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天気や気温の情報は、日々の行動を決める上で、

皆さんとても関心があるかと思います。人間の体感

は非常に敏感で、1℃、2℃の変化で温かいものが食

べたくなったり、冷たいものを欲したりと、目まぐるし

く変化します。そのため、「１℃気温が上がると、１億

円の経済効果につながる」といわれるほどです。

一方、「100年後には地球の平均気温が１℃上昇

する」といわれても、「たったの１℃？」と思われる方

が多いのではないでしょうか。実際は北極や南極、

暖かい地域や寒い地域全部を含めた“平均１℃”

で、細かく見ていくと、各地で異常気象の発生や気

象災害が起きている現実があります。

異常気象で干ばつや豪雨等が起こると、食糧不

足や感染症等の医療問題、さらには紛争等につな

がることもあり、命の問題に直結します。けれども、

地球規模での長期的な気象の変化や、他のエリア

で起きている異常気象は、なかなか自分のこととし

て受け止めることが難しいものです。そこで、身近な

日々の気象情報を伝える気象キャスターとして、長

期スパンで気象や地球温暖化について分析してい

る専門家の方 と々一緒に、地球温暖化の問題を伝

える活動を行っています。

特にここ数年は、震災や気象災害で水や電気が

使えない生活を体験される方々を目の当たりにする

ことが増え、エネルギーについて考え直す時代が来

ていると強く感じます。エネルギーは受け取る時代

から、選ぶ時代へ。CO2削減に貢献する再生可能

エネルギーが、一般の人にとってより使いやすいもの

として、さらに広がるといいですね。

人間が産業革命以降、何百年とかけて積み重ね

てきたものを変えるには、同じくらいの歳月が必要

だと思っています。そのため、“何かをしたから今す

ぐどうなる”と考えず、子どもが大きくなる時代のさら

にその先を見据え、つなぎ役として、地球温暖化問

題を伝えていきたいと考えています。

気象情報は気象衛星「ひまわり」からのデータを

コンピューターで解析するなど、技術力が多分に発

揮されている分野です。多くの技術があるから予報

もでき、伝えるすべもある。技術者の皆さまと伝え手

とが手を取り合って、一緒に、今、自分たちができる

ことを一所懸命やれば、必ず、100年後の地球に役

立つことができると思っています。

未 来 技 術 へ の 提 言

DIRECTING the FUTURE

技 術 者と伝え手とが 手を取り合って、

10 0 年 後の地 球に役 立つことを

気象予報士・キャスター

井 田  寛 子 さん

筑波大学第一学群自然学類化学科卒業。製薬会社勤務後、
NHK静岡放送局に入局。気象予報士の資格取得後、2011年
から2016年までNHK「ニュースウオッチ9」で気象情報を担
当。現在１児の母となり、気象がもたらす事象や、地球温暖化
問題に関して“伝える”立場として活動している。筑波大学非
常勤講師や地球温暖化防止コミュニケーターも務める。
2014年には国連気候サミットに参加。NPO法人気象キャス
ターネットワーク所属。著書に『井田寛子の気象キャスターに
なりたい人へ伝えたいこと』（成山堂書店）。

（インタビュー／NEDO広報部）
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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。

C o n t e n t s
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石塚博昭理事長
インタビュー
イノベーションを加速し、
スピーディーに成果を社会へ

よくわかる! ニュースリリース解説
大型構造物にも適用可能！
難燃性マグネシウム合金

プロジェクトのその後を追う!
実用化ドキュメント
プレイバックヒストリー
Vol.9 
細胞内ネットワークのダイナミズム解析技術開発

NEDO Information
NEDOからのお役立ち情報

未来技術への提言
気象予報士・キャスター 井田 寛子さん

低炭素社会に向けた
ブレークスルーに挑む

高エネルギー密度と安全性を両立しEV搭載へ
全固体リチウムイオン電池
リチウムイオン電池（LIB）の性能を超えて未来を拓く
革新型蓄電池（ポスト LIB）

4月に就任した石塚理事長に、本誌編集長である広
報部長がインタビュー。仕事の話だけではなく、趣
味や座右の銘等、石塚理事長の人柄に触れた内容と
なりました。また特集では、安全で高性能かつ低コ
ストな蓄電池の登場が期待される中、次世代電池・
水素部が推進している二つの大きな次世代蓄電池
開発プロジェクトを紹介します。巻頭ページでは気
象予報士の井田寛子さんに、お子さまとご一緒のお
写真で登場いただき、気象や地球温暖化問題の話を
伺いました。今号から裏表紙には、イベントだけでは
なく動画等、皆さまのお役に立つ情報を掲載してい
きます。ウェブサイト等もぜひご覧ください。
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Editor's Voice　～広報部より～
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2018年4月、NEDOの理事長に石塚博昭が就任しました。
民間企業での経験を踏まえ、4月からスタートした第４期中長期計画を進める上で、
NEDOをどう運営していくか、就任の抱負や今後のビジョンを聞きました。

インタビュアー／本誌編集長：広報部長  山崎 勉

イノベーションを加速し、
スピーディーに成果を社会へ

石塚博昭理事長インタビュー
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国立研究開発法人
新エネルギー・産業技術総合開発機構  理事長

