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SCIENCE EYES サイエンス・アイ

プラスチックは石油を原料にして作られてきましたが、NEDOでは、草や藁、古紙などの食料に
ならないバイオマスに含まれるセルロースから微生物による発酵を利用して化学品原料を作り出
す技術開発をすすめています。

遺伝子組換えを利用して開発した細菌「コリネ型細菌」の発酵力が
プラスチックの原料となるＤ－乳酸などの飛躍的な生産を実現します。

NEW S
新しいＮＥＤＯの
ビデオができました。

Ｎew Ｅnergy in Hokkaido

冬の北海道と新エネルギーの姿を
紹介したプロモーション映像が完
成しました。まっ白い大雪原に立
つ数々の風力発電。国内最大規模
の「稚内メガソーラープロジェク
ト」。雪国ならではの雪氷熱利用
施設など、環境をイメージする名
曲にのせて紹介しています。

お問い合わせは こちらでご覧いただけます
研究評価広報部広報室 TEL：044－520－5151，5159（直通） http://www.nedo.go.jp/introducing/video/kita/index.html

社会
保険庁

年金記録の確認にご協力ください。

草、藁、古紙…から プラスチックをつくる！

プラスチックをつくる生物誕生
（◎○◎）エッ...？

からのお知らせ「ねんきん特別便」

ご質問
お問い合せは

お近くの社会保険事務所 または 年金相談センターへ　
※都道府県社会保険労務士会でも無料相談を受付しています。
I P電話・ＰＨＳからは「03-6700-1144」にお電話ください。
一般の年金相談は、「ねんきんダイヤル」0570-05-1165 ホームページ：http://www.sia.go.jp/

月～金曜日：午前９時～午後８時 第２土曜日：午前９時～午後５時

「ねんきん特別便専用ダイヤル」0570-058-555

４月からすべての年金受給者に、６月から加入者の方にお届けします。
緑色の封筒でお届けします。 ●年金を受けておられる方　＝　本年４月から ５月までの間

●現役加入者の方　　　　 ＝　本年６月から10月までの間

年金記録のご確認を
お願いいたします。

●年金記録に「もれ」や「間違い」がないか十分にご確認をお願いします。
●「もれ」や「間違い」がある場合も、ない場合も、必ずご回答くださいますようお願いします。
※ 年金記録が変われば、正しい年金額をお受け取りいただけることとなり、年金額が増える可能性が高いので十分にご確認ください。

【年金支給額が増えた例】
（A男さん75歳の場合）

13か月分のお勤め期間の記録もれが見つかり、これからの年金受給額が年額で約５万円増え、
過去に受給できた年金として約５３万円をまとめて受け取れました。

ご家族の方などに「ねんきん特別便」が届いたら、過去の職歴についてご一緒に記憶をたどってみるなど、多くの方
からご回答いただけるよう、ご協力をお願いします。（ご家族でも、お一人お一人に届く時期は異なります。）ご家族の方にも届きます。

※３月までに青色の封筒で「ねんきん特別便」をお届けしている方は、年金記録にもれがある
可能性が高い方ですので、特に注意してご確認ください。（まず、「ねんきん特別便専用ダイヤ
ル」にお電話ください。結びつく可能性がある記録についての具体的な情報を提供いたします。）

「コリネ型細菌」の電子顕微鏡写真

写真提供：
（財）地球環境産業技術研究機構

NEDOプロジェクト：微生物機能を活用した高度製造基盤技術開発（Ｈ18～22年度）



NEDO省エネルギー技術開発部では、短期的には2010年

の京都議定書目標達成計画、中長期的には2030年の長期エ

ネルギー需給見通し達成への貢献を目指し、省エネルギーの

技術開発、普及推進を一体的に行っています。技術開発にお

いては、省エネルギー効果が期待される技術について、テー

マ公募型事業を利用して広く発掘、実用化を推進するととも

に、課題を予め明確にした課題設定型プロジェクトも推進し

ています。また、工場や事業所における省エネルギー設備・

技術の普及促進、さらに国際モデル事業として日本の優れた

省エネルギー技術の普及なども推進しております。

最初に「エネルギー使用合理化技術戦略的開発」プロジ

ェクトを紹介しましょう。これは省エネルギー技術につい

て広く企業・研究機関等からテーマを公募し、優れた提案

に対してNEDOが委託・共同研究するいわゆるテーマ公募

型事業です。

これを縦軸に市場性、横軸に開発ステップをとり研究フェ

ーズ毎に説明します（図１）。「先導研究」は革新的かつ将来

的な省エネルギー基盤技術を確立する研究開発ということで

NEDOが100％の負担をして事業を進めます。次の段階の

「実用化開発」というのは既に主要な技術やノウハウなどを

所有している省エネ技術で、周辺技術の不足や製品化技術の

問題により実用化が遅れているものに、NEDOが3分の2を

負担して研究開発していくものです。そして「実証研究」は
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製品化を想定した開発設備などによりデータ取得や技術改

