビーム露光装置を導入予定。拠点スタッフ
が装置の使い方を教えてくれる。

▼NPFの既存設備でキッコーマンが試作したプラズモニック
センサーの基板。

今後の展開イメージ。各地に置かれたクリーンビーコン群が、オープン
プラットフォームの外部インターフェースにより多様な目的で活用される。

各地のビーコン群

オープンプラットフォーム
様々なサービスに活用

観光ガイド

ナビゲーション

購買促進

ゲーム

防災

見守り

写真右から

藤森和香子 氏
リアライズ・モバイル・
コミュニケーションズ株式会社
シニアマネージャー

森本公穣 師
東大寺 庶務執事

都築直史
NEDO IoT推進部長　

写真右から

前田泰一 氏
キッコーマン株式会社
研究開発本部

金丸正剛 氏
産業技術総合研究所 
エレクトロニクス・製造領域 
領域長

梅田 到
NEDO IoT推進部 
統括主幹



（提供：産総研）

ナノカーボン
カーボンとは炭素のこと。1980年代まではダイヤモンドやグラファイト（黒鉛）
の二つが知られていましたが、その後、「フラーレン」「CNT」「グラフェン」という
三つのナノカーボンが発見され、フラーレンとグラフェンの発見者はノーベル賞
を受賞しています。

単層CNT
CNTは炭素が六角形となってらせん状に配列された原子構造をしており、
チューブ１本のものが単層CNT（SWCNT）、積層して二層、三層、さらに多
層となったものが多層CNT(MWCNT)です。多層CNTに比べ表面積が大き
く電気や熱の伝導性に優れていると言われています。

スーパーグロース法（SG法）
単層CNTの合成手法の一つである化学気相成長（CVD）法で、水分を極微
量添加することにより、触媒の寿命と活性を大幅に改善し、高純度、長尺、
高比表面積かつ分散性に優れた単層CNTが生成できます。このSG法でつ
くられた単層CNTをSGCNTと呼んでいます。
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　カーボンナノチューブ

CNTのすべて
カーボンナノチューブ（CNT）が発見されてから、四半世紀がたちました。

金属にも半導体にもなる性質から、さまざまな利用が見込まれているCNTは、

NEDOでの開発成果を生かして、いよいよ企業の量産化フェーズに進んでいます。

特集  2

CNT実用化に向けたNEDOプロジェクトの軌跡

　カーボンナノチューブ（CNT）はその名のとおり、炭素原子で
構成されている直径がナノメートル（10億分の１メートル）サイ
ズのチューブ状の物質です。密度はアルミニウムの半分程度と
非常に軽量でありながら、理論上の最大引張強度は鋼の50倍
以上、電流密度耐性は銅の1000倍、熱伝導性は銅の10倍以
上と、極めて優れた素材として注目を集めています。
　このCNTは1991年に当時NEC筑波研究所研究員だった

飯島澄男氏が発見し、英科学雑誌Natureに投稿した論文に
よって、広く世界に知られるようになりました。その発見から
2016年で25年。NEDOはこのCNTの実用化に向けて、1998
年度の「炭素系高機能材料技術の研究開発」を皮切りに、18
年以上もの長い間取り組み、2015年11月には、NEDOプロ
ジェクトの参画企業である日本ゼオン株式会社が、世界で初め
てSG法単層CNTの量産工場を稼働させるなど、その歩みが加
速しています。
　単層CNT実用化のカギとなったのが、革新的な生産技術で

す。2002年度から実施したNEDOの「ナノカーボン応用製品
創製プロジェクト」で、産業技術総合研究所の畠賢治氏が単層
CNTの画期的な合成法「スーパーグロース法（SG法）」という
基盤技術を開発。従来の単層CNTの合成法に比べて、約1000
倍の生産効率、99.98％の高純度で合成が可能となりました。

低炭素社会に向けた新材料への期待
　大量生産には基板の大面積化も重要な課題でした。品質を
落とさず量産化する製造プロセスにより、当初は5mm角だっ

た基板を、量産実証プラントでは50cm角まで大面積化するこ
とに成功。2010年度からNEDOの「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」で、その用途開発を進めてきま
した。また、CNTは新しいナノ材料ということから、安全管理
技術の開発も実施。こうした成果が、量産化・実用化への動き
を後押ししています。
　優れた物性を持つCNTの強みを、いかに社会のさまざまな
製品に応用していくか期待が掛かる中、P.14からは、複合部材
製品創出に向けたNEDOプロジェクトの成果を紹介します。