―4月１日付けでNEDO理事長に就任されました。就任か

ら数カ月経ちましたが、NEDOの印象をお聞かせください。

石塚　NEDOは「エネルギー・地球環境問題の解決」と「産

業技術力の強化」という二つの大きなミッションを掲げていま

すが、これらの最先端分野ではイノベーションがすさまじい勢

いで進んでいます。例えば、NEDOが推進している人工知能

（AI）、IoT、ロボットはもとより、素材、蓄電池、水素、再生可能

エネルギー、省エネルギーやCO₂削減等、さまざまな分野に

おいて、世界で熾烈な開発競争が行われています。

　こうした世界的な動きを踏まえつつ、国は「Society 5.0（ソ

サエティ 5.0）」や「Connected Industries（コネクテッドイ

ンダストリーズ）」といった産業政策や、「エネルギー基本計

画」「未来投資戦略」「科学技術イノベーション総合戦略」等

のさまざまな分野の政策を進めているわけですが、日本のエ

ネルギー・環境政策、産業技術政策、イノベーション政策を担

う中核的な政策実施機関として、NEDOへの期待はますます

高まっていると感じます。

―NEDOに求められていることとは、何だとお考えでしょ

うか。また、それらを受け、就任に際しての抱負をお聞かせく

ださい。

石塚　就任前は、NEDOがミッションを遂行する上で、実務

をどう進めているのかが、大きな関心事でした。就任後、実際

にさまざまなプロジェクト現場で話を聞いてみると、技術開発

の戦略立案や、その戦略でどのようにイノベーションを創出し、

どう社会実装まで結び付けていくかということを考える上で、

NEDOは非常に高いレベルの技術開発マネジメントを求めら

れていることが分かりました。産学官の強みを結集してプロ

ジェクトを推進していくNEDOは、国や企業、大学、研究機関

等さまざまな立場の方たちと会話できなければなりません。

　こうした産学官の連携を推進していく上で、NEDOはリー

ダーシップを発揮していく必要があり、私自身、「日本のエネル

ギー・環境政策はNEDOが支える」「日本のイノベーション政

策はNEDOがけん引する」という気概を持って、取り組んでい

きたいと思っています。

―この4月から新たな5年間に向け、第4期中長期計画が

スタートしました。この第4期中長期計画で大事な点は何だと

お考えでしょうか。

石塚　第４期中長期計画ではまず第一に、NEDOの技術開発

マネジメント機能を強化し、研究成果を速やかに社会実装へ

つなげるための取り組みを強化していくことが求められていま

す。二つ目として、研究開発型ベンチャー企業を底上げして、

日本の技術力、産業競争力の一翼になっていただく。オープン

イノベーションを実現して日本経済の活性化につなげること

も、大事な役目となっています。また、社会で本当に求められ

ているイノベーションは何なのか、短期だけではなく中長期で

どのような研究開発を推進していくか、技術戦略を策定し社会

に対して発信していくことも重要です。戦略に沿って産学官を

まとめ、技術開発プロジェクトを通じた経済成長の加速を目指

すことも、大きな柱の一つです。

　これら三つの柱で、研究開発成果の最大化に向け、取り組

んでいきたいと考えています。

―研究開発成果をいかに社会で活用し、課題解決や経済

成長に寄与するかということが、ますます重要になっていると

いうことですね。

石塚　これまでも取り組んできたことですが、この新しい中長

期計画から、さらに責任を明確化していくため、①エネルギー

システム、②省エネルギー・環境、③産業技術、④新産業創出・

イノベーションが勢いよく進む中で、
気概を持って、NEDOへの期待に応える

いしづか ひろあき 

1950年、兵庫県生まれ。1972年 東京大学理学部化学科卒業。同年 三菱化成工業
株式会社（現・三菱ケミカル株式会社）入社。2009年 三菱化学株式会社 取締役常務
執行役、2011年 同社代表取締役 取締役専務執行役員、2012年 同社代表取締役 取
締役社長、2017年 三菱ケミカル株式会社 相談役を経て、2018年4月に国立研究開
発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構 理事長に就任し、現在に至る。

チャレンジングな高い目標を掲げて、
日本の産業界全体に貢献する

Special  Interview
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シーズ発掘の各分野に理事の責任者を配置し、その単位で業

績を評価するセグメント管理という仕組みが導入されました。

　また、数値目標の中でも、特に重点的な目標については、基

幹目標（KPI）を導入しています。例えば、新規採択額に占める

中堅・中小・ベンチャー企業の採択額の割合は20％以上とし

ています。これは、イノベーションの担い手として重要な技術

集約型の中堅・中小・ベンチャー企業の育成・支援に、意識的

に取り組もうという狙いがあります。

　特に、新産業創出・シーズ発掘セグメントでは、研究開発型

ベンチャー企業の資金獲得率に注目しています。NEDOの支

援をきっかけとした民間のベンチャーキャピタル等から得た外

部資金について、NEDOの支援額に対する比率を前期の実績

見込みから1.5倍以上にするという、非常に高い目標を掲げて

います。

―研究開発型ベンチャー企業の支援については、さっそく

5月に川崎市と覚書を締結しました。

石塚　NEDOは神奈川県川崎市に本部がありますが、川崎市

もベンチャー企業の支援に非常に力を入れていらっしゃいま

す。そこで川崎市と、ベンチャー企業の発掘から成長支援ま

で、ワンストップで実施していく拠点（※）を共同で設置しよう

と、覚書を締結させていただきました。

　ほかにも、官民一体でオープンイノベーションを推進するた

めに設立された「オープンイノベーション・ベンチャー創造協

議会（JOIC）」の事務局を、NEDOは務めています。

　既存の産業界の一部では競争力を失いつつある分野もあり

ますが、それを補って活性化させるだけの起業家の卵の人たち

がたくさんいらっしゃいます。大企業とベンチャーの人たちを

結び付けてオープンイノベーションを実現し、市場創出につな

げ、日本全体の産業力の強化に注力できればと思っています。

―NEDO理事長としての抱負、また、第４期中長期計画の

重要性を伺いましたが、改めてNEDOを運営していく上で、民

間企業の経営トップでいらっしゃったご経験は、どのように生

きるとお考えでしょうか。

石塚　私は、社会人として50年近く、化学業界に身を置いて

きました。化学業界はご存じのとおり、成長を急ぐあまり、環

境問題に関していろいろな問題を起こしましたが、その反省を

踏まえ、早くから環境問題の解決に取り組んできました。ま

た、諸外国との厳しい競争環境の中、日本の産業界を支えな

ければという誇りを持って、技術開発によるイノベーションを

通じて、製品の高付加価値化、生産の高度化を図り、国際競

争を乗り切ってきました。こうした経験から、環境問題の解決

とイノベーション創出の重要性は、非常に深く認識しています。

　化学産業は一般消費者相手ではないことから、「BtoB

（Business to Business）」と一言で表現されてしまいます

が、本当にいろいろな産業界を支えている“縁の下の力持ち”

市場を創出し、日本の産業力強化につなげる
オープンイノベーション実現を目指す。

幅広い産業のパートナーである
化学業界での経験が役立つ

※川崎市とベンチャー企業の発掘から成長支援までを目的に支援拠点「Kawasaki-NEDO Innovation Center（K-NIC）」（仮称）を川崎市内に共同設置予定。

川崎市と起業家支援のワンス
トップ拠点に関する覚書を締結
 （2018年5月、右は川崎市の福
田紀彦市長）。
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です。エレクトロニクス産業も自動車産業も、化学産業から見

るとパートナーであり、そのパートナーたちに、いかに世界最先

端の素材を提供するかという戦いの中で培ってきたイノベー

ションの創出と、そのイノベーションをどう事業に結び付ける

かといった点は、まさしくNEDOが目指す「研究開発成果の

社会実装」に通じると思っています。

　もちろん、NEDOが推進するAIやロボット、電力関係やス

マートコミュニティ等、化学業界とは対象が違う分野もある

と思いますが、やり方や考え方そのものは、変わらないのでは

ないでしょうか。

―イノベーションの重要性は、あくまでも社会で使われてこ

そ、ということですね。

石塚　イノベーションとは、創出して社会の役に立って初めて

イノベーションだと思っています。そういう意味で、社会が求

めているテーマをきちんと立案できるかという最初の部分が

非常に重要です。こうした中、実際の技術開発や実証、そして

社会実装をするまで、NEDOがプラットフォームを提供し、産

学官三位一体でテーマをいかに仕上げていくか。NEDO自身

がビジネスをするわけではないので、実際は社会実装のほん

の入り口までしか関与できないのですが、この最後の部分を民

間の皆さまに頑張っていただいた結果が、「NEDOインサイド

製品」としての調査で算出した数字に表れています。

　これは、プロジェクト終了後、NEDOの技術が生かされ新し

い付加価値を生んだ製品の売り上げを調査しているものです

が、1980年度から2016年度までに約7200億円の投入に

対して、約52兆5000億円の成果を生み出しています。

―組織としてのNEDOの強みや歩むべき方向性について

は、どうお考えでしょうか。

石塚　実際に理事長に就任してみて、NEDOの強みの一つは

ダイバーシティではないかと考えています。固有の職員に加え、

約120社の民間企業や官庁からの出向者等からなるさまざま

な人員構成は、多様なアイデアを生み育てる格好の環境では

ないかと思います。

　また、NEDOの場合は自ら研究開発は行わないものの、プ

ロジェクトにおいて、民間企業やアカデミアの人たちとつなが

る、技術開発のプラットフォームという現場があります。職員

のみならずプロジェクトに関わるすべての皆さまが、現場が持

つ強み、多様性が持つ強みを発揮するためにも、いろいろな

人生を背負った人たちと、“住んでいる世界が違うから”と近づ

かないのではなく、積極的に議論をし、意見やアイディアを出

し合い、一つの方向性を作っていってほしいですね。

―最後に読者の皆さまへのメッセージをお願いします。

石塚　NEDOに対する期待がますます高まる中、期待に応え

ていくためには、政策の実施機関として、現場から斬新なアイ

デアをどんどん生み出し政府全体をリードしていく気概が必要

です。さまざまな人材から生まれるさまざまなアイデアを、現

場から政策に結実させていくことが、NEDOの目指すべき道だ

と思いますので、役職員一同、「支える」「けん引する」という二

つの気概を持って、進んでいきたいと思います。

インタビュー後記
常に自身の目で見て確かめる “現
場主義”で培われたご経験、ご知
見には、自分に妥協せず最善を尽
くす理事長の生き方が、凝縮され
ているように感じました。化学産
業の厳しい時代を乗り越えてこら
れたご経験から学ばせていただき
ながら、第４期中長期目標達成に
向け、NEDO役職員一同、気概を
持って職務に邁進したいと思いま
す。（写真／編集担当と共に）

