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［SCIENCE EYES］
電気抵抗ゼロの秘密です

上の画像は、送電ケーブルの素材として
期待されている
「ビスマス系超電導線材＊」
の拡大断面図です。

銅フォーマ

［NEDO NEWS HEADLINE］
2009 August〜October（前半）

超電導導体

高圧・高温の環境で焼結し、
密度100%を
実現したこの線材を使用することで、
電気
抵抗はゼロに。

絶縁層

3

NEDO新エネルギー技術開発部の
ミッション
NEDO新エネルギー技術開発部長

市村知也

超電導
シールド層

大容量でコンパクト、
そして高効率な送電
が電力の安定供給を可能とし、CO2排出
量の低減に貢献します。
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［特集］
加速する
NEDO新エネルギー技術開発
1

＊ビスマス系超電導線材：Bi(ビスマス)、Sr(ストロンチウム)、
Ca(カルシウム)、Cu(銅)、O(酸素)で構成される線材
断熱管

革新的太陽光発電技術
研究開発プロジェクト

6

もっと光を ── 集光型太陽電池の
高効率化へ技術開発の種を蒔く
豊田工業大学 大学院工学研究科 教授 山口真史 氏

■三心一括型高温超電導ケーブル

■30メートル高温超電導ケーブルシステム
超電導ケーブルの実系統連系試験に先立ち、検証システムを構築し、事前検証試験を
進めています。
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NEDOの風力発電への取り組み

日本で花開く風力発電の技術は
どこの国でも実を結ぶ
NEDOから世界へ発信を

9

足利工業大学 学長 牛山 泉 氏
東京大学 教授 石原 孟 氏
NEDO 新エネルギー技術開発部
自然エネルギーグループ 伊藤正治 主任研究員
3 日米スマートグリッド実証プロジェクト

12

世界の流れはスマートグリッドへ
実用化に向けたNEDOの取り組み
高温超電導ケーブル等

NEDO新エネルギー技術開発部
系統連系技術グループ 諸住 哲 主任研究員

［NEDOからのお知らせ］
NEDOプロジェクト
「高温超電導ケーブル実証プロジェクト」
（平成19〜24年度）
より
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15

表紙の写真は、第三世 代 の 太 陽 電 池である集 光 型
太陽電池のイメージです。
詳しくは本誌P6-8をご覧ください。

2009
EDO
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（前半）

国内外で活動するNEDOの最近の動きをお知らせします。
「朝日地球環境フォーラム2009」開催

中国科学院 院長が来構

9月7日〜8日、朝日
新聞社主催
「朝日地球
環境フォーラム2009」
が開催されました。
鳩山民主党代表を
はじめ 、地 球 環 境 問
題に携わる海外要人
によるスピーチととも
に、NEDO小井沢理事が太陽光発電を中心とする技術開
発について発表しました。

10月8日、
中国科学院
の路甬祥院長がNEDO
に来構、村田理事長と
会談しました。
中国科学院からは
科学技術発展ロード
マップ、NEDOからは
日本の技術戦略ロー
ドマップやクールアースエネルギー革新技術計画などを
紹介し、今後の日中協力及び中国科学院とNEDOの協力に
ついて意見交換しました。

ポーランド環境大臣が来構

高性能工業炉竣工式

1 0月2 7日、マチェ
イ・ノヴィツキ ポーラ
ンド環境大臣がNEDO
に来構しました。
昨 年 、ポ ーランド
ポズナンで開催され
た国連気候変動枠組
み条約第14回締約国
会議（COP14）
で議長を務めたノヴィツキ大臣は、ポーラ
ンドにおける地球温暖化防止策に関して、村田理事長と
会談し、NEDOを通じた今後のポーランド・日本両国の協
力の可能性などについて意見交換しました。

10月28日、タイ
の工業省と進めて
いた省エネルギー
モデル事業の一環
として、
タイで初め
て導入される高性
能工業炉が完成
し、設備を設置し
たバロパコーン社の工場で竣工式が行われました。式典に
は、NEDOから小井沢理事、
タイ工業省からは工場局副局長な
どの関係者をはじめ、
この技術に関心を持つ現地企業など、
総勢約130名が出席しました。

8 月

August

● 生活支援ロボットの実用化を目指したプロジェクトをスタート 記者説明会を開催
●「エネルギー使用合理化事業者支援事業」成果報告会を開催
● 津曲学園鹿児島高等学校（鹿児島県）自然科学部の学生8名が来構
● 経済産業省「子ども霞が関見学デー」
でNEDOソーラーカー工作教室を開催
● 燃料電池ナノ材料研究センター（山梨大学）完成、開所式に出席

9 月

September

●「国際フロンティア産業メッセ」へ出展
●「朝日地球環境フォーラム2009」へ出展、小井沢理事がパネルディスカッションに参加
●「India Electricity 2009（インド電力フェア2009）」
（インド/ニューデリー）へ出展
●「イノベーション・ジャパン2009−大学見本市」
を開催
●「スマートグリッドワークショップ」
を開催（15日東京、18日京都）
● スマートグリッド現地見学会を実施（米国ニューメキシコ州/アルバカーキー、
ロスアラモス）
●「第36回 国際福祉機器展 H.C.R.2009」へ出展
● オーストリア共和国 交通・革新・技術省ドーリス・ブーレス大臣が来構

10 月

October（前半）

● ラトビア共和国とGIS（Green Investment Scheme）に基づく割当量購入契約を締結
●「最先端IT・エレクトロニクス総合展 CEATEC JAPAN 2009」へ出展
●「BioJapan2009 ―ワールドビジネスフォーラム―」へ出展
●「宇宙産業利用促進フォーラム」
を開催
●「NEDOかんさい産業技術フォーラム2009」
を開催
● EC-METI／NEDO事務レベル会合（イタリア・ナポリ）に出席
●「モノづくりフェア2009」にて講演
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NEDO新エネルギー技術開発部のミッション

地球環境問題、
エネルギーの確保、
そして産業界の競争力強化
新エネルギー技術は、
まさに今、
日本と世界が抱える課題を
解決していく、重要な柱となる
解決する手段として、
新エネルギーは非

日本の新エネルギー技術の
開発をリードする

市村知也

Ichimura Tomoya

プロフィール
2007年経済産業省資源エネルギー庁 省エ
ネルギー新エネルギー部 国際協力推進室
長、同年同省資源エネルギー庁 総合政策課
エネルギー戦略推進室長、2009年7月より
NEDO新エネルギー技術開発部長