Key Word Key Word

NEDOでナノ炭素関連プロジェクトが始動
「炭素系高機能材料技術の研究開発」
（1998～2001年度）

優れた電気的、機械的機能を有する炭素系高機
能材料の産業化のための基盤技術確立を目的と
して実施。

「ナノカーボン応用製品創製プロジェクト」
（2002～2005年度）

ナノカーボン材料の構造制御並びに量産技術を開発
すると共に、物理的・化学的機能と電気的機能を引
き出す材料技術の基盤構築を目指す。

「カーボンナノチューブFEDプロジェクト」
（2003～2005年度）

CNTを使用した高精細・低消費電力等の高機能な
FEDを実現するために、均質電子源の開発とパネル
化やディスプレー性能評価技術を開発。

「ナノカーボン応用製品創製プロ
ジェクト」において、産業技術総合
研究所（以下、産総研）らがスー
パーグロース（SG）法の基盤技術
を開発

  「カーボンナノチューブキャパシタ
 　 開発プロジェクト」
   （2006～2010年度）
キャパシタ(蓄電部材)として活性炭の代
わりにCNTを用いることで、高出力、
高エネルギー密度、長寿命の電気二重
層キャパシタを開発。

 eDIPS法開発（産総研） 

金属型単層CNTバッキーペーパーの
　 製品化（名城ナノカーボン）

金属型と半導体型CNTの高純度分離法開発
  （産総研）

導電性を自由にデザインできる樹脂複合
材料製造方法を開発(豊橋技術科学大学）
単層CNTを用いた導電性ゴムを開発

（TASC）

TASCと産総研がCNTの
  「安全性試験手順書」、　
  「作業環境計測の手引き」を作成、公開

配線形状部材等に使用される
　 CNTと銅の複合材を開発（TASC）

金属・半導体型の効率的、高純度分離
  （TASC・産総研）

CNTとフッ素樹脂の複合材料
開発（大陽日酸）
単層CNTと銅の複合材料で微細配線
加工に成功（TASC・産総研）
塗工・印刷可能な単層CNTコート剤を
開発（TASC・産総研）  

SG法によるCNT量産工場稼働開始
  （日本ゼオン）

世界最高水準の耐環境特性ゴム材料開発
（TASC・産総研)
CNTによるCFRP衝撃強度向上　
～ゴルフクラブで製品化～(ミズノ）

19981991 2002 2003 2004 2006 2009 2010 2011 2013 2014 2015 2016

産総研で開発したSG法による単層
CNT。最初はマッチ棒の頭ほどの
5mm角から始まった。
（提供：産総研）

2015年11月、世界で初めてSG法による単
層CNTの量産工場を完成。

CNTを用いたCFRP製品のイ
メージ。

NEDOが考える今後の実用化
発展のイメージ。

開発したスーパーキャパシタ。

=NEDOプロジェクト
　　 ニュースリリース

「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」
（2010～2016年度）

技術研究組合単層CNT融合新材料
研究開発機構（TASC）が発足。

スーパーエンジニアリングプラスチック
「PEEK/SGCNT複合材料」を開発（TASC・産総研）

※P.14で紹介
単層CNTとゴム複合の高性能なシート系熱界面材料

（TIM）の量産開始へ（日本ゼオン）     ※P.15で紹介

NEDOプロジェクトの成果が文部科学大臣表彰の「科
学技術賞」、第14回産学官連携功労者表彰の選考委
員会特別賞を受賞

飯島澄男氏 CNTを発見
（Nature誌に論文を発表）
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特集  2CNTのすべて

NEDOプロジェクトで実用化への動きが加速！

用途が広がる
CNT複合材料
CNTの優れた特性を幅広く生かすために、他の材料と融合させた複合材料の開発も
進んでいます。身近な製品から高機能が求められる大型の産業用への利活用を含め、
さまざまな用途開発も加速しています。