現場における積極的な議論を通じて
多様なアイデアを結実させる

Special  Interview

石塚理事長プライベートQ&A
遺跡巡りや歴史番組を見ること／歴史の現場を自分の足で歩き、
自分の目で見て検証すると、歴史の必然性が分かり感慨深いもの
があります。ナポレオンが最後の戦いを挑んだワーテルローを訪
れた時、なぜここで最後の戦いを挑んだか、ナポレオンが沈思黙
考した石に自分も座って思いを馳せ、涙が出てきました。

趣味

三国志演義／人生の岐路に必ず読み返すほど、本当に好きな書物
です。分厚く何冊にも分かれている本ですが、人が選択を迫られた
ときに取る行動やそのときの心理にヒントが多く、「五丈原の戦い」
や「赤壁の戦い」等のページは、悩んだときによく読んでいました。

愛読書

人間万事塞翁が馬／20年間言い続けているほど大好きな言葉で
す。解釈はいろいろありますが、良い時も悪い時も一喜一憂せず、
常にベストを尽くすことが大事。人生で理不尽なことがあっても目
を背けず、真正面から受け止めて自分のベストを尽くせば、必ず道
は開けるということを、若い人にいつも話しています。

座右の
銘

『最も強い者が生き残るのではなく、最も賢い者が生き延びるの
でもない。唯一生き残ることが出来るのは、変化できる者であ
る』／チャールズ・ダーウィンの著書『種の起原』で、進化論の一節に
出てくる言葉です。自分の考えに固執することなく、常に変化しなけ
ればいけないと思っています。

好きな
言葉

山崎広報部長



将来の低炭素社会でキーテクノロジーになるのが蓄電池です。
特に車載用蓄電池では、現状のリチウムイオン電池（LIB）は性能の限界に近づいているとされ
次世代蓄電池の開発・量産化が課題となっています。
そこでNEDOは、世界をリードし、次世代蓄電池の開発・量産化で未来の扉を開くため、
産学官のオールジャパン体制で二つのプロジェクトを推進しています。

低炭素社会に向けたブレークスルーに挑む

次世代蓄電池
特　集

するという報告も出ており、車載用蓄電池の大幅な需要拡大

が見込まれます。

しかし、現行のリチウムイオン電池（LIB）は有機電解液を

使っているため、発火等の恐れもあり、エネルギー密度（※）を

高めようとするほど、安全性の面で問題が出てきます。そのた

め、現行LIBのエネルギー密度は250Wh/kg程度がほぼ限

界とされ、EVに搭載された場合の航続距離は、ガソリン車に

はるかにおよびません。こうした状況の中、EV普及の鍵を握

るのが、より高性能、低コストな次世代蓄電池の開発です。

NEDOは現在、次世代蓄電池開発に関して二つのプロジェ

クトを推進しています。９ページに示す車載用蓄電池の技術

シフトを想定し、「先進・革新蓄電池材料評価技術開発（第２

期）」で、より安全でエネルギー密度の高い全固体LIBの開発

を推進し、また、「革新型蓄電池実用化促進基盤技術開発

（RISING２）」で、さらに高性能で低コストな新原理の革新

型蓄電池の開発に取り組んでいます。

有機電解液に替えて固体電解質を使う全固体LIBは、日本

で有望な固体電解質が発見されたこともあり、日本が研究開

発で世界をリードしています。そこで、この全固体LIBの実用

化・量産で世界の先手を取り、2025年頃にはEV市場におけ

る主力商品のポジションを獲得することが目標となります。そ

電気エネルギーを蓄え、必要に応じて繰り返し使う蓄電池

は、低炭素社会に必須の技術として注目を集めています。「地

球温暖化防止のためには電源と輸送部門の両方の低炭素化

が必要で、これらをセットで対策する必要があります。この双

方でキーテクノロジーとなっているのが蓄電池です」と説明す

るのは、NEDOの二つの次世代蓄電池開発プロジェクトのプ

ロジェクトマネージャー（PM）を務める、NEDO次世代電池・

水素部の細井敬統括研究員・蓄電技術開発室長です。

電源の低炭素化のためには再生可能エネルギーの主要電

源化が必要ですが、太陽光発電や風力発電等の再生可能エネ

ルギーは自然変動エネルギーであるため、無駄なく使うには

電力貯蔵用の蓄電池が必要不可欠です。また、輸送部門の低

炭素化のために電気自動車（EV）やプラグインハイブリッド

自動車（PHEV）等の電動モビリティの導入が期待されます

が、ここでも基軸になる技術は車両の駆動電源となる蓄電池

です。2017年のEV・PHEVの世界販売実績は約100万台で

すが、今後は世界各国の自動車燃費規制・二酸化炭素排出規

制によって市場は急拡大し、2040年には約6000万台に達

Project1 全固体リチウムイオン電池 P.10

Project2 革新型蓄電池（ポストLIB） P.12

低炭素社会のキーテクノロジー
車載用蓄電池の世界市場は急拡大の見通し

※蓄電池の性能を示す。単位重量もしくは単位体積あたりの電池容量＝Wh/kgもしくはWh/L。
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EV・PHEVの世界販売

2017年実績：約100万台

※出典：各種資料よりNEDO作成

現行LIB
（液系）

先進 LIB
（液系）

第1世代
（硫化物系）

次世代
（先進硫化物系
または酸化物系）

革新型蓄電池
（ポストLIB）

全固体 LIB

車載用蓄電池の技術シフト

細井 敬
NEDO
次世代蓄電池開発プロジェクト
プロジェクトマネージャー
次世代電池・水素部　
統括研究員
（兼）蓄電技術開発室長

30％とする」という目標を掲げ、重点分野の一つとして蓄電

池を選定し、世界の開発競争をリードしようとしています。

「次世代蓄電池のEV搭載に向けた技術課題は多く、その

ハードルも極めて高いですが、日本が保有する技術力・技術

資産をフル活用してブレークスルーを実現し、世界最高のコス

トパフォーマンスを有した蓄電池を創出したい。自動車産業が

100年に一度と言われる変革期を迎える中で、日本の自動

車・蓄電池・素材産業の国際競争力向上に貢献できればと

思っています」（細井PM）

NEDOの次世代蓄電池開発とはどのようなものか、二つの

プロジェクトの内容について、次ページ以降で紹介します。

して、さらにLIBの性能限界を大きく超える革新型蓄電池を

2030年頃に市場投入して、常に世界の先手を取り続け、日本

に有利なビジネス環境を創出する計画です。

このNEDOの2大プロジェクトは、自動車、電池、材料等の

分野から多くの企業が参画し、加えてアカデミア（大学・研究

機関等）からも研究者が集結した、オールジャパン体制が大

きな特徴となっています。細井PMは「蓄電池はもともと日本

のお家芸。現在、民生用LIBの世界シェアでは中国・韓国等の

後塵を拝していますが、開発力では日本の方が上です。また、

日本には蓄電池関連の周辺技術や産業がピラミッド型に形成

されており、これらの技術力でも世界トップクラスです」と話

し、「蓄電池関連企業やアカデミアが集まってオールジャパン

体制で取り組めば、“１足す１を100”にする研究開発が可能

なはず」と力を込めて話します。

世界各国の政府や自動車メーカーはEV・PHEVの普及拡

大を強く社会にアピールしていますが、日本でも、経済産業省

の「自動車産業戦略2014」（2014年11月）で「2030年の新

車販売のうち、EV・PHEVの割合を政府目標として20～

オールジャパン体制での相乗効果により
“1足す1を100”にし国際競争力向上を目指す
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負極層 正極層絶縁層