ションの重要な側面です。

常に重要な柱となっています。我が国

また、新エネルギー分野で産業界の

で、
この新エネルギー技術の開発と普及

競争力を高め、
日本経済の発展に貢献し

NEDO新エネルギー技術開発部の使

をリードし、
産学官の総力を結集して、
解

ていく。
これもミッションの大きな柱と

命、現在の取り組み、
そして今後の方向

決につなげていくこと。
それが私たちの

なっています。
日本の産業界には、地球

性の3つを中心に紹介させていただきま

役割であり、
使命でもあります。

環境問題やエネルギー問題という困難

これは、
とりもなおさず、地球環境保

す。まず、新エネルギー技術開発部の

な課題を解決していくポテンシャル・技

全
（Environment）
、
エネルギー安全保障

術力は充分にあります。
私たちNEDOは、

今、
人類が直面している地球環境問題

（Energy）に、経済成長（Economy）
を加

これらを適切に引き出す仕掛けを作り、

と、エネルギーの安全保障（確保という

えたいわゆる 3つのEの同時達成を図っ

技術開発に全力で取り組んでいきたい

意味で使われます）
という2つの課題を

ていくことであり、
これが私たちのミッ

と考えています。

ミッションについてお話します。

新エネルギー技術開発部プロジェクト
年度

2006

2007

2008

2009

2010

2011

風

次世代風力発電技術研究開発

力

洋上風力発電等技術研究開発

2012

現在進めている重点的な取り組みに

太陽熱高度利用システムフィールドテスト事業

太

太陽光発電新技術等フィールドテスト事業

陽

太陽光発電システム実用化促進技術開発
太陽光発電システム未来技術研究開発

新たな太陽電池の
開発に加え、
これま
での研究開発の成
果のうち、早期実用
化への支援を実施

革新的太陽光発電技術研究開発（革新型太陽電池国際研究拠点整備事業）
太陽光発電システム共通基盤技術研究開発

スマート
グリッド

バイオマスエネルギー等高効率転換技術開発

バイオマス

セルロース系エタノール革新的生産システム開発事業

E3地域流通スタンダードモデル創成事業

食物と競合しないセルロース
系エタノール製造に係わる技術開発を
重点に取り組むとともに、地域の実情に
応じたバイオマスエネルギーの有効性
に係わる実証を実施

超電導

超高純･度
金属

イットリウム系超電導電力機器技術開発
高温超電導ケーブル実証プロジェクト
発電プラント用超高純度金属材料の開発

マートグリッド＊1）があります。
まず太陽光発電ですが、
これはNEDO
創設時より開発に着手しており、当時は
世界における草分け的な研究開発でし

術開発の成果であると自負しています。

風力発電系統連系対策助成事業

バイオマスエネルギー地域システム化実験事業

オマスエネルギー、そして系統連系（ス

んでいますが、
NEDOの30年にわたる技

大規模電力供給用太陽光発電系統安定化等実証研究

地域バイオマス熱利用フィールドテスト事業

は、大きく太陽光発電、風力発電、バイ

た。現在、市場への導入が急ピッチで進

単独運転検出装置の複数台連系試験技術開発研究

バイオマス等未活用エネルギー実証試験事業

太陽光、
風力
新エネルギーの導入と
新たな技術戦略
私たち新エネルギー技術開発部が

風力発電フィールドテスト事業
（高所風況精査）
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NEDO新エネルギー技術開発部長

この太陽光発電も性能やコストなど、
まだ改善点はあり、
私たちは新たな技術
開発戦略のロードマップ
「PV2030＋＊2」
を策定し、今年6月に発表しました。現
在の発電コスト46円/kWhを、火力発電
クラスの7円/kWhにまで抑えることを
目標とし、2030年、2050年に向けての
技 術 開 発 の 道 筋 を 示しました 。この
ロードマップに沿って、今後も取り組み
を継続します。
風力発電については、
日本は国土が
狭く、風況にも恵まれないとよく言われ

ます。
しかし、まだまだ利用していくポ
テンシャルはあると考えています。
さら
に、
日本は海に囲まれていることから、
洋上に着目すれば洋上風力発電＊3とい
う技術も可能です。もちろん、台風や
雷、
また日本近海は遠浅の海が少ない
など、我が国特有の問題に対して技術
的なチャレンジはありますが、産業界と
力を合わせ、
こうした課題を解決し、風
力発電の一層の導入に貢献したい。何
より発電コストが、現状では太陽光発電
より安い。改善の余地はまだあります
が、今後の技術開発で解決していける
と私は考えています。

バイオ燃料の
一貫生産システムを構築

NEDOは国際協力関係強化を目的に、
「日
EUエネルギー技術協力」を実施。10月
15日・
１６日、欧州委員会研究総局、経済
産業省、NEDOによる事務レベル会合が、
イタリアのナポリで開催された

バイオマスエネルギーについては、
米
国やブラジルでは、
トウモロコシやサト
ウキビなど食料を原料に生産していま
すが、日本では食料と競合しないセル
ロース系のバイオマス原料を視野に入
れています。現在「セルロース系エタ

家側が、太陽光パネルの設置で供給側

世界市場への浸透など、欧米はもと

ノール革新的生産システム開発」
という

にもなる。
こうしたパラダイムシフトさ

より中国など新興国も含めたグロー

プロジェクトを実施中で、原料の栽培か

れた世界における電力の多様な流れを

らバイオエタノール製造までの一貫生産

効率的に制御するため、情報通信技術

バルな視点を取り入れていく
４．技術を市場へ浸透させるため、国際

システムを構築し、食糧問題や環境問題

等の利用が不可欠になります。スマー

標準の獲得など、出口戦略を強化し

に配慮した、持続可能なバイオ燃料の生

トグリッドについては海外でも取り組み

ていく

産拡大のための技術開発に取り組んで

が活発化していますが、NEDOでは数年

５．
ナショナルシンクタンクとしての機能

います。
目標は、
ガソリンとの充分な価格

も前から様々な実証研究を実施してき

を強化し、日本の新エネルギー技術

競争力をもつ 製造コスト40円/L です。

ています。
これらの成果も活かしつつ、

の歩むべき道筋（ロードマップ）を示す

エネルギーのパラダイムシフトに
対応する、
スマートグリッド
現在、太陽光発電や風力発電など、新
エネルギーの大量導入が進んでいま
す。
これは単に発電方法の多様化とい
うことだけではなく、電力取引の多様化