善などを実施し、開発が終了したら即市場化と商品化とい

ったことをターゲットにして進めるものでNEDOが2分の1

を負担して研究開発を進めています。

一方、課題設定型プロジェクトは、予め技術開発課題が

NEDOにより明確に定められている、いわゆるナショナルプ

ロジェクトです。例えば、日本自動車研究所や産業総合研究

所、大学の研究者の方々と各自動車メーカーが共同開発して

研究開発を進めているクリーンディーゼルのプロジェクトが

あります。具体的には、エンジンの新しい燃焼方式を検討す

るグループと、排ガスの後処理を研究するグループ、総合評

価をするグループ、あるいは新しい燃料を検討するグループ

などで運営しています。新しいプロジェクトとしては、産官

学が連携し多様な技術の集積により実現を目指す、グリーン

ネットワーク・システム技術研究開発プロジェクト、いわゆ

るグリーンITプロジェクトがあります。

S P E C I A L  I N T E R V I E W

社会に導入・普及されて
初めて効果を生み出す省エネ技術

「世界の省エネ国家」の実現、
2030年エネルギー消費効率
30％改善を目指しています。

新たな分野での省エネ技術開発

永井省エネルギー技術開発部長に聞く

KAZUNORI  NAGAI

永井　和範

１９５７年鹿児島にて生まれる。１９８１年東京工業
大学機械物理工学専攻修了。同年新日鉄（株）に入社
する。１９９５年から技術開発本部、設備技術開発セ
ンター（現、環境・プロセス研究開発センター）にて、
全社プロセス技術分野企画調整、環境・エネルギー・
新素材分野のプロセス開発・プラントエンジニアリン
グを担当する。
２００７年７月よりＮＥＤＯ技術開発機構へ出向、省
エネルギー技術開発部長に就任。

（図1） エネルギー使用合理化技術戦略的開発
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NEDOはアジア・太平洋地域を中心とした国々への省エ