　NEDOプロジェクトにおいて、単層CNT融合新材料研究開発機構（TASC）
と産業技術総合研究所は、スーパーエンジニアリングプラスチックの一種、
ポリエーテルエーテルケトン（PEEK）にスーパーグロース法で作製した単層
CNT（SGCNT）を加えることで、世界最高水準の耐熱性（450℃）と機械強度
（曲げ強度1.8倍）を同時に達成し、かつ射出成形可能な新しいスーパーエン
ジニアリングプラスチック「PEEK／SGCNT複合材料」を開発しました。
　PEEKはもともと耐熱性や耐疲労性に優れ、電気・電子分野や自動車分野、
航空宇宙分野で広く用いられていますが、SGCNTを添加することによる、さ
らなる耐熱性向上効果が注目されています。SGCNTをPEEK中に連続的に解
繊・分散する超高分散技術を開発したことで、この新しい複合材料の成功につ
ながりました。

Keyword
スーパーエンジニアリングプラスチック
一般的に、100℃以上で連続使用可能であり、引張強度50MPa以上、耐衝撃性、耐摩耗
性、耐疲労性、耐薬品性に優れている樹脂を「エンジニアリングプラスチック」と呼び、さらに
高い耐熱性を有する樹脂を「スーパーエンジニアリングプラスチック」と呼びます。

ポリエーテルエーテルケトン（PEEK）
ガラス転移温度が143℃、融点が330～340℃と高く、長期耐熱性は250℃といわれていま
す。吸水性が低く、疲労特性も良好であり、スーパーエンジニアリングプラスチックの中でも
特に注目されている材料です。

　近年、サーバーやパワーデバイス中の半導体チップの情報処理能力が大き
くなっていく中で、熱対策の重要性が急速にクローズアップされています。そ
うした中、NEDOプロジェクトにおいて日本ゼオン（株）は、2015年11月の
スーパーグロース法を用いた単層CNT（SGCNT）の量産工場稼働に続き、
SGCNTとゴムを複合した高性能なシート系熱界面材料（TIM）の開発に成功
しました。
　開発したTIMはシート系でありながら、SGCNTを活用した熱伝導パス形成
による高熱伝導化と柔軟性を持つことで、従来使用されている半固体状のグ
リース系TIMより優れた熱抵抗値、高い作業性・信頼性を実現。開発したシー
ト系TIMをグリース系TIMの代替として使用することで、半導体の組み立て工
程簡易化や生産性向上などの効果が期待されます。

   　自動車、航空・宇宙産業への活用！

スーパーエンジニアリングプラスチック
「PEEK/SGCNT複合材料」を開発

 サーバーやパワーデバイスへの活用！

SGCNTとゴムを複合した高性能な
シート系熱界面材料（TIM）の量産開始へ

世界最高水準の耐熱性（450℃）と
機械強度（曲げ強度1.8倍）を同時に達成

半導体温度を大きく低下できる、高性能な
シート系熱界面材料（TIM）の開発に成功

「カーボンナノチューブ発見25周年記念
シンポジウム（2016-CNT25）」を開催
　NEDOは2016年11月15日から18日まで、東京都内で
「カーボンナノチューブ発見25周年記念シンポジウム
（2016-CNT25）」を他機関と共に開催しました。1991年
の日本でのCNT発見から25周年を迎えることを記念した国
際シンポジウムであり、国内外の著名な研究者やNEDOプロ
ジェクト実施者の方々に、最新の学術研究成果やCNTの産
業応用における最新状況について講演いただきました。