現在、米国ニューメキシコ州との日米共
同実証プロジェクト＊4を立ち上げてお

新エネルギーには、
まだ開発余地の

り、世界の中でイニシアティブを取って

ある技術分野が数多くあります。例え

いく計画です。

ば、波力発電、潮力発電等といった未利

新エネルギーの多様性への着目と
グローバルな取り組み

用分野や、太陽熱発電等日本での普及
は難しいが海外では十分可能性がある
技術̶̶そうした新エネルギーの多様

にまで及び始めており、 エネルギーの

最後に、今後の新エネルギー技術開

性に着目し、裾野を広げていきたい。
そ

パラダイムシフト が起きつつありま

発部の方向性についてお話します。次

して、日本の技術を日本で活用するだ

す。
一方、既存の安定した電力系統に、出
力が天候に左右されるなど不安定な新

のようなことを目指していきたいと考え

けではなく、海外のマーケットも視野に

ております。

入れた技術の開発にも取り組んでい

１．新エネルギーが地球温暖化対策の

く。そうした国際感覚が、私たち新エネ

エネ ル ギ ー が 大 量 に 導 入されると、

一翼を担うためには、圧倒的な低コ

ルギー技術開発部には欠かせないと考

様々な影響を引き起こすことも課題と

スト化、高性能化を実現する必要が

えています。

してあります。新エネルギーの導入と電

あり、引き続き革新的技術開発を推

力系統のための技術開発はパッケージ

進していく

で考える必要があり、
これを解決してい

２．新エネルギーの普及･拡大に道筋を

かないと新しい時代の電力系統は築け

つけるため、
国内外において実証研究

ない。その解決の鍵となるのがスマー

及び実証試験を積極的に行っていく

トグリッドなのです。
これまで電力を使うだけだった需要

（取材日：2009年10月28日）

３．戦略的な国際協力が重要であり、先
端分野での研究協力、
日本の技術の

Notes
＊1 スマートグリッド：本誌P12〜14をご覧ください。
＊2 PV2030＋：本誌P8をご覧ください。
＊3 洋上風力発電：本誌P9〜11をご覧ください。
＊4 日米共同実証プロジェクト：本誌P12〜14をご覧
ください。
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加速するNEDO新エネルギー技術開発 1

革新的太陽光発電技術研究開発プロジェクト

もっと光を

集光型太陽電池の

高効率化へ技術開発の種を蒔く
今、世界で集光型太陽電池が脚光を浴びている。
太陽の光を電気に変える変換効率が高く、
地球温暖化やエネルギー問題を解決する一つの手段として
期待されているためである。
NEDOでも昨年度からCO2の削減に貢献することや
20年先を見据えた太陽光発電の要素技術研究とその高性能化を目的に

後ろにあるのはX線光電子分光装置。
太陽電池の品質を高めるため、
材料となるシリコンなどの表面を解析する

チームリーダー
豊田工業大学 大学院工学研究科

『革新的太陽光発電技術研究開発プロジェクト』
をスタートさせた。

山口真史

このように日本をはじめ世界各国で積極的な研究開発が

教授

進められている集光型太陽電池の現状や今後について、
チームリーダーの豊田工業大学 山口真史 教授にお話を伺った。

宇宙から地上ヘ
山口教授と太陽電池の研究

■革新的太陽光発電技術研究開発／
ポストシリコン超高効率太陽電池の研究開発プロジェクト実施体制
NEDO

現在、山口教授は、第三世代といわれ
る集光型の太陽電池の研究開発に取り
組んでいる。
委託

「太陽電池と私の関係は、最初は宇宙

集光型太陽電池のイメージ。
集光レンズで、
太陽光をセル
（太陽電池）
に集める

東京大学

指示･協議

グループリーダー

東京大学 先端科学技術研究センター
教授 中野義昭

・高効率量子タンデム型太陽電池製造プロセス技術の研究開発
・量子ドット超格子型超高効率太陽電池の研究開発
・ハイブリッド型超高効率多接合太陽電池の研究開発
・高効率集光型多接合太陽電池の研究開発

から始まりました。企業の研究所にいた
頃のことですが、変換効率20％の太陽電

電気通信大学

・自己組織化量子ドット

池を作りました。
これは当時、世界最高で
した。NASAから、一緒に研究をやらない

新日本石油
（株） ・ナノハイブリッド太陽電池

かとオファーがありましたが、結局、アメ
リカでではなく、日本との往復で共同研

大阪大学

・多結晶多接合太陽電池

究をしました。研究テーマは月の観測衛
星用太陽電池の開発です」

兵庫県立大学

・ナローバンドギャップ太陽電池

シャープ
（株）

・エピタキシャル成長技術

月の観測衛星用太陽電池の共同研究
は、
このとき一度だけだったが、その成果
を携えて1 9 9 4 年 に豊 田 工 業 大 学 に移
籍。
月の観測衛星用の太陽電池を地上で

豊田工業大学

・集光型多接合

も使えるようにと、集光型太陽電池の研
究開発に本格的に取り組むことになった
という。
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名城大学

・広域帯AlGaInN

再委託

九州大学
宮崎大学

太陽の光を全部カバーする
集光型多接合太陽電池

変換効率（太陽光を電力に変換する効

太陽電池システムを設計する人、
レンズ

率）の向上を目指す次世代太陽電池の開

を設計する人･･･多彩なマンパワーをそ

発が進んでいる。

ろえなければいけない。大学だけの研究

山口教授が今開発をしている太陽電池

日本は研究開発によってこの変換効率

開発では不可能です。だから今回のよう

は、現在主流のシリコン製ではなく、化合

を次々に更新してきたが、集光型太陽電

なNEDOのプロジェクトを通じた企業との

物を用いた集光型多接合太陽電池であ

池においては欧米の方が開発が進んで

連携が必要なのです」

る。シリコンの限界を超え、省資源とさら

いるという。
しかし取材当日、山口教授か

なる高効率化を実現できる材料を使用す

ら次のようなニュースが伝えられた。

る。
この集光型多接合太陽電池の特徴の

「今日、シャープが変換効率で新しい

一つは、現在実用化されている太陽電池

データを発表します。
これまでアメリカ、
ド

に比べて太陽光をより効率よく使えるよう

イツに抜かれていましたが、今日発表の

になるという。
「これまでの太陽電池は、太陽からの可
視光線しか使っていません。それを、イン
ジウムやガリウム、ヒ素など、2種類以上

データで日本が逆転すると思います」
山口教授の話の通り、翌日の新聞に、
「世界最高の太陽電池 シャープ、変換効
率35.8％」
という見出しが載った。

2050年の目標に向けて
NEDOのプロジェクトは今
このように大きな成果を挙げることが
できたNEDOの革新的太陽光発電技術研
究開発プロジェクトは、
どの段階まで進ん
でおり、何を目指しているのだろうか。
「2007年に、日本からの京都議定書の