負極活物質

有機電解液

セパレータ
バインダー

正極活物質

導電助剤

Li+

負極活物質

固体電解質バインダー
正極活物質

導電助剤

負極層 正極層絶縁層

Li+

高エネルギー密度と安全性を両立しEV搭載へ

全固体リチウムイオン電池

現行LIBは、正極と負極の間に有機電解液が使われていま

す。リチウムイオンが、この電解液の中を溶媒分子と結び付い

て泳ぐように移動することで、充放電が可能になります。

一方、次世代蓄電池のーつとして期待される全固体LIBで

は、電解質として無機の固体材料が使われ、正極、負極等と

合わせて電池全体が固体材料で構成されています。かつて

は、固体電解質はリチウムイオンの伝導性が低く、高性能な

全固体LIBの実現は困難だと考えられていました。しかし、大

阪府立大学の辰巳砂昌弘教授により、大幅にイオン伝導率が

高まったガラス系硫化物固体電解質が発見され、また、最近

では東京工業大学の菅野了次教授とトヨタ自動車株式会社と

の共同開発で、有機電解液を上回る結晶系硫化物固体電解質

が発見され、次世代蓄電池の主要材料として世界的に注目さ

れるようになりました。

全固体LIBは、難燃性で化学的安定性に優れた固体電解質

を使うため、エネルギー密度を高めても安全な電池が作れま

す。また、固体電解質の中では、リチウムイオンは有機電解液

の中よりもスピーディーに動くことができるため、急速充電性

能も大きく向上すると見

られます。

熱的安定性が向上す

ることで、冷却装置等が

簡素化でき、パッケージ

の小型化や、全体のコス

ト低下も見込めます。ま

た、分解によるガスの発

生も少なく、外気温の変化等、使用環境が厳しい中で、確かな

性能と安全性が求められる車載用蓄電池にふさわしい特徴

を有しています。

NEDOの全固体LIBの研究開発は、2007年度開始のプロ

ジェクト「次世代自動車用高性能蓄電システム技術開発」を

皮切りに10年以上の歴史があります。「先進・革新蓄電池材

料評価技術開発（第１期）」（2013～2017年度）では、全固

体LIBの標準電池モデルと材料評価技術を開発。引き続い

て、2018年度からスタートした「先進・革新蓄電池材料評価

技術開発（第２期）」は第1期の成果に基づき、全固体LIBの

高イオン伝導固体電解質の発見で
次世代蓄電池として世界的な注目を集める

世界に先駆け、全固体LIBを実用化・量産化する
共通アーキテクチャを構築

全固体LIB（無機固体電解質）

Project1

現行LIBと全固体LIBの比較

現行LIB（有機電解液）

先進・革新蓄電池材料評価技術開発（第2期）

特　集

全固体LIBは高いエネルギー密度と安全性の両立が可能です。
EV等の車載用の次世代蓄電池として多くの優位性を持つことから 
NEDOプロジェクトでオールジャパン体制での研究開発がスタートしました。

車載用蓄電池として安全性・
耐久性を確保しつつ、高エネルギー
密度化・高出力化が実現可能

無機固体電解質

化学的
安定性

Li+単独
伝導

難燃性 熱的
安定性

「先進・革新蓄電池材料評価技術開発（第
1期）」で開発された全固体LIBの標準電池
モデル。
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早期実用化を目指して、要素技術の確立や量産プロセス、EV

搭載への適合性評価の技術開発を進めていきます。プロジェ

クトの体制は、第１期は材料メーカーが中心でしたが、第２期

では自動車・二輪メーカー、電池メーカーが新たに参画したほ

か、大学や研究機関等のアカデミアが加わることにより、実

用化・量産化に向けた共通アーキテクチャの構築を目指し、

オールジャパンで取り組む体制が整いました。

「このプロジェクトでは、各組合員企業から集中研究拠点

に研究員を出向いただき、そのメンバーを材料開発チーム、電

池設計チーム、電池構造プロセスチーム、電池試作評価・分

析チームの4つのチームに分け、研究開発を進めます。すでに

各企業の若手研究者が数多く集まって、議論が始まっていま

す。各社ともプライドがありますから、みな積極的です」と現

場の活気あふれる雰囲気を歓迎するのは、集中研究拠点とな

る技術研究組合リチウムイオン電池材料評価研究センター

（LIBTEC）常務理事でプロジェクトリーダー（PL）を務める

石黒恭生氏です。

第２期では、まず硫化物系の固体電解質を使った第１世代

全固体LIBの大型化・量産化に必須な要素技術を開発します。

とりわけ、未知の部分が多い量産プロセスを検証し、安定的

な性能評価が可能となる標準電池モデルを開発します。

「実用化した場合、１台のEVに載せる電池の積層枚数は

１万枚から２万枚。生産ラインに乗せるためには、１秒に10枚

くらいは積層できる技術がないと間に合いません。安全性に

ついても、釘刺試験や圧潰試験、ガス発生試験等、非常に厳

しい基準をクリアする必要があります」（石黒PL）

他にも、現状のガソリン車並みの航続距離を実現可能な、

先進硫化物系固体電解質や新規正極、負極材を用いた次世

代全固体LIBの標準電池モデルの開発や、国際標準への反映

を視野に入れた全固体LIBの評価技術の開発等に取り組みま

す。また、全固体LIBやそれを搭載したEV･PHEVを普及させ

るために必要な、社会システム全体のシナリオデザインを提

案する予定です。マネジメントを担当するNEDO次世代電池・

水素部の田所康樹主査は、「これだけの企業、アカデミアが

集まったことで、各者の本気度と全固体LIB開発への期待を

感じます。業種を超えた連携・協調体制で、産学官が連携して

ニーズとシーズを結び付け、実用化に向けた研究開発を加速

したいと思います」と力を入れています。

現状ガソリン車並みの航続距離を実現可能な
次世代全固体LIB標準電池モデルを開発

石黒 恭生 氏
NEDO「先進・革新蓄電池
材料評価技術開発（第2期）」
プロジェクトリーダー
技術研究組合リチウムイオン電池
材料評価研究センター
常務理事

田所 康樹
NEDO
次世代電池・水素部
蓄電技術開発室
主査

オールジャパン体制で性能3倍、コスト3分の1に
NEDOは6月15日、「先進・革新蓄電池材料評価技術開発（第

2期）」の概要を発表しました。プロジェクトには企業から自

動車・二輪メーカー 4社、電池メーカー 5社、材料メーカー

14社が、大学・公的研究機関から15法人が参画します。量産

時の実用化性能目標は現行LIBとの比較で体積エネルギー

密度3倍、コスト3分の1、EV急速充電時間3分の1です。

日本を代表する自動車・二輪メーカーや電池メーカー、材料
メーカーが集結。産学官が連携して、実用化を目指す。

NEDO

LIBTEC
集中研究拠点 サテライト

大学・公的研究機関
15法人

研究開発項目①
共通基盤
技術開発

大学・公的研究機関
1法人

研究開発項目②
社会システム
デザインの検討

自動車・二輪メーカー：4社
電池メーカー：5社

自動車・二輪メーカー：4社
電池メーカー：5社

材料メーカー：14社
材料開発チーム
（チームリーダー：トヨタ自動車株式会社）

電池設計チーム
（チームリーダー：日産自動車株式会社）

電池製造プロセスチーム
（チームリーダー：パナソニック株式会社）

電池試作評価・分析チーム
（チームリーダー：株式会社本田技術研究所）

プロジェクト第2期の実施体制
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ポストLIBとも呼ばれる革新型蓄電池は、現状の液系LIB

