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成長に向けてのあるべき姿 

※：一般社団法人 電子情報技術産業協会(JEITA) 技術戦略委員会資料より抜粋 
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成長に向けてのあるべき姿 東芝の社会インフラ事業 
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火力 
高効率・低エミッション基幹電源として地球環境に貢献 

 世界初※1超臨界CO2サイクル発電システム開発 
目標圧力30MPaでの燃料試験に成功 

 CO2分離回収活用試験装置を佐賀市に納入 
アミン系吸収液で10~20㎏/日のCO2を回収   

新規事業領域 

超臨界CO2サイクル発電システム コンバインドサイクル 
 世界最高熱効率62 %※2実現 石狩湾新港発電所向け受注  

3次元設計による蒸気流損失極小化により最高熱効率達成 
 GEとの協業で世界へ拡販 

最新鋭コンバインドサイクル 石炭火力 
 高効率A-USC※3発電システム開発 
国家PJに参画、700℃以上の蒸気へ適用可能な材料を開発中 

 インド拠点から急成長する新興国へEPC※4事業拡大、 
安定電源供給 

※1：ガスタービンを利用した内燃式CO2サイクルとして  ※2：現在運転及び公表されている建設計画における当社調べ 
※3：Advanced Ultra-Supercritical（先進型超々臨界圧） 
※4：設計（Engineering）・調達（Procurement）・建設（Construction） 
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クリーンエネルギー 
多様なエネルギーを安定供給 

水力 

地熱 

風力 

太陽光 
インドネシア・ケニア営業
運転に向けて建設中 

地域共生型 
小型地熱発電事業 

Wind Farm開発、 
発電事業開始 

エネファーム 
世界最高水準 総合効率95 % 
業界初 自立運転機能 

国内最大規模メガソーラー 
  田原地区2件130MW着工 
世界最高ﾓｼﾞｭｰﾙ変換効率20.1%(住宅) 
太陽光発電事業展開 

世界シェアNo.1※1 

国内シェアNo.1※2 

国内シェアNo.1※5 

国内シェアNo.1※6 

電力系統安定化に寄与する 
      可変速揚水の展開 

   世界初実用化※3、世界最大容量※4 

発電量を増やすアップグレード 
大型から小型までラインアップ拡充 

※1：地熱タービン累計納入容量ベース 
    （Bloomberg Geothermal Market Outlook 2011 3Q） 
※2：10MW以上水車手持受注残、容量ベース（12年8月時点）（当社調べ） 
※3：東京電力（株） 矢木沢発電所  
※4：東京電力（株）葛野川発電所 
※5：電力会社向けメガソーラー（13年1月時点）(当社調べ) 
※6：2012年度出荷台数ベース（当社調べ） 

海流発電 
NEDO国プロで開発実施中 
  流速1.5 m/sで2 MW発電の 
  基本コンセプトを確立し、実証研究を開始 

Φ40 
m 

2 MW双発式海流発電システム 
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スマート・コミュニティ 
エネルギー安定供給と安心・安全で快適なコミュニティを実現 

パートナーとの協業 
エネルギーとモビリティによる低炭素化 
本田技研工業㈱様、積水ハウス㈱様との    
V2H※/コミュニティ実証 
－電気・熱の効率的エネルギーマネジメント 

BEMS 
FEMS 
HEMS 

リテール ヘルスケア 

防災 

系統安定化 

水 

モビリティ エネルギー 
マネジメント 

地域ソリューションの展開（自治体との連携） 
横浜スマートシティ・プロジェクト 
川崎駅周辺地区スマートコミュニティ 
仏リヨン・プロジェクト 

モビリティへの取組み 
ワイヤレス充電 
バスの実証研究 
全日本空輸㈱様の社用
として電気バスを運行 

※：Vehicle to Home  
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ＩＣＴ 

高安全原子力 

蓄電 

 温暖化  出力変動 

 需給 
 バランス 

 電力不足 

   エネルギー 
   セキュリティ 

  環境問題 

高効率火力 

再生可能エネルギー 

パワーエレク 
トロニクス 

エネルギーマネジメント 
昇降機 

FEMS※1 BEMS※2 HEMS※3 

※1：Factory Energy Management System ※2：Building Energy Management System 
※3：Home Energy Management System 