ネ技術の導入・普及を図るためモデル事業を実施していま

す。我が国の世界最高水準の省エネ技術、日本の製鉄やセ

メント、製紙会社等が保有している省エネ技術の導入・普

及を図っています。

例えば製鉄所のコークス炉で製造した赤熱コークスは

1000℃程度の熱を持っていますが、従来は水で冷却されて

いました。これに対し窒素ガスで冷却するＣＤＱ（コーク

ス乾式消火設備）を設置することにより大幅な熱回収（例

えば５０千kl/年）が可能となり、発電などにエネルギーを

再利用できます。こうした技術は日本では普及が進んでお

りますがアジア、太平洋地域では普及が進んでいない場合

があります。NEDOのモデル事業を契機に、アジア地区で

33基のＣＤＱが普及し大きな省エネを達成しています。

また、中国やインド等のアジア地区の省エネフォーラム

等に加え、フランスやアメリカといった先進諸国とも省エ

ネ技術情報交流を深めています。海外の政府機関・研究機

関の方々のNEDO本部への来訪も多くあり、私たちも技術

交流の場を作り頻繁に交流を進めています。

ご存知のとおりブロードバンドの普及やＩＴ機器の多様

化・設置台数の増加により通信量の増大や消費電力の激増が

予想されています。そうしますと2006年比で2025年には

原子力発電所20基分相当の電力消費増（470→2400億

kWh）が予想されるといったようなことが起こるのです。そ

れに対処するためNEDOでは私たち省エネルギー技術開発部

と電子・情報技術開発部が共同でプロジェクトを立ち上げ、

特に当部ではデータセンター、ネットワーク関係の省エネ技

術の研究開発を分担し取り組んでいます。

交通運輸関係ではこれまでエンジン等の自動車機器単体で

の省エネはかなり図られてきましたが、交通システムでの省

エネはほとんど実施されてきていません。経済産業省の「自

動車の電子化に関する研究会」で「エネルギーＩＴＳ構想」

（図２）が提案され、その実現のため、協調走行、隊列走行

により省エネを図る研究開発等を今年度から５ヵ年計画で着

手しています。

日本は1970年代の早い段階から省エネ技術の開発に取り

組み今では世界をリードする立場にあるわけですが、今後も

さらに役割が大きくなっていきます。後で説明します省エネ

技術の国際展開に加え、前述のグリーンＩＴやエネルギーＩ

ＴＳの国際展開も今後重要になるかと思います。これらの課

題解決は急務の課題です。これらの技術開発に関しましても、

日本が世界に先駆けて取り組むべきものと考えています。

さらに私たちは、「エネルギー使用合理化事業者支援事業」

という省エネルギー設備・技術の導入・普及も進めておりま

す。これは事業者が省エネルギー効果に優れている設備・技

術を導入する時、設備導入費用などの補助を行う制度です。

1998年度からスタートした事業ですが、これまでに1400

件もの案件を補助しています。さらに2005年度からは工場

や事業所における省エネルギー設備・技術の導入だけでな

く、国交省や農水省の認定する高効率機器等の設置にも対象

を拡げて省エネ効果を積み上げてきています。

この事業で昨年度までに採択した案件を全部積み上げます

と全ての事業が終了する2012（H24）年度で300万kl/年の

省エネ、800万トン/年のＣＯ２削減を見込んでいます（図３）。

海外諸国とともに50％の
温室効果ガス削減を目指して

2012年には800万トンのCO２削減を見込む

（図3） 事業者支援事業の省エネ効果（効果発揮時期年度別累計）

（図2）「エネルギーITS構想」より

協調走行のイメージ隊列走行のイメージ

（1998）



ロパー職員をはじめ、政策に関与してきた経産省出向者、

研究開発や企画を経験した企業からの出向者、これらの能

力と経験を活かすことにより、素晴らしい仕事ができる条

件がつくられると思っています。

新しい研究開発課題の創出にも力を入れていますが、自

ら新しいプロジェクトも立ち上げてきています。経済産業

省はじめ多くの関係先とも連携を深め、特徴を活かし総合

力を発揮し、これからも誇れる組織で誇れる業務ができる

ように、運営していきたいと思います。

私たちのマイルストーンの一つに2050年があります。

「クールアース50」という目標に向かって今から着実に取

り組み確実に結果を出していかなければならないと考えて

います。経済成長と環境保全の両立に向け、国の政策を研

究開発等を通じて実施する組織として取り組む所存です。

将来必要となることを先読みし、今何が重要か、何を具現

化していくのか。国をあげて取り組む事業の一翼を担って

いくのが私たちNEDO省エネルギー技術開発部の課題と認

識しております。

（取材日2008年5月23日）

2050年までに世界全体の温室効果ガス排出量を現状に比

して半減するといった中で経済産業省は「Cool Earth-エネ

ルギー革新技術計画」を策定しており、その21の技術のう

ち19の技術をNEDOが推進しています。今後はエネルギー

供給側と需要側の両面で、エネルギー効率向上と低炭素化

の観点での省エネルギー、省CO2への取組みが重要となって

きます。エネルギー消費の増加の大きい民生分野では、省

エネ住宅、省エネビル、次世代高効率照明といった技術で