はもちろん次世代の全固体LIBと比べても、エネルギー密度

や安全性、耐久性の面で飛躍的な進歩が期待されています。

革新型蓄電池は、構成材料や動作原理がLIBとは異なり、

理論的に見て現行LIBの3～5倍程度のエネルギー密度を達

成可能としています。NEDOは、こうした技術的な見通しに基

づき、まずは、2009年度から2015年度にかけて、産学連携

のプロジェクト「革新型蓄電池先 端科学基礎研究事業

（RISING）」に取り組みました。さらに、このプロジェクトの

対象となった6種類の革新型蓄電池の中から、実用化の可能

性が高い4種類の革新型蓄電池を絞り込み、2016年度から

「革新型蓄電池実用化促進基盤技術開発（RISING２）」を

開始しています。

RISING２では、互いに競合関係にある多数の自動車メー

カー、電池メーカーの技術者がそれぞれ、京都大学と産業技

術総合研究所（産総研）の二つの集中研究拠点に集まり、革

新型蓄電池の研究に従事する他、蓄電池の解析に特化して開

発してきた高度解析技術のさらなる高度化にも取り組んでい

ます。京都大学教授で、RISING２のプロジェクトリーダー

（PL）を務める松原英一郎氏は、「自動車メーカーと電池

メーカーが複数集まったことに意義がある」と指摘します。

「電池に対する意識が異なる二つの業界から研究者が集まる

ことで、電池開発の非競争領域すなわち共通基盤をどこに置

くかを検討できます」。

検討、議論の舞台の一つになるのが、高度解析技術を組み

合わせた解析プラットフォームの存在です。例えば、フッ素の

動作速度を解析する一方で、その速度が実現した理由を、複

数元素の原子配列から検証することができます。松原PLは

「将来にわたって日本の優位性を確保するには、本当の意味

での“共通基盤技術”を作ることが大事。そのための信頼関

係もプロジェクトで作り上げていきたい」と話します。

解析プラットフォームを舞台にして
革新型蓄電池の実用化を目指す

2030年頃には本格的な実用化が始まり、未来の主役になると見られるのが革新型蓄電池です。
NEDOでは、2016年度から開始した「RISING２」プロジェクトで
四つの革新型蓄電池の共通基盤技術開発に取り組んでいます。

革新型蓄電池（ポストLIB）
リチウムイオン電池（LIB）の性能を超えて未来を拓く

革新型蓄電池実用化促進基盤技術開発（RISING２）

特　集

高エネルギー
密度化

耐久性 安全性
コスト

蓄電池反応分布形成1

電極／電解質界面現象2

蓄電池反応下での非平衡現象3

熱的・物理的不安定化挙動4

ランダム系物質（電解液・電解質・SEI等）構造5

松原 英一郎 氏
NEDO「革新型蓄電池実用化促進基盤
技術開発（RISING２）」
プロジェクトリーダー
京都大学 理事補（産官学連携担当）
工学研究科 教授

Project2

車載用蓄電池の課題解決に向けた高度解析技術の取り組み

EVにおけるLIBから革新型蓄電池への飛躍

航続距離：
500km
エネルギー密度：
500Wh/kg

航続距離：
250〜350km
エネルギー密度：
250Wh/kg

航続距離：
120〜200km
エネルギー密度：
60〜100Wh/kg

2030年
革新型蓄電池

2020年頃
先進LIB

現行LIB

LIBの性能を凌駕する
革新型蓄電池を実現
●亜鉛空気電池
●フッ化物電池
●硫化物電池
●コンバージョン電池
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ます。そこで、新しい亜鉛極の構成、電解液添加剤等を開発し

て、長寿命化を図っています。

「相当なブレークスルーが必要ですが、2018年度末の中

間目標である実セルでのエネルギー密度300Wh/kgは達成

できる見込みになってきました」（西尾特任教授）

この300Wh/kgという数字は、亜鉛空気電池としては非

常に画期的な数値です。空気極触媒の開発等、他にも山積す

る課題をクリアし、プロジェクト終了の2020年度末までに

は、最終目標のエネルギー密度500Wh/kgの達成を目指し

ます。マネジメントを担当するNEDO次世代電池・水素部の竹

川寿弘主査は「すでに1次電池としての実績があるだけに、実

用化のポテンシャルが高い」と手応えを感じています。

亜鉛は、マンガン電池、アルカリマンガン電池、銀電池等の

使い切りの電池では、古くから安定した実績がある材料で、安

全性やコスト面で有利とされています。この亜鉛を負極に、空

気を正極に用いる亜鉛空気電池は、革新型蓄電池の中でもエ

ネルギー密度の高さで注目される金属空気電池の一つです。

酸化力が高い、つまり高電位の空気を電池外から取り込み、

電池セル内には多量の亜鉛を収容できるため、理論エネル

ギー密度は約1000Wh/kgと極めて高くなっています。

「ただ、蓄電池として何度も充電して使おうと思うと、非常

に難しい課題がたくさん出てきます。何十年も研究されてい

ますが、補聴器用のコイン型の１次電池を除けば、蓄電池とし

てはいまだに本格的な実用化には至っていません」。亜鉛空

気電池の開発の難しさについて、こう説明するのは、京都大学

の西尾晃治特任教授です。

亜鉛空気電池の最大の課題は、亜鉛極の長寿命化です。

亜鉛は放電の際には電解液に容易に溶け込みますが、充電の

際には、元の形の亜鉛

に戻りにくいという欠

点があります。亜鉛の

密度にもむらができ、

変形もします。ひどく劣

化したときには、放電

で析出した亜鉛が正極

と接触してショートし

てしまい、使えなくなり

高エネルギー密度実現の鍵は亜鉛極の長寿命化

安全性・コスト面でも有利

亜鉛空気電池
ここがポイント！技術開発のポイント

■ 繰り返し充電に耐える亜鉛極の開発
■ 空気極の反応を促進する触媒の開発

一般の電池

セル内部に正極と
負極が充填される

セル内部に負極
だけが充填される

亜鉛空気電池

負極
活物質

負極
活物質

正極
活物質

正極
（触媒電極）

セパレータ
（電解質）

空気 
（O2）

亜鉛空気電池のセル。有望なものは高度解
析に回して亜鉛の劣化等を解析する。

企業で25年間、京都大学で10年間と豊富な電池研究のキャリアを持つ西尾特任
教授の下、企業からの出向研究員と大学教員が協力して研究に取り組む。

竹川 寿弘
NEDO
次世代電池・水素部
蓄電技術開発室
革新蓄電池開発センター
主査

佐藤 恵太
NEDO
次世代電池・水素部
蓄電技術開発室
主任

西尾 晃治 氏
京都大学
産官学連携本部
特任教授
博士（工学） 技術士（化学部門）

亜鉛空気電池の構造
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Project2革新型蓄電池実用化促進基盤技術開発（RISING２）