左がPEEK単体、右がPEEK／SGCNT
（5wt％）複合材料の射出成形品。

PEEKおよびPEEK／SGCNT複合材料の引張強度と曲げ強度。

開発したSGCNT
含有シート系TIM。

通電加熱30秒後の基板温度の違い（左：比
較従来品 38.3℃、右：本開発品 30.9℃）放
熱効果による温度上昇の抑制が確認された。

2016年12月より販売中！
CNTの特性や歴史、今後の展望まで、あら
ゆる情報を集めた１冊（NEDO編集）。

小久保 研
NEDO材料・ナノテクノロジー部
主査・プロジェクトマネージャー

NEDOと共に記者会見を行う、日本
ゼオン株式会社特命X2プロジェクト
グループ長熊本拓朗氏。

新たなイノベーションの可能性に向けて
産学官一体となって開発を推進

　CNTが社会で広く使われるためには今後、何が必要か。NEDO材料・ナノテクノロ
ジー部の小久保プロジェクトマネージャーは「実用化に向け、これからはキラーアプ
リケーションの開発が鍵となっていくと考えています」とのこと。NEDOプロジェクト
の参画企業の一つで、2015年11月に単層CNTの量産化工場稼働を開始した日本ゼ
オンの熊本グループ長は、「産学官で長年取り組み、ようやくここまで来ました。CNT
の特性を課題解決につなげる新材料を作り出せれば」と語ります。低炭素社会の実現
に向けた新たなイノベーションは新たな段階に進んでいます。

❶会場の様子 ❷CNTの発見者である名城大学の飯島
澄男終身教授の基調講演の様子 ❸フィンランド・アール
ト大学のエスコ・カウピネン教授の産業応用セッション
での講演の様子 ❹挨拶するNEDO佐藤嘉晃理事

❶ ❷ ❸

❹

CNT 応用の広がり

Keyword
熱界面材料（TIM：Thermal Interface Material）
熱源と放熱材料の間にある微小空隙を埋めるために用いられます。空気層は断熱効果が
あり、熱伝導性で熱源や放熱材料の形態に合わせた変形可能なTIMは、放熱に不可欠な
部材です。



ここがポイント！
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 過去に国内で実施したNEDOプロジェクトの
成果を活用

 従来に比べ、ろ過の際の消費電力を30％以上
削減し、省エネルギーを実現！

 希釈し（薄め）た海水を淡水化することで、排水の
塩分濃度を海水と同程度にし、海洋環境負荷低減

 海水と再生水から、日量6250トンの飲料水を
生産可能な実証設備を構築

注目技術よくわかる！
ニュースリリース

専門用語や技術用語、難しい技術などが
出てくるニュースリリースを、
もっと簡単にポイントだけ絞って
お届けするコーナー。
NEDOの最先端技術の成果や取り組みを
分かりやすく解説します。

  

解  

説

用語解説

基本協定書（MOU）
Memorandum of Understanding。
両者の合意事項を取りまとめた覚書。

ウォータープラザ北九州
国内最大規模の省エネルギー型造水
プラントの運営実証を行う「デモプラ
ント」と、多様な水処理要素機器の
試験を行うことができる「テストベッ
ド」を設置、運営実証と機器試験の
両方を備えた国内初の施設。

従来の海水淡水化法
逆浸透膜法（RO膜法）。海水を逆浸
透膜（RO膜）でろ過することで淡水
を得る。本事業で実証するシステムと
は異なり、海水を希釈せずにろ過する
方式。

　一般的に行われる海水の淡水化法は「逆浸透膜法（RO：
Reverse Osmosis膜法）」といい、水以外の不純物は透
過しない性質を持つ逆浸透膜（RO膜）を使い、海水に圧
力をかけながらろ過し淡水を得てきました。しかし、このや
り方は、RO膜による脱塩処理において高圧ポンプ（6～
7MPa）の電力消費が大きいことが課題です。そこで、今回
の実証事業では、下水を再生処理する過程で余った水を用
いて海水を希釈し塩分濃度を下げることで、中圧ポンプ（3

～4MPa）での処理を実現し、30％以上の省エネルギー化
が可能になります。
　なお、海水から淡水を搾り取った後の塩分濃度が高い濃
縮海水についても、従来、そのまま海に戻すと海洋環境への
影響が懸念されていました。このため、本実証では海水を
希釈してから淡水化することで、排水の塩分濃度が海水と
同程度となることを可能にしました。

News Release

日本の技術で世界の水インフラ整備に貢献

海水淡水化・水再利用統合システム
大規模な干ばつ等の影響による深刻な水不足等は、世界各地で問題となっています。
そこで、日本の技術力で世界の水インフラ整備や産業発展に貢献することを目指します。