エネルギー 
No.1技術とソリューションでエネルギー最適活用 

つかう 

くばる 

つくる 

EV 

スマートグリッド 
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水素を軸とした次世代エネルギーインフラ事業 

   水素利用    分配    輸送・貯蔵 水素製造 

資源輸入に依存しない、クリーンで安定した電力供給を 
実現する次世代エネルギー社会 

水素コミュニティ Ｈ2 

再生可能エネルギー 

石炭ガス化/石油改質 

 水(電気分解/熱分解) 
液化 (触媒) 

ケミカルハイドライド 

水素吸着合金 他  

水素発電 

防災(非常用電源) 

家庭用燃料電池 

水素燃焼発電機器 

水素電力貯蔵 

水素ステーション 

FCV 

燃料電池水素機 

大型燃料電池 

ターゲット市場：2020年10兆円→2040年80兆円※ 

2020年国内水素需給規模予測：水素供給10～100億Nm3/年 

※：日経BP社調査 
        http://corporate.nikkeibp.co.jp/information/newsrelease/newsrelease20131021.shtml 

つかう くばる つくる 
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①アナリシス型 
 領域を細分化（深掘り） 真実を探求 

（ex.量子物理） 
②シンセシス型 
 複数領域の融合   新たな価値を創造 

（ex.iPhone） 

アナリシス型 
バリュー・イノベーション 

シンセシス型 
ニュー・コンセプト・イノベーション 

イノベーションの種類 
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“バリュー・イノベーション” 
 東芝におけるアナリシス型イノベーションへの取り組み 
社会の潜在ニーズや課題をいち早く発掘し、革新技術を創出 

 

高精度照射と小型
化・軽量化、省エネ
実現 

超伝導搭載回転ガントリー※2 

※1：固体酸化物型電解セル ※2：重粒子線がん治療システムの一部 

 
情報漏洩のない通信イ
ンフラを実現 

量子暗号通信 
 

GBあたり世界最小の
チップサイズ 

NAND型フラッシュメモリ 

 

電力を高効率に水素
に変換し、大容量・
長時間貯蔵 

水素電力貯蔵/SOEC※1 

 
部屋のあかりで除菌、
消臭 

 

可視光応答型光触媒ルネキャット® 

 
ゲリラ豪雨や竜巻を最
速10秒で観測可能 
 

フェーズドアレイ気象レーダ 
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目視点検→画像処理技術応用 

打音点検→産業用探傷技術応用 
状態監視→産業用モニタリング技術応用 

トンネルなどのひび割れ、水漏れなど、 
状態の変化を写真画像から検出 

安心・安全な社会インフラを目指す 英国内送電線トンネルにて実証試験中 
インフラヘルスモニタリング 

体型センシング技術 
（高精度人物検出技術応用） 

✕ 
体型フィッティング技術 

実店舗での購入までを実証実験 

ビッグデータ
連携で統合
販路を構築 

コーディネート＆
バーチャル試着 

洋服購入 
kakimoto arms 様 

仮想試着 
ヘアサロン 実店舗 

メガネ型表示装置 

保守点検補助ツール 
グラスレス3D技術応用 ● ● ● 

■ ■ ■ 
▲ ▲ ▲ 

“ニュー・コンセプト・イノベーション” 
 東芝におけるシンセシス型イノベーションへの取り組み 
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基礎研究と事業化の橋渡しについて 
ポイント:産総研、理研等への企業の取組み方 

成果ある橋渡しのためには企業側の積極的な参画が不可欠 
•国研と企業の1対1の研究開発と企業の排他的知財権が可能？ 
•研究開発設備の容易な利用 
国研側のアピールと企業側の理解が必要 

•国研の保有技術の積極的な情報提供 
•活発な人財の流動化 
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