特　集

フッ化物電池は、マイナスのフッ化物イオンが正極と負極の

間を移動して充放電する蓄電池です。電池の中でフッ化物イ

オンを動かす原理は、NEDO「革新型蓄電池先端科学基礎研

究事業（RISING）」（2009～2015年度）で、プロジェクトリー

ダーを務めた京都大学の小久見善八名誉教授らを中心に生ま

れました。実現すれば、原料が安いなどのコストメリットがあ

りますが、新しい考え方のため、課題もたくさんあります。

「難しかったのは、放電によってできるフッ化物が電気を

通さない絶縁体になってしまうことです。絶縁体ですから、充

電しようとしても、元の金属に戻りにくい。もう一つの難点

は、フッ素イオンが自由に動くような電解液が作りにくいこと

です」と説明するのは、小久見名誉教授の教え子にあたる、

京都大学の安部武志教授です。フッ化物電池は、RISINGプロ

ジェクトの成果として、電解液に加える添加剤であるアニオン

アクセプター（AA）が発見されたことによって、500Wh/kg

程度のエネルギー密度を目指す技術として、大きく発展しまし

た。

現在のRISING２プロジェクトでは、安部教授が率いるフッ

化物電池研究チームが、固体フッ化物電池と液体フッ化物電

池の2チームに分かれて研究に取り組んでいます。安部教授

が期待するのは、自動車メーカー、電池メーカーからチームに

出向してきている若い研究者のセンスです。「彼らはフッ化物

の蓄電池の研究経験が一切なく、既成概念がありません。化

学の世界では、既成概念に捉われず、自分なりのやり方で取

日本で誕生した新原理の革新型蓄電池

フッ化物電池
技術開発のポイント

■ 固体フッ化物電池の低温化
■ 液体フッ化物電池の電解液の発見

り組んでいる間に、新しいアイデアが出てくることが多いので

す」（安部教授）。

実際、今回のRISING２プロジェクトの前半では、研究を大

きく進める二つの大きな発見が、若手研究者の間から出てき

ました。難しいと見られていた正極活物質、負極活物質の双

方で、固体、液体共に使える良い材料が見つかったのです。お

かげで両極の材料はほぼ確定し、あとは固体チームが現状で

140℃必要という固体電解質の低温化、液体チームがより優

れた電解液の発見という、次の大きな課題に取り組んでいま

す。NEDO次世代電池・水素部の錦織英孝主任研究員は「当

初の見通しからすると、よくぞここまで来たと言えるほど研究

が進んでいます」と現場にエールを送ります。

140℃で動作する固体のフッ化物電
池セルは、低温化対策が課題。

電極を付けた試作セル。充放電実験
で性能や耐久性等を確認する。

固体と液体の2チーム体制で研究開発を推進

京都大学に出向して
いる民間企業の研
究員と大学の教員
が協力して研究に取
り組む。

安部 武志 氏
（前列）

京都大学大学院
地球環境学堂・
工学研究科教授

錦織 英孝
（後列左から3人目）

NEDO
次世代電池・水素部
蓄電技術開発室
革新蓄電池開発センター
主任研究員

自由に動ける

フッ化物電池（本事業）

AA
AA

AA
AA
F－

自由に動ける

リチウムイオン電池

溶媒
分子

溶媒
分子

溶媒
分子溶媒

分子

Li+

フッ化物電池（従来）

自由に動けない

F－

リチウム
イオン電池
（正極）

遷移金属酸化物 Li が挿入された
遷移金属酸化物

金属フッ化物 金属

フッ化物
電池
（正極）

Li Li

Li

F F

F
F

F F

放電

充電

放電

充電

STOP

フッ化物電池の構造と特徴
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硫化物電池は、単位重量当たりでより多くのリチウム原子

と結合する硫黄を正極活物質として用いることで、高エネル

ギー密度を実現できます。従来の技術では、炭素と硫黄をミク

ロに複合化させて正極に使いますが、硫黄成分が溶出し電池

容量が劣化するという弱点を抱えていました。そこで、産総研

拠点では、金属に硫黄を結び付けるコンセプトに着目。金属

と硫黄の結合により、電解液への溶出を大きく抑制でき、世

界トップレベルのエネルギー密度と耐久性の両立を実現しま

した。また硫黄は種々の電池の中の材料と反応しやすいの

で、表面を安定化させる工夫をすることで、電池の寿命を延ば

す工夫もしています。今後はより高性能な正極材料の開発に

加えて、高容量金属負極の表面安定化技術の開発により、車

載用蓄電池向けの硫化物電池の実用化を目指します。

硫化物電池
ここがポイント！技術開発のポイント

■ 金属と硫黄を結合し溶出を抑制
■ 高容量金属負極表面の安定化

現行LIBに用いられるLiCoO2等の正極材料は、その結晶

構造の“箱”の中にリチウムが出入りする「インターカレー

ション反応」により充放電を行います。一方、産総研拠点で

は、フッ化鉄等を正極活物質に用いると、この“箱”自身がリ

チウムと反応する「コンバージョン反応」に着目。この反応で

は、物質が化学変化する領域まで利用した充放電が可能とな

るため、高いエネルギー密度が得られます。この反応を利用

するコンバージョン電池は、密閉系では最高レベルの高い理

論エネルギー密度を有しています。さらに、低コスト材料が使

える、異常時にも酸素放出しにくいため高い安全性が期待で

きるなどのメリットがあり、今後は正極活物質のさらなる高性

能化に向け、電池劣化を抑制するための正極活物質の形態制

御や表面安定化技術に注力しています。

安くて高容量な電池

コンバージョン電池
ここがポイント！技術開発のポイント

■ 材料構造を再構成する工夫
■ 正極活物質のさらなる高性能化

金属と硫黄を結ぶ技術で電池を高性能化

密閉系で最高レベルの高い理論エネルギー密度

金属の力を使う

硫化物電池 硫化物電池

現行LIB
370

1380 1440

↑↓放電充電
Li1FeS5 + 9Li

Li10FeS5
↑↓放電充電

VS4 + 5Li

Li5VS4
↑↓放電充電

Li1-XCoO2 + LiXC6

LiCoO2+C6

4倍
程度

正負極重量当たりの
理論エネルギー密度
（Wh/kg）

金属と硫黄の
強い結合
硫黄は溶出しにくい

金属 硫黄 リチウム

炭素と硫黄の単純な接触のため
硫黄は溶出しやすい

従来の硫黄 - 炭素複合体 開発中の金属多硫化物

溶出した硫黄は
使えなくなる

4倍
超

コンバージョン電池

↑↓放電充電
FeF3 + 3Li

Fe + 3LiF
↑↓放電充電

Li1-XCoO2 + LiXC6

LiCoO2+C6

現行LIB

正負極重量当たりの
理論エネルギー密度
（Wh/kg）

リチウムが
結晶構造の“箱”の中に出入り

結晶構造の“箱”自身が
リチウムと反応

リチウムイオン電池の使用範囲　
（インターカレーション反応）

コンバージョン電池の使用範囲（コンバージョン反応）

放電

充電

放電

充電

金属またはフッ素

リチウム

370

1646

硫化物電池の構造と特徴

コンバージョン電池の構造
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材料・ナノテクノロジー部の
「革新的新構造材料等研究開発」に関する
ニュースリリースをピックアップ！！