新しい省エネの世界が拓けてくるでしょう。運輸分野では、

プラグインハイブリッド・電気自動車等の技術開発も重要

です。洞爺湖サミットでも地球温暖化対策への取組みが議

論されますが、日本が技術でリードしていき主導権を握る

ためにはこういった技術開発をNEDOとしても積極的に取り

組んでいくことになると認識しております。

私たちの省エネルギー技術開発部はNEDOプロパー職員が

20名、経済産業省からの出向者が３名、企業からの出向者

が32名の部隊です。企業からの出向者が多いのが特徴です

が、企業出向者の事業分野は家電、重電、情報機器、電力、

ガス、鉄鋼など様々であり、人材の宝庫だと思っています。

いろいろな知識やスキルを持った方がいるので、皆で侃々

愕々議論しながら業務を進めています。

NEDOは直接、研究開発をするわけではなく、研究開発の

マネジメントを行っていますので多様なスタッフがいるこ

とで特徴ある運営ができていると考えていますし、とても

誇れる組織だと自負しています。

私は昨年の7月にNEDOへ出向する前に鉄鋼会社に勤務し

ており、長年製鉄プロセスの開発と技術企画に携わってき

ました。最近10年間はエネルギー・環境関連の業務に携わ

っていましたので、まさにNEDOや経済産業省の研究開発事

業に関係の深い仕事でした。

NEDOに来て思うことは、NEDOの職員が誇れる業務を持

っているということ、つまり国の政策を実現するんだとい

う熱き心を持った人たちの集団であるということです。プ
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「世界の省エネ国家」実現
を目指し日々業務に取り組
んでいる省エネルギー技術
開発部のみなさん

2008年6月19～21日
北海道洞爺湖サミット記念環境総合展2008

国をあげて取り組む省エネ事業の一翼を



現在、SiC半導体ウエハの製造に関しては、米国のCREE社

が開発を主導し、パワー半導体ではなく発光デバイス用基材

として市場に出始めています。ですが、SiCの優位性が産業界

で認められつつあるにもかかわらず、依然として製造コスト

が高く、生産性も低いため、普及が遅れている要因ともなっ

ているのです。しかも、パワー半導体を含む電子デバイス用

途向けには、さらに高品質な基材が必要となります。

以上のような現状を打開するため、金子忠昭教授がプロジ

ェクトリーダーとして取り組む「大面積SiC革新的基盤技術の

研究開発」は、「従来からあったSiCバルク基板製造技術に頼ら

ず、さらにその品質、製造コスト、生産性において差別化が

可能な、既存の概念にとらわれない革新的SiC製造技術の開発」

を目的としています。（右の解説参照）
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半導体といえば、CPUやメモリなど、演算や記憶を行うLSI

が一般的です。これに対し、電源（電力）の制御や供給を行う

半導体をパワー半導体（電力制御変換用半導体）といい、

たとえば、交流を直流にする、電圧変換を行う、モーターの駆

動やバッテリーの充電、あるいはLSIを動作させるなどの役割

を担っています。その応用範囲は実に幅広く、パソコンはもと

より、ハイテク家電製品や精密電子機器、自動車（特にハイブ

リッドカー）などなど、私たちの暮らしに欠かせないものばか

り。経済産業省が2006年にまとめた「省エネルギー技術戦略」

では、革新的省エネ技術として重点5分野を策定、そのひとつ

にパワー半導体を含む「次世代省エネデバイス技術」が組み込

まれていることからも、期待の大きさがうかがえるでしょう。

Si半導体に代わる次世代パワー半導体として、その最有力

と目されているのがSiC半導体です。SiC単結晶製造技術にお

いて日本の第一人者である関西学院大学SiC材料・プロセス研

究開発センター長の大谷昇教授は、SiCの特性についてこう説

明しています。「電力変換効率が優れていること――これが

SiCの最大の特徴です。電力変換器のエネルギーロスでいうと、

Si半導体が10％であるのに対し、SiC半導体は1～5％に過ぎ

ません。つまり、Si半導体ではエネルギーの10％が熱として

逃げてしまうのですが、SiC半導体はそのわずか10分の1から

半分の損失で済むわけです。たとえば、すべての電子機器の

パワー半導体にSiCが置き換われば、その省エネ効果は計り知

れません。これこそが、SiC半導体の開発を進めるべきもっと

も大きな動機づけです。しかし、ダイヤモンドに次ぐ硬さを持

っていること、溶融温度がSiの1,420℃に比べ2,730℃と高

温であるということが、材料のプロセスを難しくしています」

Si半導体に代わる
次世代パワー半導体、SiC半導体

半導体の材料として半世紀以上もの研究の歴史を有するSi（シリコン、ケイ素）ではあるが、ここにきてその材料自身の物性的
限界が近づきつつあるといわれている。それは地球温暖化にともなう省エネルギーの気運が一気に高まり、より高効率な次世代
半導体が強く求められるようになってきたからだ。関西学院大学理工学部物理学科の金子忠昭教授らが日夜研究開発に取り組む
SiC（シリコンカーバイド、炭化ケイ素）は、Siに代わる次世代パワー半導体の材料として各分野から大きな注目を集めている。