の元素からなる化合物を材料にして光吸

枠組みづくりに向けた提案とし

収層を作り、
それを2層3層と接合すること

て、
『クールアース50』が発表さ

で、紫外線から可視光線、赤外線まで、す

れました。2050年までに温室

べてがカバーできるようになります」

効果ガスの排出量を現状に比
して半減するというもので、そ

太陽の光を、今まで以上に有効利用で

の 方 針 に基 づ いて2 1 のプロ

きると、多くのメリットが生まれる。
「一番のメリットは、非常に設置面積が

ジェクトがスタートしました。私

狭くて済む。あとは省資源化です。太陽電

もチームリーダーとしてその一

池の面積が100分の1とか、500分の1で済

つを担 当しました 。そのプロ

むわけですから。そしてレンズはプラス

ジェクトのねらいは、CO 2 の削

チック製のため非常に安価です」

減に貢献するために、性能が
シャー プ が 開 発した 世 界 最 高 変 換 効 率
35.8％達成の「化合物3接合型太陽電池
セル」

高く発電コストの安い太陽電
池を開発するということです。
2050年までに、太陽電池の変

山口教授が研究開発中の
「2軸追尾集光型太陽光発電システム」
（愛知県犬山市に設置）

蒔いた技術の種が
世界最高へと実を結ぶ
現在、太陽電池の研究を進めている世
界の国々では、現状の2倍、3倍といった

この世界最高変

換効率を現在の3倍、発電コストを7分の1

換効率の達成も、

にするという、非常にハードルの高い目

NEDOの革新的太

標を設定しています。もっとも、それまで

陽光発電技術研究

私は生きていない（笑）。ですから、2020

開 発プロジェクト

年から2030年頃までには達成しようとい

の一環として行わ

うことで研究を続けています。あと10年

れたものである。

か、15年のうちに変換効率40％に、発電

「私たち研究者

コストをkWｈあたり7円と、原子力発電の

は、技術開発の種

コストと同等を目指しています。変換効率

を蒔いているわけ

を40％にするということについて、
目途は

で す 。いろいろな

立っています」

技術的選択肢、パ

イを用意しておく。そしてその技術を企

では、集光型太陽電池におけるこれか
らの課題は何だろうか。

業が活用し実用化していくということで

「材料ですね。新しい材料を使って、4接

す ね 。私 たちが 蒔 い た 種を、企 業 が 育

合、5接合といろいろ組み合わせて使って

て、実らせ、収穫します。企業との連携で

いかなければなりません。
そのためにも、

は、例えば集光型太陽電池の開発でも、

企業との連携、あるいは世界各国との共
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革新的太陽光発電技術研究開発プロジェクト

集光型太陽電池の研究に携わる豊田工業大学
研究員の皆さん

同研究も積極的に進めていく必要がある
と思っています。今年も3月に、経済産業
省、資源エネルギー庁、NEDO、そしてEU
との間で、
シンポジウムが開かれ、太陽電
池についての国際的な共同研究をしよう
という話が進展しています」

太陽電池が3本柱となり、
それぞれの特徴

ケットにして、現地で生産し販売するとい

を生かした使われ方をすると思います。

う時代がくると思います。

例えば、
集光型は大規模発電に、
結晶系

集光型と結晶シリコン、薄膜シリコンの

シリコンは住宅の屋根に、薄膜系シリコン

3つの用途と地域的な棲み分けができて

はシースルーなものもできますから駅の

利用されていくでしょう。
だから私は、
将来

集光型多接合太陽電池は、今後どのよ

屋根に敷くなどの用途が成り立ちます。集

的にはシリコンも使いたいと思っていま

うに普及していくのだろうか、
またどのよ

光型は日射条件のいいところに向いてい

す。
シリコンとのハイブリッドというか、
そ

うな使われ方をするのだろう。

ますので、
アメリカのニューメキシコ州、

ういうことも研究していきたいですね」

これからの
集光型太陽電池は──

「普及させていくことも私の役目だと

メキシコ、イタリア、
スペイン、オーストラ

思っています。使われ方については、結晶

リア、アフリカなど、世界的に適地があり

系シリコンと薄膜系シリコン、
そして集光型

ます。つまり自動車のように、世界をマー

山口教授の技術開発の種蒔きは、
まだ
まだ続く。
（取材日：2009年10月22日）

日本の太陽光発電技術開発ロードマップ
「PV*12030＋」
日本における太陽光発電技術開発の進むべき道筋について、
NEDOは2004年に太陽光発電ロードマップ（PV2030）
を策定しまし

あったものが2008年には18％まで低下するなど、太陽光発電市場
は大きく変貌してきています。

た。
しかしながら、策定後に太陽光発電を取り巻く世界の状況は大

このような状況を踏まえ、
NEDOは2009年6月にPV2030の改訂を

きく変化しました。サミット等で地球温暖化問題への対応が国際的

行い、
PV2030＋を策定しました。
PV2030＋では、
研究開発目標の前

共通認識となり、2005年には京都議定書が発効するとともに、欧州

倒し達成、2050年までの長期目標の新設、海外市場への供給目標

を中心とした固定価格買い取り制度によるPV市場の劇的な拡大、

の設定などを新たに行いました。見直した新たな太陽光発電ロー

それに伴い、太陽電池生産量の日本のシェアも2003年に50％で

ドマップの姿を下に示します。
2020

30円/kWh

2025

2030

〜50円/kWh

発電コスト

BEMS地域システム、
電気自動車など
新しい利用展開へ

自律型システム展開へ

すでに研究開発を
終えている太陽電池の
量産体制の確立

蓄電池付システム
23円/kWh

2050

量産開始

2017

研究終了

2010

量産開始

2007

研究終了

2002

量産開始

研究終了

長寿命化
システム大型化
14円/kWh

新しい原理、構造による
超高効率（40%）
太陽電池の投入
従来型太陽電池とともに
多様な用途に対応

7円/kWh

新材料投入など高性能化に
向けた技術革新

新材料･新構造太陽電池

7円/kWh
以下

太陽光発電の利用用途の拡大
PV/ソーラー
システム

系統連系によるＰＶ利用
ＰＶ自動車・
燃料電池車
との併用

EV用電池

BEMS

エネルギー
利用機器

メガソーラー発電所の実用化

ＢＥＭＳ*2地域システム

FC*

3

工場生産の自動化
農業などの（動力）エネルギー源

■詳細情報は、
NEDOのホームページに公開しております。
PV2030＋に関する資料をご覧ください。http://www.nedo.go.jp/library/pv2030/index.html

Notes
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＊1 PV：photovoltaicの略。
「光で発電する」
という意味。
「太陽電池」や「太陽光発電」
を指す。
＊2 BEMS：Building and Energy Management Systemの略。
ビルの機器･設備等の運転管理により、
エネルギー消費量の削減を図るビル管理システムのことを指す。
＊3 FC：fuel cellの略。燃料電池のこと。