◆ 解  説

海水の淡水化法について

◆ 今 後 の 展 望

アフリカ地域の水インフラ整備や産業の発展に貢献
　今後3年間で、ダーバン市中部下水処理場に日量6250ト
ンの飲料水を周辺地域の海水と再生水から生産可能な設
備を構築します。アフリカで初のNEDO実証事業となる本
事業を足掛かりに、将来的には設備を拡大し、ダーバン市

への飲料水供給事業へと繋げるなど、深刻な水不足に直面
している南アフリカ共和国全土、さらにはアフリカ地域に、
広く日本の技術を普及し、同地域の水インフラ整備や産業
発展に貢献することを目指します。

News Release
18th of November 2016 
NEDO Launches an Energy Saving Seawater 
Desalination Technology Demonstration Project in 
the Republic of South Africa
- Aiming to Resolve Water Shortages through 
NEDO’s First Demonstration Project in Africa -

下水処理場

海

膜分離活性汚泥法（MBR）

UF膜（限外ろ過膜）混合タンク
（海水希釈）

下水RO濃縮水

下水系RO膜（逆浸透膜）

海水系RO膜（逆浸透膜）

生産水（6250t/日）

中圧ポンプ※1

（3～4MPa） 排水※2

飲料水等

海水淡水化・水再利用統合システム

※１ 従来法（高圧ポンプ：6～7MPa）に比べ30%以上の省エネルギー化
※2 塩分濃度を海水と同程度とすることで、従来法に比べ海洋環境への影響を低減

P

海水淡水化・水再生利用統合システムの概要

●膜分離活性汚泥法（MBR）
下排水処理方法の一種。従来、生物処
理における活性汚泥と処理水の分離に
は沈降を用いていたところを膜分離に
することで、安定的に高品質な水を得
ることが可能な方法。

●限外ろ過膜（UF膜）
水処理膜の一種で、膜の孔径が0.1μm
～2nm程度のもの。

●逆浸透膜（RO膜）
水処理膜の一種で、膜の孔径が1nm程
度以下のもの。水分子のみを分離可能。

南アフリカ共和国で省エネ型海水淡水化技術の
実証事業を開始へ
―アフリカ初のNEDO実証事業で水不足解決を目指す―

〈概要〉

　南アフリカ共和国では大規模な干ばつ等の影響による深刻な水不足が発生してお

り、ダーバン市では一般家庭への給水制限が行われている等、市民生活にも影響を及

ぼしています。そこでNEDOは、南アフリカ共和国における水不足問題をNEDOの国

内事業において確立した省エネルギー型の「海水淡水化・水再利用統合システム」の

導入により解決するために、同システムの実証事業を開始することを南アフリカ共和

国のダーバン市と合意し、11月17日に基本協定書（MOU）を締結しました。

　NEDOは、2009～2013年度に水処理技術の実証研究である「省水型・環境調和

型水循環プロジェクト」を実施し、大規模実証施設「ウォータープラザ北九州」におい

て、「海水淡水化・水再利用統合システム」を確立しました。このシステムは、下水を再

生処理する過程で余った水を用いて海水を希釈し塩分濃度を下げることで、従来の海

水淡水化法に比べて消費電力を30％以上削減できます。また、海水淡水化において

は、塩分濃度が高い濃縮海水の排出による周辺海洋環境への影響が問題となってい

ますが、本システムでは希釈した海水を淡水化することにより排水の塩分濃度を海水

と同程度とし、海洋環境への影響を最小限に抑えることを可能としました。

2016年11月18日　ニュースリリース

http://www.nedo.go.jp/news/press/AA5_100675.html



原料ガス

燃料排ガス

製品水素

オフガスホルダ

純水

圧縮機

脱硫器

改質器
PSA変成器

空気ブロワ

神の倉水素ステーションの一角に
設置されたHyGeia-A。
（奥の装置）

水素製造装置の
心臓部となる改質器。

図2
内製化を目指し、バーナーの開発に
も取り組んだ（写真提供：三菱化工
機）。

図1
HyGeia-Aの水素製造フロー。
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水素製造・輸送・貯蔵システム等技術開発