SiCなどの材料開発に重要な国産技術

NEDOの省エネプロジェクト探訪〓エネルギー使用合理化技術戦略的開発①

半導体業界に新風！
次世代省エネ半導体を作り上げる
新たな国産技術

「大面積SiC革新的基盤技術の研究開発」

関西学院大学理工学部物理学科
金子 忠昭 教授
関西学院大学SiC材料・プロセス研究開発センター
大谷 昇 センター長・教授

誰もが考えつかなかった半導体プロセ
ス技術と超真空技術、超高温加熱技術
を融合して完成した世界初の真空炉

ウエハ材料名

ウエハ溶解温度

ウエハサイズ

価　　格

パワー半導体の性能
指数（Siを1と仮定）

省エネ効果

ＣＯ２削減量
(日本国内で推計）

次世代パワー半導体ウエハ 現行パワー半導体ウエハ
SiC (炭化ケイ素)

溶解温度2,730℃

量産サイズ直径2～4インチ

約20万円/インチ

1000倍
（電力変換エネルギー損失1～5％）

原子力発電所２基分(200万kW)

(ハイブリット車 300万トン)
(産業機械 365万トン)
(パソコン家電 100万トン)
(コージェネ 140万トン)
合計　　　　 905万トン削減

（CO2総排出量13億4千万トン)

Si (ケイ素)

溶解温度1,420℃

量産サイズ直径6～12インチ

約1千円/インチ

1
(電力変換器エネルギー損失10%）

るつぼ内の試料

「大面積SiC革新的基盤技術の研究開発」の開発項目

①１分程の短時間で2200℃の高温・超真空を可能にする

装置の開発。

②①の高温環境に耐えうるSiC結晶成長に必要な、大型る

つぼ材料（*1）の開発。



温プロセス法にトライしたところ、異なる材料どうしのエネル

ギーの差を利用した新たな原理により、成長や表面平坦化など

が可能であることがわかりました。第二に、液相成長法を確立

したことです。欠陥のないきれいな結晶を得るためには、Siを

液体にした液相環境が最適です。とはいえ、Siの液相を高温で

長時間保持することは難しくSiC結晶の作製には気相法を用い

るのが常識とされていました。気相法は液相法に比べて原理的

に不安定なので、パーフェクトな結晶をつくる上で限界がある

と考え、人間の力に頼ってエンジニアリングしていくのではな

く、自然の力を最大限に利用して材料の合成や開発ができない

かと考え、温度差ゼロという環境、液相中できれいな結晶がで

きていく環境をつくりあげたわけです」

「現時点で、無欠陥に近いSiC単結晶をつくるための技術に

ついて、基本的な原理と可能性を確証できたと思っています。

これからは技術開発の方向性を探るとともに、われわれが確

立したサイエンスの部分をいかにエンジニアリングの部分に

つなげていくかが大きなテーマになってきます。ですから、

最終的なユーザーとして名乗りをあげている企業と共同研究

をスタートさせ、しっかりとしたロードマップにもとづいて

戦略的に進めていくつもりです。SiCの研究開発に携わるよう

になってから、なかなか自宅に帰れていません（笑）。でも研

究者はみんなそうだと思うのですが、364日苦しいことばか

りでも、たった1日いいことがあればすべて報われるような気

がするんです。また、社会の歯車の一部としての責任感が芽

生え、何らかの形で社会に出したいという思いは強くなって

います。社会に貢献するというときれいごとに聞こえるかも

しれませんが、別に自分たちが主人公でなくても全然構わな

いのです。やはり、いつの日か、どこかで世に出ていくまで

は、絶対にやり続けていきたいと思っています」と金子教授

の熱意はいっそう深まっていくようです。

この決して大きくない研究室から生まれた国産技術が、世

界を席巻する日も遠くはないかもしれません。

（取材日2008年6月6日）
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金子教授はSiC研究開発の経緯をこう振り返ります。「そも