加速するNEDO新エネルギー技術開発 2

NEDOの風力発電への取り組み

日本で花開く

風力発電の技術は

どこの国でも実を結ぶ
NEDOから世界へ発信を
欧米とは異なる気候風土に適応した

足利工業大学

日本型の風力発電の研究開発が求められている。
NEDOでは、1990年代から研究開発をスタートさせ、
昨年からは洋上風力にも取り組んでいる。
このような新しいプロジェクトが進む中で、

牛山 泉

東京大学

石原 孟

NEDOの取り組み等について

教授

NEDO 新エネルギー技術開発部
自然エネルギーグループ

伊藤正治

日本の風力発電の現状と今後、

学長

主任研究員

牛山 泉 足利工業大学学長、石原 孟 東京大学教授、
そして
NEDOから伊藤正治 新エネルギー技術開発部主任研究員が
参加し、三氏それぞれの立場から話し合っていただいた。

北海道久遠郡せたな町の「風海鳥（かざみどり）」。
2004年に稼動開始した、日本初の本格的な洋上
風力発電所

風力発電開発の夜明けは
オイルショックが引き金に

の風力発電開発についてお話くださいま

1970年代半ばにアメリカの雑誌等を通し

すか。

て風力発電と出合い、本格的に研究に取

牛山：日本で自然エネルギーに取り組もう

り組むようになったのです。

伊藤：日本の風力発電のパイオニアとし

という話が出たのは、1973年のオイル

て、30年以上にわたり技術開発に携わっ

ショックの時でした。それまでは、水力発

てこられた牛山先生ですが、黎明期の頃

電がメインで不足分を火力発電で補うと
考えられていましたが、オイルショックを

足利工業大学

牛山 泉 学長

NEDOは1991年から
開発に着手

契機に国の主導で、
太陽光、
風力などの開

伊藤：NEDOでは、1991年から風力発電シ

発を行う
『サンシャイン計画』
がスタートし

ステムの開発に取り組んでいます。1995

たのです。
日本では、海外と異なり風車の

年からは、風況の観測と風車のシステム

歴史がない。そのため、太陽光に比べ開

設計、風車の建設を行い、
そのデータを解

発が遅れてしまいました。

析するフィールドテスト事業（実証研究）

石原：私が風力発電に関わりはじめたの

を始めました。
その一方で、
日本の風力発

は2000年からですから、
まだ新入りです

電の導入は、1990年に電気事業法の関連

ね。牛山先生が風力発電の研究を進めた

法令の改正による電力会社の余剰電力購

動機は何だったのですか。

入メニューがスタートし、
さらに1997年か

牛山：子供の頃からプロペラ飛行機が好

ら風車導入促進の補助事業が開始されま

きでした。その後、ジェットエンジンの研

した。
こうした制度の改正と補助事業とが

究で学位を取得し、
その研究を重ねるうち

両輪となって、90年代中頃から設置基数

に、高性能を追求するために大量の燃料

が飛躍的に増え、導入の伸び方は世界有

を使うことに疑問を感じるようになりまし

数でした。
しかし、風力発電の導入に伴っ

た。そのような中で、オイルショック後の

て、
いろいろな課題も出てきています。
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NEDOの風力発電への取り組み

NEDO 新エネルギー技術開発部
自然エネルギーグループ

NEDOでは、
それらの課題に取り組むため
の「次世代風力発電技術研究開発」や、設

伊藤正治 主任研究員

置場所の拡大を目指した「洋上風力発電
等技術研究開発」などのプロジェクトをス

擬試験を通して、設置場所に適応した風

タートさせました。

車の選定等に必要な技術情報を取りまと
めました。

NEDO地域新エネルギー等導入促進事業
（2002･2003年度）

地元とのコミュニケーションで
信頼関係を

［寿の都風力発電所 施設概要］
●用途：売電
●発電所出力：1,800KW（600KW×3基）
●タワー高さ：46m

牛山：最近風力発電で課題となっている

●ローター直径：44m

のは、低周波による圧力変動から発生す

●ローター先端までの高さ：68m
●カットイン風速：2.5m/s

る振動。つまり耳に聞こえない振動です。

●カットアウト風速：25m/s

これには個人差があって影響を受ける人
と受けない人がいます。
ですから、設置者
と地元の方がコミュケーションによる信頼
関係を築くことはとても重要だと思いま
す。また景観については、借景、添景と
いった日本文化の良さに、風車が役立て
られたら素敵だと思います。

課題を着実にクリアし、完成形へ
伊藤：低周波については、新たな問題で
はなく、昔から道路橋や列車が高速で突
入するトンネルなどで発生することがあ
ると言われています。NEDOでも、今年か
ら対策の一環として、風車の騒音のメカ
ニズ ムと、その 対 応 策を実 証 するプロ