燃料電池自動車の普及に向けて、
水素ステーション用の
小型・高性能水素製造装置を開発

　水素エネルギーの導入・普及に必要な低コスト機
器やシステムを試作開発し、その結果を基に、2012
年度までに耐久性評価等を行うことを目的とした「水
素製造・輸送・貯蔵システム等技術開発」プロジェク
ト。三菱化工機株式会社はこのプロジェクトの要素
技術開発に参画し、従来比1/2の大きさで、改質効率
85％（製造効率80％）の小型水素製造装置の開発
に取り組み、水素製造装置「HyGeia-A」の製品化
に成功しました。

水素ステーションに
小型で高効率、低コストな水素製造装置

　燃料電池自動車は、水素と酸素から電気をつくる
燃料電池を搭載し、発生した電気でモーターを駆動し
て走行します。排出するのは水（水蒸気）だけで、大
気汚染物質も二酸化炭素（CO2）も排出しないこと
から、エコカーの理想型と考えられていますが、燃料
電池自動車の普及には、ガソリン自動車が給油所で
燃料を補充するように、燃料電池自動車も水素を充
填する場所が必要です。そのために、水素供給場所と
なる「水素ステーション」の新設、既存のガソリンスタ
ンドへの併設など、水素の供給インフラの整備が必
要となりますが、首都圏などの狭い土地でこれらを整
備するには、小型で高効率、低コストな水素製造装
置の仕様を明確化することが必要でした。

　そこで行われたNEDOの「水素製造・輸送・貯蔵シ
ステム等技術開発」で、三菱化工機は要素技術開発
の「水素製造装置の高性能化・低コスト化・コンパク
ト化に関する研究開発」に参画。もともと工業用の
大型水素製造装置を長年手掛けてきたプラントメー
カーの三菱化工機は、その実績を生かし、1998年か
ら、液化石油ガス（LPガス）や都市ガスから水素を
製造する、小型のオンサイト型水素製造装置の開発
に取り組んできました。
　水素の製造工程は、LPガスや都市ガス等の炭化水
素原料を水と高温で反応させて水素を生成。こうし
た方式は「水蒸気改質」と呼ばれます（図1）。まず、
原料ガスを圧縮し、化学反応を利用して硫黄分を除去
（脱硫）。その脱硫されたガスと、装置の余剰熱を利
用して発生させた水蒸気を改質器に送り、水素を主
成分とする「改質ガス」を生成します。そして、改質ガ
スを変成器に送り一酸化炭素（CO）と水蒸気を反応
させることで、さらに水素を生成させます。
　こうしてできた「変成ガス」には水素の他に水、
CO2、CO、メタンが不純物として含まれているた
め、これらの不純物を圧力スイング吸着（PSA：
Pressure Swing Adsorption）という工程で除去
し、高純度水素を精製します。
　なお、「HyGeia-A」ではPSA工程で排出される不
純物を含んだガスも改質器のバーナーで燃焼させ、水
蒸気改質で必要な熱として無駄なく利用。こうした過

程を経て、99.999％という極めて高い純度の水素ガ
スが出来上がります。その水素ガスの圧力を高めて容
積を圧縮し、燃料電池自動車に供給します。

改質器のエネルギー効率を高め
低コスト、コンパクト化を実現

　課題解決に向けまず取り組んだのが、水素製造
装置の心臓部となる「改質器」の改質効率を高める
ことでした。三菱化工機新事業本部HyGeiaチーム
部長代理の内山賢彦さんは、「S/C比を下げること
を目指しました」と言います。S/C比（Steam per 
Carbon）とは、メタンなどの原料に含まれる炭素の
量（モル数）に対して使われる水蒸気の量の比です。
都市ガス原料では通常S/C比は3.0程度の値で、「水
蒸気改質」で消費される水蒸気は半分程度です。
　内山さんは、「水の使用量を減らしてS/C比を下げ
れば、エネルギー効率は高まります。しかし、S/C比を
下げすぎると、改質器の中で炭素の粉末が発生して
装置が詰まってしまいます。トラブル発生を防ぎなが
ら、できるだけS/C比を下げることを目指しました」と
説明します。ここで内山さんたちが着目したのが、改
質をする時に使う触媒です。炭素粉末が発生しにくい
といわれるルテニウムなども候補になりましたが、よ
り安価に入手可能なニッケル系の触媒で試すことに。
4000時間もの長期試験の結果、ニッケル系触媒で
も炭素粉末の発生が抑えられることを確認でき、これ
により、都市ガス原料ではS/C比を従来の3から2.5
以下に下げた装置設計が可能になりました。
　改質器についてはもう一つの挑戦がありました。
内山さんと共に水素製造装置の開発に携わってきた
新事業本部HyGeiaチーム部長代理の谷口浩之さん
は、「従来装置では、バーナーは購入品だったため、
そのままHyGeia-Aに採用するには、コスト面で設
計の自由度が制限されるという課題がありました。当
時、燃焼系の専門家は社内におらず、自分たちで開発
することを決めました」と振り返ります。