そも私の専門は、ナノ領域を舞台に、半導体の結晶成長を利用

して三次元的な立体構造をつくることです。当初はSiCを聞い

たこともなくて、まったくの無の状態から開発手法を模索して

いきました。ジャイアントカンパニーであるCREE社は、単結

晶からデバイスまでを垂直統合によってつくりあげています。

では、大企業に比べたら小規模で、しかもメインストリームか

ら離れた辺境の地にいる素人集団は、いかにして参入していけ

ばよいのか。そこでわれわれは、技術のボトルネックを切り口

にしようと考えました。要するに、高温の環境をつくることが

きわめて難しく、そこが課題になっていると、とらえたわけで

す。まず我々で装置のコンセプトを作り、それを実現してくれ

る企業を探しました。今回は、第ニ世代目となる大面積化に重

点をおいた設計だったのですが、製造には幸運にもサンリック

社、エピクエスト社という小さいけれど素晴らしい技術を持っ

ている企業が見つかりました。るつぼの材料としては炭化タン

タル（*2）に辿り着きます。安価な製造方法で開発した炭化タ

ンタルの、るつぼは結果として2,500℃の超高温にも耐え得

ることがわかり、さらに基本的なSiC液相成長の可能性を見出

すことができました。大型るつぼの開発は東洋炭素株式会社に

お願いしたのですが、るつぼが持つ機能として、外部からガス

を供給しなくても、SiC液相成長に最適な雰囲気を継続して保

ち続けることも、大きな発見でした。これをひとつの転機とし

て、われわれの技術開発は本格的に動き始めることになります。

今回の研究で『革新的』と謳っているのには、いくつか理由が

あり、そのひとつは等温であるということです。結晶成長させ

るためには通常、温度差が必要になるのですが、SiCが溶融す

るような高温環境ともなると、温度の計測はもとよりその制御

はきわめて困難となります。ましてや、学生主体で少人数のわ

が研究室ではなおさらです。そこで誰でも容易に制御できる等

この地で生まれた知的財産を社会のために

「革新的な省エネルギー技術のひとつとされるSiC半導体の材料・プロセ
ス技術の開発に挑戦し、サステナブル（持続可能）な社会の実現に貢献
していく」ことを目的に2008年に設立、SiC半導体の基礎研究を継続し
て行う一方、産業界との窓口としても機能するSiC材料・プロセス研究
開発センターの研究者と金子研究室の皆さん。後列右端は大谷教授、前
列左端は芦崎産官学連携コーディネーター

*1) るつぼ･････････材料を溶かすなど実際のプロセスを行うための容器
*2) 炭化タンタル･･･化合物中最も融点が高いものの一つ（3985℃）。導電性及

び熱伝導性を持ち、化学的に安定している。

SiCの製造方法について

SiCを電子または光デバイスに応用するには、結晶が単一で、欠陥が皆無

または非常に少ない良質の、バルク（自立）形態または薄膜形態のSiC単結

晶が必要となる。従来より知られているSiCの製造方法としては、高温で気

体状のガスから結晶を成長させる気相成長法と液体材料から結晶を成長させ

る液相成長法とがある。気相成長法の一つである昇華再結晶化法は、原料の

SiC粉末を2200～2500℃の高温で昇華させ、低温部に配置したSiC単結晶

からなる種結晶基板上に再結晶化させる方法である。昇華再結晶化法では、

バルク結晶が得られやすいことから、現在、SiC単結晶ウエハの工業的な生

産はこの方法で行われている。しかし、昇華再結晶化法で成長させたSiC単

結晶は、結晶に欠陥があり、品質に問題があるとされる。一方、液相成長法

は、Si含有融液に炭素を溶解させ、それに種結晶基板を浸漬し、融液の過冷

却によりSiC濃度の過飽和状態を創り出し、種結晶基板上にSiC単結晶を成

長させる方法である。液相成長法では、気相成長法に比べて格段に良質な単

結晶が得られることが知られている。しかし、溶液に炭素が溶ける量が少な

いため結晶の成長速度が遅く、実用化を阻む問題点と言われる。

③数多くの結晶構造が存在するSiC単結晶について、パワー半

導体に最適な特定の結晶構造のみを制御する方法の開発。



右が従来のグラスウール断熱材を使
用した住宅壁の厚さ見本、左が真空
断熱材を使用した場合の厚さ見本。
2分の1の壁厚で同じ性能を発揮す
る事が確認されています。壁厚が薄
くなる分、部屋面積を今までよりも
広く確保することができます