世界最大級、難燃性マグネシウム合金を使った
高速鉄道車両部分構体の試作に成功
―軽くて強いマグネシウムで、新幹線などの軽量化、高速化、省エネ化を目指す―

〈概要〉

　現在、新幹線などの高速鉄道車両構体には軽量なアルミニウム合金が使われています。しかし、

鉄道に対する高速化と省エネ化の要求が増していることを背景に、車両構体の軽量化ニーズが一

段と高まっています。それを実現するための材料としてアルミニウムよりも比重が30％以上小さい

マグネシウムが注目され、鉄道だけでなく自動車や宇宙・航空の分野においてもマグネシウム合金

を用いた大型構造物の早期実用化が期待されています。

　軽いマグネシウム合金展伸材はこれまでに、電子筐体や機械部品などの小型の部材に使用され

ていますが、大型の構造物への適用はほとんど例がありませんでした。これはマグネシウムの難燃

性､耐食性、成形性などが比較的低いことに由来しています。

　そこでNEDOは、2014年度よりマグネシウム合金開発と大型構造物である高速鉄道車両

構体への適用技術の確立を進めてきました。NEDO事業において、新構造材料技術研究組合

（ISMA）は強度や延性、加工のしやすさを改善した難燃性マグネシウム合金を開発し、2016

年度には難燃性マグネシウム合金を使った車両構体の側構体部分パネルを試作しました。そして今

回、より大きな現行の新幹線車両構体と同一断面サイズをもつ高速鉄道車両部分構体（高さ2.9m

×幅3.2m×長さ1.0m）の試作に成功しました。

　この構体は、難燃性マグネシウム合金を使った世界最大級の大型構造物であり、マグネシウム合

金製高速鉄道車両構体の実用化に向けた大きな一歩となります。

詳細については、以下のウェブサイトをご参照ください。
http://www.nedo.go.jp/news/press/AA5_100973.html

1

2 3

4

用語解説

1. 展伸材
圧延、押出、鍛造等、材料に大きな力
を加えて変形させることによって目的
の形状にする塑性加工を用いて作製し
た金属材料。

2. NEDO事業
事業名は「革新的新構造材料等研究
開発」で2014年度から2022年度まで
実施予定。

3. 新構造材料技術研究組合 　
　（ISMA）
NEDO事業を推進することを目的に、
2013年10月25日に設立。19企業、
1独立行政法人（当時）で発足し、2018
年6月現在、38企業、2国立研究開発
法人、1大学が参加し、さまざまな革新的
材料の開発に取り組む。

4. 難燃性マグネシウム合金
汎用マグネシウム合金（Mg-Al系合金）
にカルシウム等を数パーセント添加する
ことで発火温度を200～300℃上昇さ
せ、大気中での溶解・鋳造を可能とした
合金。

2018年6月12日発表

専門用語や技術用語、難しい技術等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。

ニュースリリース解説
 よく わかる！

http://www.nedo.go.jp/news/press/AA5_100973.html
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軽量で燃えにくく、強度に優れ、加工のしやすい特性を生かし、
鉄道車両の軽量化、高速化、省エネルギー化を目指します。

大型構造物にも適用可能！

難燃性マグネシウム合金

マグネシウムは軽量で強く、振動しても振幅の収まりが早
く済む振動減衰性や、生体吸収性に優れていることが特徴で
す。すでに電子機器等の小型部材として使用されていますが、
化学的に不安定で腐食しやすい特性を持つほか、マグネシウ
ム合金の加工・接合技術が確立されておらず、大型構造物へ
の適用は難しいとされてきました。しかし、大型の輸送機器に
おけるエネルギーの使用削減やCO2排出量削減に向けて、
抜本的な軽量化が求められています。こうした中、実用金属の
中で最軽量のマグネシウムの鉄道や自動車、航空機等への適
用が期待されています。
そこでＮＥＤＯは、「革新的新構造材料等研究開発」プロ

今回の試作結果を踏まえ、2018年度からはさらに長尺の
車両構体を試作し、難燃性マグネシウム合金製高速鉄道車両
構体の実用化を目指す予定です。具体的には、現行の新幹線
車両構体を模した長さ5mの車両構体を試作し、それを用いて

ジェクトで大型輸送機器向けの革新的材料開発を推進してい
ます。これまでに、マグネシウムにカルシウムを添加して燃え
にくくした上で、現在の鉄道車両に採用されているアルミニウ
ム合金と同等の強度と延性を持つマグネシウム合金の素形
材を開発しました。今回、鉄道車両構体を製作する上で、ダブ
ルスキン構造の採用と窓サイズを縮小した設計により、剛性
を維持しつつ軽量化を実現。さらにマグネ合金に最適な接合
技術を確立したほか、
腐食懸念のある外装は
「化成処理+塗装」に
より耐食性を持たせた
ことで、難燃性マグネシ
ウム合金のみを使用し
た世界最大級の大型構
造物の製作に成功しま
した。

実際の運用環境を想定した条件下での疲労試験を実施する
ことで信頼性を担保し、長期使用時の安全性を検証すること
で、2030年代の実用化を目指します。

 難燃性マグネシウム合金を用いて、新幹線車両と同一
断面サイズの高速鉄道車両部分構体の試作に成功！

ここがポイント！

運用環境を想定した実際の車両作りへ
今後の展望

解説

試作した高速鉄道車両
部分構体の外観写真。

実用金属の比重

金属 比重
マグネシウム 1.7
アルミニウム 2.7
チタン 4.5
亜鉛 7.1
鉄 7.9

  アルミニウムより比重が３０％以上小さいマグネシウ
ムを適用することで、車両構体部分の大幅な軽量化
が実現できることを確認。

鉄道､自動車､航空機等、大型構造物への適用が期待される
マグネシウムの需要拡大に備える

 材料の開発に留まらず、加工・接合技術や表面処
理技術を確立。

難燃性に加えて、アルミニウム合金と同等の強度
と延性を持つ、マグネシウム合金の素形材を開発。



「細胞内ネットワークの
ダイナミズム解析技術開発」とは
ヒトゲノムの解析で、個々の遺伝子が持つタンパク質やRNA等

の機能解析が可能となりました。一方、生命の本質に迫るために

は、複数の生体分子が作り出す情報伝達ネットワークの解明が課

題でした。そこでNEDOは、2002年度から2006年度まで「細

胞内ネットワークのダイナミズム解析技術開発」を実施。細胞を

生きている状態で効率的に計測し、機能解析を可能とする技術

の確立を目指しました。

実用化ドキュメント
プレイバック
ヒストリー

　生命現象の解明には、遺伝子等の分子の動きを可視化する

ことが重要です。しかし、電子線を使う電子顕微鏡では、細

胞を生きたまま観察することができません。こうした中、横河

電機株式会社は、1990 年代にバイオや環境分野に応用でき

る共焦点レーザースキャナの開発に着手。自社での研究開発

を経て NEDO 事業に参画し、生きた細胞の動きが見える画

期的な共焦点レーザースキャナの開発に成功しました。

生命現象を解き明かす手段として、生きたまま細胞や組織

の生命現象を観察する「ライブイメージング技術」が注目され

ています。生命科学では、遺伝子やタンパク質等の分子レベ

ルでの研究がさかんに行われてきましたが、個々の分子を見

るだけでは複雑な生命現象を解明できません。そのため、生

きている細胞で内部の分子の動きを直接観察することが必

要となります。

そこで、生命科学研究の現場では、細胞の三次元イメージ

ングが可能な「共焦点レーザー顕微鏡」が、重要なツールとし

て広く使われるようになってきました。「共焦点レーザー顕微

鏡」は、レーザーで試料面をスキャンし、試料から出てきた光

を検出し画像にします。レンズからの距離がばらばらで厚みの

ある試料でも、ボケのない像を得ることができます。しかし、

従来の方法では、1枚の画像を得るために1秒以上のスキャン

複雑な生命現象の解明に役立つ
ライブイメージング技術

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中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、「NEDO実用化ドキュメント」の
過去の記事を要約して紹介していきます。

顕微鏡と接続した共焦点レーザー
スキャナ「CSU-X1」。

生きたまま細胞の姿をとらえる、
共焦点レーザースキャナの開発

Vol.9 細胞内ネットワークのダイナミズム解析技術開発

プロジェクトの

その後を追う！
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ずれると、画像にならないのです。試作を繰り返し、うまくいく