北海道南西部に位置する寿都郡寿都町の「寿の都風力発電所」

ジェクトをスタートさせています。

日本型風力発電ガイドラインは
NEDOの3年に及ぶ調査の成果

牛山：課題といえば、
「 風車の羽の幅を広

牛山：日本型の風力発電の研究開発を進

す。
ところが風車の先端はゆっくり回転し

める上で、NEDOのプロジェクトが大きな

ているように見えて、新幹線並みの時速

成果を挙げています。
日本型風力発電ガ

250㎞くらいの速さです。構造的に、
これ

イドラインとは、
日本の気象条件、例えば、

以上幅を広げるのは難しいのです。技術

台風や春一番、山岳丘陵地ならではの複

的にも重要なポイントはクリアされてい

雑な地形を吹き抜ける乱流。さらに冬の

ますので、おそらく現在のカタチが完成

日本海側の地域に代表されるような強い

形に近いと思います。

げて、
もっと風を受けることはできないの
か」
という質問を受けることがよくありま

雷に対応できる風力発電のことです。
ヨー
ロッパの発電装置のタイプでは、
これらの

印象に残る
デンマークの洋上風力発電

気象条件に対応できません。
伊藤：日本の厳しい気候条件があるため、
NEDOは、風況と同時に風車での計測、風
車模型による風洞試験、あるいは落雷模
10

50mクラス観測タワー。風向、風速など風車立地に必要な詳細
な風況データを収集･解析する

伊藤：これまで陸地に作られてきた風力
発電に対し、新たな可能性を秘めた洋上

東京大学

世界で初めての大規模洋上風力発電所（デンマーク）

石原 孟 教授

日本で美しく咲く花は
世界どこでも美しい。
NEDOから世界へ発信を

風力発電の研究開発にも取り組んでいま

海域で洋上風力発電を行うと、
東京電力が

す。石原先生が、風力発電ひいては洋上

供給している全電力の30％が賄えるとい

風力の研究を始められたきっかけは何

う結果が出ました。
これはすごいポテン

だったのでしょうか。

シャルだと思います。
洋上風力発電を設置

石原：風力発電の研究を始める前は、ゼ

するに当たっては、洋上独特の風況特性、

牛山：最後にNEDOへのお願いです。先ほ

ネコンで超高層建築の耐風設計などの

設置に必要な技術力、
そして土地柄。土地

どお話したように、
日本の気象条件は過酷

研究をしていました。それが、大型化した

柄とは社会的なコンセンサスなどです。
こ

です。
日本型の風力発電は、そうした厳し

風力発電の風車とリンクしてきたことか

の3つの課題を解決する必要があります。

い環境に適応して作られていますので、
世界どこの国に設置しても耐えられます。

ら、風 力 発 電 の 研 究 に 取り組 むことに

世界へ目を向けてチャレンジを

言いかえると、日本で美しく咲く花は、世

力発電の開発、導入状況を視察してきま

石原：洋上風力発電の風車は、産業として

術は、
日本の産業の切り札になりえます。

した。視察した国々の中でもデンマーク

世界へ供給できるチャンスがあります。
ま

NEDOには、そのことをもっと世界に向け

が印象に残りましたね。デンマークは現

た日本にはその技術力が十分にある。だ

て発信してほしいと思っています。

在、世界でも最大規模の洋上風力発電を

から、
もっと世界に目を向けチャレンジし

石原：これからは、風力発電も太陽光発電

行っていますが、その設置場所について

ていきたいですね。世界の電力への投資

のように世界でNo.1になるために、多少

は、国民のコンセンサスを得た上で導入

額は毎年25兆円。その5分の1の5兆円が

リスクがあっても、成長が期待できるよう

し、普及に努めている点がとても印象的

風力発電への投資額です。それほど風力

な研究開発にチャレンジすべきです。具

でした。

発電への注目は大きいのです。

体的には、水深が深い日本の海で、洋上

牛 山：およそ車 1 台 の 部 品 は 3 万 個で 、

風力発電を将来的に大きく育てるために

なったのです。一昨年と今年の秋は二回
にわたって、
ヨーロッパの国々の洋上風

界どこでも美しい。
この日本で花開いた技

洋上風力発電導入の3つのポイント

風 車 の 部品は1万個ですが、1個当たりの

は、浮体式の研究開発が重要となってくる

単価が高い。
そして太陽光に比べると、製

でしょう。海洋大国日本には、造船技術な

石原：日本でも10年位前から風力発電の

造そのものに人手が必要です。雇用の創

ど、洋上に関する幅広い技術が蓄積され

導入が進み、陸上での適地が減ってきて

出、経済の活性化にもつながるのですか

ているのですから、実現は不可能ではな

いる中で、洋上風力発電の可能性につい

ら、結果的に経済全体の刺激になるので

いと思います。

て調査しました。例えば関東沿岸の広い

はないでしょうか。

（取材日：2009年10月24日）
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日米スマートグリッド実証プロジェクト

世界の流れは

スマートグリッドへ
実用化に向けた
NEDOの取り組み

世界では欧米だけでなく、
韓国、
中国などのアジア諸国も含めて
次世代電力送電網
「スマートグリッド」
を構築するための技術開発を
加速させている。
また日本でも経済産業省が
「国際標準化案」
を
まとめるための研究会を設置した。
NEDOでは米国ニューメキシコ州で実施する
『日米スマートグリッド実証プロジエクト』
の計画に取り組んでいる。

NEDO新エネルギー技術開発部 系統連系技術グループ

諸住 哲

スマートグリッドとは何か。
また日本と世界の技術開発の

主任研究員

現状や今後、
そしてNEDOの取り組みについて、

NEDOは2006年度より、北
海道で「大規模電力供給用太
陽光発電系統安定化等実証研
究（稚内サイト）」
を行っている。
写真提供：北海道電力（株）

NEDO新エネルギー技術開発部 系統連系技術グループの
諸住 哲 主任研究員に聞いた。

■スマートグリッド構成（日本）
■テーマ

系統運用における分散型電源の活用
グリッドの現状を踏まえれば、分散型電源の
活用を指向していない

送電網自動化
■実施状況･今後の課題

系統安定化のための状態監視と
高速制御導入実施済み

スマートグリッドとは、
電力分野における技術革新
まず 、最 近よく耳 にする「スマートグ
リッド」
という言葉について、NEDOの諸
住主任研究員に尋ねた。
「スマートグリッドという言葉が使われ

送電網
原子力発電

蓄電池

火力発電

風力発電

再生可能エネルギー

Notes
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対策を打ち出してからです。スマートグ
ギー供給のシステム上で起こる大きな
改革そのものを指します」

需要家と双方向通信
●小口需要家に対する遠隔検針を

ESCO事業＊1として各種事業者が取り組み継続中

リッド』の2点で環境問題の克服と景気
リッドとは 、電 力 を 中 心とした エ ネ ル

配電自動化

ビルの省エネ化

般化したのは米国のオバマ大統領が『グ
リーンニューディール政策とスマートグ

今後大量導入される太陽光発電、
系統側蓄電池、
火力･水力を協調した周波数制御が今後の課題

停電範囲の極小化
制御をほぼ導入実
施済み

始めたのは、今から5年ほど前からで、一

一部電力が試験導入中
●より効率的なDSM＊2は今後の課題
●スマート家電、
プラグインハイブリッド
自動車等との連系は研究開発段階

その目的は、電力の供給者と消費者
の需給を情報通信ネットワークにより把
握し、高効率で高品質、高信頼性の電力
供給システムの実現を目指すものだと
いう。

＊1 ESCO事業：ESCOはEnergy Service Companyの略。省エネルギーの提案、施設の提供、維持･管理など包括的なサービスを行う。
＊2 DSM：Demand Side Managementの略。電力需要の平準化など、一層の省エネルギー社会の実現を目指す活動。