いうことが新しい課題を感じたり、頑張ろうという情熱に変わ

っていきました。それは10年ほど前の話です」

真空断熱材の高性能化を実現するためには熱が伝わりにく

くなる仕組みを達成しなければなりません。様々な挑戦を繰

り返した結果、シリカ系粉末の芯材から特殊微細ガラス繊維

へと開発し、高性能ガラス繊維を活用した「U-Vacua（ユー

バキュア）｣ ではグラスウールの断熱性能の約37倍、硬質ウレ

タンフォームでも約20倍の断熱性能を得ています。

住宅建材への適用開発を達成するためには真空断熱材の一

番の弱点である「傷つき厳禁」「切れない」に対して「現場施

工に向く構造」を目指して、最終的には既存の建築材である

ウレタンフォームの中に真空断熱材を埋設するというハイブ

リッド構造により弱点を積極的に克服してきたのです。
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技術本部材料開発センターの上門一登所長は「松下電器が

コンセントの付いていない製品を開発するのは少し変だとお

思いでしょうね」と語りながら断熱材プロジェクトを説明し

てくれました。

「私どもの断熱材は冷蔵庫から生まれた技術です。1970年

以前のワンドアタイプから硬質ウレタンフォームのツードア

の冷凍冷蔵庫へと製品は変化してきましたが、1990年代にオ

ゾン層破壊を止めることが緊急課題となりオゾン破壊係数ゼ

ロのハイドロカーボンという発泡材でウレタンフォームを作

るようになりました。しかしフロンに比較して断熱性能が

10％も低くなるという弊害があり、真空断熱材の技術開発へ

方向転換してきたわけです。そして別な分野でも断熱技術が

使えないかということで技術開発にチャレンジしはじめたの

です」実はここに至るまでには布石があるとのことで、開発

以前の出来事を教えていただきました。

「私どもが真空断熱材の研究を開始したのは25年ほど前でし

たが技術的にも伸び悩んでいた時期があり、当時の技術トップ

から『断熱技術はどんなものか北海道へ行ってみては』という

アドバイスがあって真空断熱材を持って２泊３日の北海道の旅

をしたのです。朝から晩までハウスメーカーを廻りました。

『従来のグラスウールの20倍です、ウレタンフォームの10倍

です』と話していくと、だんだん相手の目の輝きが変わり今ま

でとは全く違う反応を得ました。その時、真空断熱材を高性能

にすることができるならば住宅にも使えるという世界を知りま

した。そこで地元工務店に協力を依頼して４、５軒建てました

が全て失敗するのです。こちらは建築部材に対する理解があり

ませんでしたし、大工さんは部材の中身が真空であるという理

解が低かったわけです。しかし異分野の技術に触れ交流すると

北海道のハウスメーカーから
教えられた真空断熱材のヒント

滋賀県草津市にある松下電器産業(株）の松下ホームアプライアンス社。
新幹線の車窓から見える工場の大きな看板には同社の省エネシステムの
一つである「エコキュート」の文字が鮮やかに描かれている。この工場
は同社が環境宣言をしている「エコアイディア工場 びわ湖」のシンボ
ルファクトリーである。平成１７・１８・１９年度に実施してきたNEDOエ
ネルギー使用合理化技術戦略的開発の現場をリポートした。

高性能な真空断熱材を量産ラインで製造

NEDOの省エネプロジェクト探訪〓エネルギー使用合理化技術戦略的開発②

「エコアイディア工場びわ湖」
から発信される
最新の省エネプロダクト
「高性能、高機能真空断熱材の実証研究」
「高密度実装技術を用いたCO2ヒートポンプ給湯器の小型化開発」

松下電器産業株式会社

上門所長が手にしているのが真空断熱材の断面模型です。
銀色のラミネートが真空断熱材の本体。中の芯材を真空空
間にすることで芯材空隙率は90％以上となります。内部の
10％の芯材は、熱が伝わりにくくするために芯材の繊維を
点で接触させ熱抵抗を向上させています。オレンジ色の部
材に真空断熱材の位置を黒枠で示すことで施工もスムース
に進みます

■ ハイブリット断熱材の研究項目と成果

真空断熱材の
高性能化

ハイブリッド断
熱材適用住宅建
材の研究開発

真空断熱材適
用断熱改修仕
様の研究開発

熱伝導率：0,0012W/mK※以下を達成。

ハイブリッド断熱材の仕様を確立し、実験住宅を建設。住宅の
壁には20ｍｍのハイブリッド断熱材（真空断熱材10ｍｍ）を使
用、そのQ値は｣地区の次世代省エネ基準をクリア可能な
2.4W/mK以下を得る。