までには5年もかかりました」と当時を振り返ります。

さらに、単色の画像からマルチカラー化を実現。顕微鏡や

超高感度のカメラと組み合わせ、細胞内の分子の動きを三次

元でリアルタイムに捉えることができるようになりました。

こうして「CSU-X1」が、それまで観察が困難だった脳内の

ニューロンの速い動きや、生きた動物の赤血球の流れを捉え

るなど、横河電機は、NEDOプロジェクトを通して従来より

格段に性能向上した新機種の開発に成功しました。三次元で

の高い分解能を実現した高性能なスキャナで撮った細胞の

写真は、何度も「Nature」の表紙を飾っています。

この共焦点レーザースキャナ「CSU-X1」は2007年に製

品化し、2012年には上位機「CSU-W1」が発売されました。

2018年現在、両機種合わせて2000台以上を販売していま

す。ライブイメージングによって明らかになる、さまざまな生命

現象。共焦点スキャナは、生命科学の発展に向け、バイオ分

野の最先端研究に貢献するツールとして、ますます重要な技

術となっています。

が必要で、細胞内の動態を捉えることができませんでした。

横河電機が「共焦点レーザー顕微鏡」の鍵を握る共焦点

レーザースキャナの開発を始めたのは、1990年代初めのこと

です。同社では計測機器や制御機器の開発を行ってきました

が、異分野への進出ゆえの慣れない研究開発の末、1997年に

1号機「CSU-10」が発表されました。これは、生きた細胞の

動きが見える画期的なものでした。

そして「CSU-10」の機能向上と、ライブイメージングの発

展を目指して、横河電機は2003年から5年間、NEDOプロ

ジェクト「細胞内ネットワークのダイナミズム解析技術開発」

に参画。理化学研究所や産業技術総合研究所、日本放送協会

放送技術研究所（ＮＨＫ技研）、株式会社日立国際電気と共

にリアルタイム三次元顕微撮像システムの開発や、細胞内分

子動態の可視化を進めました。

横河電機の共焦点レーザースキャナは、スキャンの高速化

を、ニポウディスク式の採用で実現しました。ニポウディスク

とは、外側かららせん状にピンホールが開いていて、回転する

円盤です。光を円盤に当て、回転させると面全体をスキャンで

きます。一度に1000本ものビームを試料に当てることが可能

で、従来の１点ずつスキャンするガルバノミラー式より、単純

計算でも1000倍もの速度でスキャニング可能になります。

これをさらに、NEDOプロジェクトの成果で完成した共焦

点スキャナユニット「CSU-X1」では、「CSU-10」に比べて

2倍の高速スキャンを実現しています。約1000本のレーザー

ビームを同時に試料に照射して、しかも高速でビームを動かす

ため、1枚の画像を2000分の1秒で得ることができます。１秒

間2000フレームまでスキャンできる性能へと向上しました。

一方、ニポウディスクの弱点は、光の利用効率が非常に低

いことで、ピンホールのところしか光が通らないため、画像は

見えないほど暗いものばかりでした。そこで、横河電機では試

行錯誤の末、マイクロレンズを使うことを考え出しました。ピ

ンホール1個につき、一つのマイクロレンズを付けたのです。こ

れにより、ほとんどの光を集めることができ、ノイズも減り、

明るい画像を得ることができます。

もう1枚のディスクを使い、ピンホールと同じ位置にマイク

ロレンズを付け、2枚のディスクを上下に取り付けました。横

河電機の景虹之ライフサイエンスセンター開発グループ長は

「ディスクには、直径50μmのピンホールが2万個開いていま

す。もう一枚のディスクには２万個のマイクロレンズがありま

す。この穴を精密に開けることや、マイクロレンズをばらつきな

く正確に作るのに苦労しました。さらに、ピンホールとレンズ

位置を調整するのには、大変苦労しました。この軸が少しでも

画期的な共焦点レーザースキャナで
さらなる高速スキャンを実現

より明るくマルチカラー化し
三次元リアルタイム測定も実現

共焦点レーザースキャナ
「CSU-X1」ユニット単体。

NEDOプロジェクトで開発したプロトタイプ
機で初めて捉えた酵母細胞ゴルジ体画像。
シス槽をmRFP、トランス槽をGFPで標識。
画像提供：
理化学研究所基幹研究所中野生体膜研究室
東京大学大学院理学系研究科 中野明彦先生

ニポウディスクによるマルチビームスキャンの仕組みとピンホールディスク。

　本記事は、過去に取材を行った「NEDO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。基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。

 「NEDO実用化ドキュメント」は、プロジェクトに携
わった企業等にインタビューを行い、ウェブサイトで紹
介。これまでに100件の記事を公開しています。

実用化ドキュメント

バイオ分野の最先端研究に貢献
期待が高まる

1回転12フレーム
max2000フレーム
（＠10000rpm）

マルチビームスキャン
直径50μｍ/250μm間隔
ディスク上に20000個
視野内1000個

ピンホールパターン

30度回転で1フレーム生成
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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。

本誌をお読みいただいた
感想をお聞かせください。
いただいた感想は、今後
の広報誌等制作の参考と
させていただきます。

FEATURED EVENT 注目のイベントをピックアップ
イノベーション・ジャパン 2018
～大学見本市＆ビジネスマッチング～ 

2018年8月30日（木）～31日（金）
東京ビッグサイト 西1ホール

　国内最大規模の産学マッチングのチャンス！日本全国から500を超
える大学、ベンチャー・中小企業等が研究開発の成果を展示・発表
します。ベンチャー支援に関するセミナーも開催します。

http://www.nedo.go.jp/events/CA_100164.html
昨年度開催した「イノベーション・ジャパン2017」
の様子。

World Robot Summit 2018
2018年10月17日（水）～21日（日）
東京ビッグサイト 東 6/7/8ホール

　「World Robot Summit」は、人間とロボットが共生し協働する世界の
実現を念頭に、世界のロボットの叡智を集めて開催する競演会です。
経済産業省とNEDOが主催し、競技会や展示会、講演会を実施します。

http://worldrobotsummit.org/ テーマは「Robotics for Happiness」です。

HOT TOPICS 注目の情報をご紹介

YouTube

NEDO Channel
（ネドチャンネル）

　NEDOは、多様な省エネルギー技
術 の開発を支 援しています。中 で
も、注目の技術を紹介した動画を、
YouTubeの「NEDO Channel」で公開
しています。ぜひ、ご覧ください！

https://www.youtube.com/playlist?list=PLZH3AKTCrVsW1hQsGPnQPHZN8JxIRbbfK

NEDOプロジェクト紹介 最新の省エネルギー技術

2018年

NEDOのイベントスケジュール

8
月

1～2日
　経済産業省こどもデー

3日
　夏休み！多摩区エコフェスタ

9日
　さいわい子ども
　エコフェア

30～31日
　イノベーション・ジャパン
　2018

9
月

16～21日
　国際水協会（IWA）
　世界会議・展示会

18日
　IoT推進ラボ 第7回
 「IoT Lab Connection」
（ビジネスマッチング）

26～27日
　平成30年度
　NEDO次世代電池・
　水素部成果報告会

10
月

3～4日
　平成30年度
　NEDO新エネルギー
　成果報告会

10～11日
 　ICEF

10～12日
　第45回
　国際福祉機器展
　Ｈ.Ｃ.Ｒ.２０１8

10～12日
　BioJapan 2018

11日
　“No Maps 
　NEDO Dream Pitch” 
　with 起業家万博

16～19日
　CEATEC JAPAN
　2018

17～21日
　World Robot Summit 
　2018

23日
　水素閣僚会議2018

31日～11月4日
　創エネ・あかりパーク 
　2018

Vol.1 低温排熱 Vol.2 CFRP Vol.3 クラウド Vol.4 未利用熱

http://www.nedo.go.jp/events/CA_100164.html
http://worldrobotsummit.org/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLZH3AKTCrVsW1hQsGPnQPHZN8JxIRbbfK
https://app3.infoc.nedo.go.jp/enquete/form.rbz?cd=875&code=102111099117115110101100111
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