太陽光発電の導入進展と
情報産業の市場拡大への
動きが一つに

の 問 題 をクリア する た め 、
2000年初頭から実証研究を
行ってきた。
「具体的には群馬県太田

では、今なぜ世界でスマートグリッドが

市で、550台の太陽光発電装

脚光を浴びているのか、その理由を諸住

置を１つのエリアに導入す

主任研究員は次のように話す。

ることで発生する問題と、そ

「最近の地球環境問題などに対応して

れを解決するための実証試

太陽光発電の技術開発が進み、家庭でペ

験を行いました。さらに北海

イできる価格まで下がってきました。
これ

道 の 稚 内 等 に数 千 k W の 大

を受けて2010年を境に、太陽光発電の大

規模な太陽光発電所を設置

量導入が始まることが予想されます」

した場合に起こる事象を引

諸住主任研究員の話を裏づけるよう

き続き検証しています。
この

に、今年の11月1日から家庭の太陽光発

ようなプロジェクトは、結果と

電で作った余剰電力を、
これまでの倍近

してスマートグリッドの研究

くの価格で電力会社が買い取る新しい制

に近く、重要な多くのデータ

度もスタートし、太陽光発電の導入量の

を収集し蓄積することに成功

拡大が見込まれている。

しました。そして、その研究データが世界

リッドイニシアティブ ＊4 』によるスマート

「家庭などへ太陽光発電が大量に導入

から注目を集め、米国のニューメキシコ

グリッド実証プロジェクトは州内5か所で

されると、
これまでは遠くの大きな発電所

州で実施される
『日米スマートグリッド実

実施され、
このうちNEDOは、ロスアラモ

から送電線、配電線、家庭へと一方通行

証プロジェクト』へと発展していったわけ

ス郡とアルバカーキー市の2か所で実証

に流れていた電力が、逆方向へと流れて

です」

研究に参加します。期間は2009年度下期

米国･ロスアラモス郡のスマートグリッド実証サイト
住宅が約1,000軒並ぶ地区で、太陽光2MW、蓄電池1MW程度を集中的に導入し
た２〜5MW程度のマイクロ･グリッドモデルを構成し、変動吸収の効果を実証。
日米
共同でグリッド全体の監視･制御を行い、データを得る。写真左中央が住宅地、右手
前が系統監視施設

いくことも実現するでしょう。
こうした大き
な変化に対応するには、大規模な発電所
と家庭の電源が協調するための密接な
コミュニケーションが重要となります」
さらに諸住主任研究員は、もう一つ理
由を挙げた。

より約5年です。

ロスアラモス郡とアルバカーキー市、
2か所で実証プロジェクト

系統に日本と米国が１MW（＝メガワット

米国のニューメキシコ州で行われる

します。
そして日本側は１MW規模の蓄電

ロスアラモス郡の実証研究では、供給
＝1,000kＷ）ずつ太陽光発電設備を設置

『 日 米 ス マ ートグリッド 実 証 研 究プ ロ

池を置き、電力の変動を蓄電池で吸収し、

「従来、情報産業の大きなマーケット

ジェクト』は具体的に、
どのように行われ

他の電力会社から送られてきた時に不安

は、ゲームによるエンターテイメントなど

るのだろう。諸住主任研究員が詳細を解

定な電力の流れを一定化したり、電力会

のバーチャルな世界がメインでした。
し

説する。

社が変動を最小化することを目的とした

かし今ゲーム業界は、世界的にマーケッ

「ニューメキシコ州政府の『グリーング

系統側実証研究を行います。

トが小さくなっており、バーチャルの世界
からリアルワールドへ出ていかないと情
報産業は伸びないという認識が広まって
います。
このようにマーケットを拡大しよ
うという動きがあったところに、スマート
グリッドというキーワードが現れ、一斉に
注目を集めたという流れもあります」

2000年初頭から
NEDOは電力の系統連系＊3の
実証研究を展開
NEDOでは、新エネルギーの電力が大
量に導入されるときに起こる、系統連系

アルバカーキー市の
実証サイト
オフィスビル1棟を対象に、
太陽電池･燃料電池、
ガスエ
ンジン･コージェネレーショ
ン、蓄熱槽を設置。系統事
故時に自立可能な商業ビル
を構築。日米共同でグリッド
全体の監視･制御を行い、
データを得る
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日米スマートグリッド実証プロジェクト

また電力会社が電力機器の稼働状況
をネットワーク経由で管理するためのス

途に詳細計画を詰め、その後、委託先の
企業に参加してもらうことになります」

マートメーターを設置して、
その信号送信
実験等もこのエリアの住宅で実施します。
アルバカーキ―市では、オフィスビル
1棟を対象として、同ビルを含めた都市

「オバマ大統領が打ち出した政策に
よって、多くの企業が一斉に情報システ
ム等を作ってしまうと、互換性を失う可能

課題の一つは
過酷な条件に耐えること

性がありますので、互換性は最低限維持
しようという合意が米国にはあります。た
だ、それは特定の分野の標準化を急いで

型マイクロ・グリッドを構成し、新エネル

諸住主任研究員は、
スマートグリッドが

いるという印象です。今後は、核となる技

ギーの変動吸収が可能なことを実証す

日本で本格的に導入されるのは10年後ぐ

術基準もスマートグリッド化すると合わ

る、実験や研究などを実施します」

らいだというが、導入に当たって克服す

なくなる可能性があるので、標準化の改

べき大きな課題があるという。

定等が行われるだろうと思っています」

「課題は、電力システムの通信機器が

スマートグリッドの国際標準化につい

過酷な自然にさらされることが多いとい

ては、今年の11月に経済産業省が研究会

うことです。例えば、米国のアリゾナでは

を立ち上げ、まとめた標準化案を来年度

夏場は日中49℃、地表の温度はそれ以上

中に国際標準化機構（ISO）に提案する方

です。
こうした過酷な自然条件に耐える必

針だ。
日本でも企業の海外展開を支援す

要があります。日米の実証研究を実施す

るための戦略的な取り組みが加速してい

るニューメキシコ州のロスアラモスは海

くだろう。
（取材日：2009年10月28日）

抜2,000ｍ以上で、雷や雹、埃など日本より
自然条件が厳しい所です。そのような過
酷な環境の中で実験を
行うことは課題解決に適
スマートメーター

していると思います」

スマートグリッドの海外市場へ
日本の技術力のアピールが必要

スマートグリッドの
国際標準化ヘ向け、
技術開発が加速

スマートグリッドの研究開発を進める
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に当たり、日本の企業とはどのように連

日本でスマートグリッ

携していくのか。参加企業の公募はこれ

ドを導 入 する意 義 につ

からだ。

いては、

「日本の企業は、様々な国際的展開へ

「今後、一般家庭への

の希望があります。
しかし、
こういった新

太陽光発電導入が進み、

エネルギー、電力、家電などの分野は国

系統に対して設備容量

際市場に出た経験が少なく、
これまで国

が10％を超えたときに

内に向けていたビジネスを、性能ととも

は、今、国で議論している

に海外市場へアピールしていかなくては

普段の系統運用だけで

なりません。ニューメキシコ州での実証

はなく、停電など非常時

プロジェクトについても蓄電池関連をは

対応のために電力会社と、数百万台ある

じめ、家電や通信事業者、電力会社、
自動

太陽光発電装置が通信しなくてはいけな

車メーカー、情報通信装置の基盤や材料

くなると想像できます。これが日本のス

に携わっている企業などが関心を示し、

マートグリッドの最大のニーズになるの

リサーチに来た企業は50〜60社になり

ではないでしょうか。いずれにしても高度

ました。

な情報技術が必要になります」

諸住主任研究員がプロジェクト管理を担当する山梨県の北杜サイトの模型。将来の大規模
太陽光発電所の普及･コスト低減に寄与する技術開発、実証を行っている

ですからNEDOの公募を受けて、企業

さらに諸住主任研究員はスマートグ

からは数十ぐらいの提案が出てくると思

リッドの国際標準化について、次のよう

われます。NEDOとしては、来年3月末を目

に話す。

Notes
＊3 系統連系：発電設備等を商用電力系統に接続している
状況を指す。系統連系を想定する発電設備としては、太
陽光発電設備、風力発電設備、燃料電池発電設備、
コー
ジェネレーション、内燃力発電設備、小水力発電設備な
どがある。
＊4 グリーングリッドイニシアティブ：米国ニューメキシコ州
政府が進めている次世代の通信網整備に向けた研究開
発プロジェクト。