　バーナーを自社化できれば、反応器全体の設計を
柔軟に変えることもできます。谷口さんは、「バーナー
を下にもってくると空間に余裕ができ、コンパクト
化が可能と気づいたのです」と説明します（図2）。
　また、従来器で採用していたリジェネバーナーと
いう方式も変更。リジェネバーナーは、排熱回収効
率がよい一方でバーナー自体が大きく、構造が複雑
という問題がありました。そこで、加熱器の設置など
で、リジェネバーナーで実現していた温度に近い燃
焼温度を達成できたため、より単純なバーナーの方
式を採用することにしました。結果的に、1時間当た
り300m³の水素を製造する装置の据え付け面積は
24m2までにコンパクト化を実現。これは三菱化工機
の従来製品の半分以下の面積です。

水素製造コストを下げることで
水素ステーション普及を後押し

　こうして研究開発が進められた「HyGeia-A」は、
2011年度より、一般社団法人水素供給利用技術協会
（HySUT）が受託したNEDOの「地域水素供給イン
フラ技術・社会実証」の一環として、東京ガス株式会
社が運営する「千住水素ステーション（東京都荒川
区）」とJX日鉱日石エネルギー株式会社が運営する
「神の倉水素ステーション（愛知県名古屋市）」に設
置され、現在も稼働しています。
　水素の製造コストは水素の小売価格に直結するた
め、今後もさらなる低コスト化が求められますが、効
率的に水素をつくる「HyGeia-A」は、水素社会普及
に一歩前進を果たした装置といえます。2016年度現
在は、燃料電池自動車と水素ステーションの普及期
にマッチした仕様を追求し、さらなるコストダウンと
コンパクト化を達成させたことで、水素ステーション
の普及に貢献しています。

「水素製造・輸送・貯蔵システム等技術開発」とは

　来るべき燃料電池自動車や水素供給インフラ市場立ち上げに

向け、NEDOは2008年度から2012年度まで、ガス会社や石油

会社、鉄鋼会社、バルブメーカーなどさまざまな業種の企業や大

学、高圧ガス保安協会などとの産学官連携で、水素製造・輸送・

貯蔵・充填に関する技術開発を実施。低コストで耐久性に優れた

機器やシステムの技術開発、要素技術開発、次世代技術開発や

シナリオ策定、フィージビリティスタディ（実現可能性調査）等を

行い、水素インフラ整備の足掛かりを確立しました。

神の倉水素ステーションには、トヨタ自動車本社で使用中のプロトタイプ燃
料電池自動車が充填に訪れる。満充填での航続距離は500キロ超。

　本記事は、過去に取材を行った「実用化ドキュメント」に
最新情報を加えて、コンパクトに紹介しています。元となるス
トーリーには、さらに多くの開発エピソードが紹介されてい
ますので、ぜひウェブサイトをご覧ください。

 「実用化ドキュメント」では、プロジェクトに携わった企業
等の開発者にインタビューを行い、ウェブサイトで紹介。これ
までに86件の記事を公開しています。

実用化ドキュメント

NEDOプロジェクトの成果は、企業の製造工程や私たちの
手に届く最終製品のなかで生かされています。
本シリーズは、高く、困難な壁を乗り越え実用化を達成した
開発秘話とその後を追った、「実用化ドキュメント」の過去の記事を
要約して掲載していきます。

プロジェクトの

 その後を追う！

プレイバック

ヒストリー



出展内容のご案内、アクセス等の詳細情報はこちらから

フォーラム内容のご案内、アクセス等の詳細情報はこちらから

http://www.nedo.go.jp/events/EF_100065.html (nano tech)
http://www.nedo.go.jp/events/EV_100035.html (InterAqua)

http://www.nedo.go.jp/events/AT09_100037.html

Information NEDOが実施・出展するイベントのご案内

sucoF「誌報広の）ODEN（構機発開合総術技業産・ーギルネエ新
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、NEDOの活動について、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」編集担当宛て

●NEDOが実施するプロジェクトの公募情報や最新の成果、活動等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

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】

NEDOのイベントスケジュール
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昨年度出展した「InterAqua 2016」のNEDOブースの様子

一昨年度の「第7回日独環境・エネルギーフォーラム」の様子

 January 2017

11
月

2
月

12
月

1
月

4
月

5
月

6
月

3
月

2日
　NEDOフォーラム 2016
　in　大阪
2～6日 
　創エネ・あかりパーク
　2016
10日 
　NEDOフォーラム 2016
　in　名古屋
29～12月2日
　POLLUTEC 2016

11月29～2日
　POLLUTEC 2016

2017年

2016年

3日
　平成28年度
　NEDOベンチャービジネス
　マッチング会（大阪）
8日
　第10回
　新産業技術促進検討会
 （照明イノベーション
　シンポジウム） 
9～10日
　第8回
　日独エネルギー・環境フォーラム 
10日 
　平成28年度　
　TSC Foresightセミナー
 （第3回） 
15～17日 
　nano tech 2017 
　InterAqua 2017 
16～17日 
　川崎国際環境技術展 2017 

　

9日 
　2017年日印エネルギー
　フォーラム・カンファレンス
27日
　平成28年度
　NEDOベンチャービジネス
　マッチング会（東京）　　

20～24日
　ドイツ国際情報通信技術
　見本市
 （CeBIT 2017） 

昨年度実施した「nano tech 2016」のNEDOセミナーの様子　NEDOは2017年2月15日（水）から17日（金）に、東京ビッグ
サイトで開催される「nano tech 2017」と「InterAqua 2017」
にそれぞれ出展します。
 「nano tech 2017」では、次世代の材料と言われているカー
ボンナノチューブやグラフェン、セルロースナノファイバーな
ど、NEDOが注力する新材料について実物を用いて紹介する
と共に、関連プロジェクトの最新情報について講演します。ま
た、「InterAqua 2017」では、水処理技術の国際実証や技術
研究開発プロジェクトの概要や成果を紹介。排水を処理しな
がら電気を生み出す技術「微生物燃料電池」の試験装置や、
次世代の水処理技術として注目が高まる「正浸透膜」などを
展示する予定です。ぜひ、ご来場をお待ちしています。

　NEDOは2017年2月9日（木）～10日（金）に、ドイツ連邦環
境・自然保護・建設・原子炉安全省（BMUB）、ドイツ連邦経済・
エネルギー省（BMWi）と共同で、「第8回 日独エネルギー・環境
フォーラム」を開催します。
　今回は、「地球環境対策に資するエネルギーの新たな枠組
み（仮題）」と題し、再生可能エネルギー大量導入に伴う電力需
給確保の困難化や電力市場の不安定化といった問題を解決す
るため、日独両国で取り組んでいる再生可能エネルギー発電
や蓄エネルギー技術、ICTの運用で解決を目指すグリッドのス
マート化や水素社会の実現等の最先端の試みについて紹介。
両国で問題の共有化や解決策について情報交換を行います。
ぜひ、お越しください。

最新のNEDOの取り組み紹介やビジネスマッチングなども実施

nano tech 2017 
第16回 国際ナノテクノロジー総合展・技術会議

InterAqua 2017 
第8回 国際水ソリューション総合展

2017年2月15日（水）～17日（金） 
東京ビッグサイト（東京国際展示場）東ホール

日本とドイツでエネルギー・環境問題に取り組む

第8回 日独エネルギー・環境
フォーラム
2017年2月9日（木）～10日（金） 
WTCコンファレンスセンター
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未来技術への提言
建築家 隈研吾さん
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