NEDOからのお知らせ
NEDOは中学校の総合学習に協力します
10月29日、川崎市立南菅中学校で行われた総合学習に協力しま
した。同校では、川崎市理科副読本「川崎サイエンスワールド」に
協力した企業・団体を中心に5つの授業が行われ、NEDOは「燃料
電池自動車の展示」
と
「中学校への太陽光発電パネル設置デザイ
ンのグループワーク」を行いました。
グループワークでは、
コストや
デザインも考慮しつつ、ユニークな設置方法が提案されました。
今回行われた授業は、
「川崎サイエンスワールド」活用授業実践事
例集の一部としてまとめられる予定です。
NEDOでは、
日本の将来の科学技術・産業振興を担う中高生への
総合学習や訪問を随時受け入れています。

詳しくはNEDO広報室
（kouhou@nedo.go.jp）
までお問い合わせください。

次号は
「新エネルギー・省エネルギー導入普及特集」
「新エネ百選」記念セミナーin塩竈
〜地域の足にも活用しています。
地産地消のBDF！〜 11月12日開催
（BDF：バイオディーゼル燃料）

NEDOでは新エネルギー・省エネルギー設備の導入普
及を促進するための事業を実施しています。
これらの事
業の一環として、今年4月に初めての「新エネ百選」を選
定しました。
「 新エネ百選」は全国から先進的・先導的な
事例を取り上げており、これに併せてさらなる導入普及
を図るための「新エネ百選セミナー」を全国各地で実施
しています。
次号では、
「新エネルギー・省エネルギー導入普及特集」
として、様々な事例を紹介します。

BDF利用船（見学会の模様）

開催期間
2010年2月4日〜2月5日

イベント

会

「川崎国際環境技術展2010」
へ出展

場

とどろきアリーナ
（川崎市中原区）

イベント情報一覧

N
「第34回地球環境とエネルギーの調和展
E 2010年2月10日〜2月12日 ENEX 2010」へ出展
D
O

東京ビッグサイト
（江東区）

2010年2月17日〜2月19日

「次世代冷凍空調技術国際会議2010」開催

東京国際交流館（江東区）

2010年2月17日〜2月19日

「nano tech 2010
国際ナノテクノロジー総合展・技術会議」へ出展

東京ビッグサイト
（江東区）

2010年3月3日〜3月5日

「FC EXPO 2010
〜第6回 国際 水素・燃料電池展〜」
へ出展

東京ビッグサイト
（江東区）

2010年6月27日〜7月2日

再生可能エネルギー2010国際会議へ出席
（同時開催6/30-7/2：
「第5回新エネルギー世界展示会」へ出展）

パシフィコ横浜（横浜市西区）

NEDO お問い合わせ先 TEL
044-520-5151
総務企画部広報室
044-520-5151
総務企画部広報室
044-520-5251
環境技術開発部
044-520-5220
ナノテクノロジー・材料技術開発部
044-520-5260
燃料電池・水素技術開発部
044-520-5270
新エネルギー技術開発部

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@nedo.go.jp

FAX：044-520-5154 「FOCUS NEDO」編集担当宛
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NEDOの今を伝える情報誌 フォーカス・ネド

FILE No.8

No.34 2009

こんな所にも

フォーカス ネ･ド

暮らしへ、未来を運ぶNEDO

プロジェクトの成果が、毎日を便利に、豊かにしています。

毎日出る生ごみも、
エネルギーに変わる時代へ

い物を
買
も
、
いつ
場所で が
る
い
生ごみから
「バイオガス発電」
して
ルギー
ネ
エ
な
ン
ね
クリー れていたの
二酸化炭素を発生しないクリーンエネルギーとして注目されている
「バイオガス発電」。
作ら
これまでは、家畜の排泄物などをメタン発酵処理したメタンを主に利用していましたが、
NEDOでは食品系廃棄物
（生ごみ）
を利用したバイオガス発電の実証事業を行っています。
前処理工程に液状化の処理技術を組み込むことで、
メタン発酵の時間も従来の半分に
なるという画期的なシステムです。現在、複合商業施設内で発電し、作られた電気は施設
内で利用されていますが、１日あたり一般家庭の20軒分に相当する発電が可能なことか
ら、今後の展開が期待されています。

発電量：240kWh/日
温水13m3/以上
バイオガス

ガス
エンジン

125Nm3/日
熱

電

気

温

水

F
A
X

０４４ ５-２０ ５-１５４

メタン
発酵

一般家庭
20軒分相当

電気

T
E
L

０４４ ５-２０ ５-１５１

1日1t

エネルギー利用
E-mail kouhou@nedo.go.jp

生ごみ
（有機廃棄物）

17

簡易設備で
排水水質を安定化

生ごみ処理機
による溶解

発行 独立行政法人 新エネルギー 産･業技術総合開発機構
〒２１２ ８-５５４ 神奈川県川崎市幸区大宮町１３１０ ミューザ川崎セントラルタワー 階

ショッピングセンターで、
バイオガス発電？

の今を伝える情報誌

N
E
D
O

（平均12kWh/日・家として）

複数のショッピングセンター
（＝複合商業
施設）
と地域とが連携することで、食品系
廃棄物の有効利用による、
より規模の大き
いエネルギー創出が可能となります。

ショッピングセンター

連携

ショッピングセンター

メタン発酵

電力、熱

連携

可能なら

連携

周辺の一般家庭

NEDOプロジェクト
「地域バイオマス熱利用フィールドテスト事業／複合商業施設における食品系廃棄物を対象としたバイオガス化
実証事業」
にて実証試験中。

写真提供：
（株）
マイカル／前田建設工業（株）

編集 総務企画部広報室

いずれは、
地域連携でこんな期待も

コージェネ発電機で
電気と熱を回収

編集長 保坂尚子 印刷 デ
･ ザイ ン ︵ 株 ︶商 業 デ ザイ ンセ ンター

従来の方法より
効率的なメタン発酵