既存住宅の壁・天井・床の断熱強化に適合する、施工容易
な真空断熱材を開発。

※熱流計法（JIS-A1412,ASTM-C518,ISO830準拠）、同社測定値



これら小型で高性能な給湯器を達成するために５つの開発

課題「①高効率圧縮機・膨張機 ②高性能空気熱交換機 ③小型

高性能ガスクーラー ④小型高密度蓄熱システム ⑤本体システ

ム」を掲げて取り組み、中間目標品スペックでの機器サイズ

は従来の約17％減、加熱能力は６kW（最大10kW）、COP（エ

ネルギー消費効率＝加熱能力(kW)÷消費電力(kW)）は従来比

の115％を達成しました。これらを実現するために、各要素

部品の技術改良の積み上げと、新規要素技術への挑戦に取り

組んできました。そして、従来の分離型ヒートポンプ給湯器

（平成18年度商品）の設置面積0.80m2に対して平成19年6月

に発表した一体型の中間目標品は設置面積を0.38m2まで縮小

することに成功し、最終目標品ではさらなる小型化を実現し

ています。

西山吉継グループマネージャーは「ここまでやり上げてい

くためには語りつくせないほどの苦労話があるのですが、ユ

ニット内部の貯湯タンクの周囲に材料開発センターで商品化

した真空断熱材を使用すること等で本体システムの小型化を

確立することができたと考えています」と語ってくれました。

「熱を伝えにくくする真空断熱材」と「熱を伝えやすくし

て性能を高めるヒートポンプ」というお互いに異なる要素技

術を組み合わせることでCO2削減に向けた省エネ製品がここ

「エコアイディア工場 びわ湖」から誕生しているのです。

（取材日2008年6月11日）
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「NEDOプロジェクトの大きな成果は、プロジェクトのパー

トナーである建材メーカーのアキレス（株）殿によって真空

断熱材のハイブリッドボードが量産できるようになったとい

うことです。つまり従来は真空断熱材をウレタンフォームの

定位置に確実に埋設することが非常に難しかったのですが、

独特のノウハウで量産化が可能になりました。このことで、

真空断熱材が初めて建材として使いこなせるようになりまし

た」と上門所長は笑顔で語ってくれました。

次に技術本部アプライアンス開発センターの自然冷媒ヒート

ポンプ給湯器の開発スタッフの皆さんのお話を伺いました。自

然冷媒ヒートポンプ給湯器はオール電化住宅の増加や国の補助

金制度もあり、新築戸建やリフォームへの需要が急速に拡大し、

省エネ性と経済性に注目が集まっています。同社が開発した製

品は戸建の狭隘地や集合住宅への拡大を目的として、大気熱を

自然冷媒CO2に集め、その熱でお湯を沸かすヒートポンプ部とお湯

を貯めておくタンク部を小型化した一体型の給湯器です。

小型で高性能なヒートポンプ給湯器を開発

環境宣言「エコアイディア工場 びわ湖」の大きなジオラマ。2006年度
から３年間で２万9000トン（原単位比23％）のCO2排出量削減（生産
活動において）を進め、同社独自の環境コア技術を搭載したダントツ省
エネ商品によりユーザー家庭内のCO2排出量削減をうたっています

■ NEDO一体型給湯器の目標サイズと性能ヒートポンプ
給湯器の心臓
部分であるス
クロール圧縮
機。自然冷媒
CO 2を高圧
まで圧縮する

ため安全性と耐久性を確保していま
す。指さしている旋回スクロールと
呼ばれる内部部品も高温と高圧に最
適化された形状が特徴です

内部の細い管にCO2冷媒を流し、太い管と細い管の間に
水を通して熱交換するディンプル冷媒管は、熱伝達率
を高めるためにゴルフのディンプルボールのように凹
溝をつけた細い管をねじり、ポンプ側の抵抗を少なく
しながら能力を向上できる工夫をしています

■ CO2ヒートポンプ給湯器の仕組み

平成19年6月に商品化した中間目標一体型
給湯機と技術開発スタッフの皆さん

● 民生部門の省エネルギー化の課題として
家庭エネルギーの約1/3を占める給湯器の高効率化が重要　
CO2ヒートポンプ給湯器は大きな役割を果たし得る機器
2010年に普及台数520万台目標、260万klの省エネルギー効果

● CO2ヒートポンプ給湯器の普及拡大の課題として
高効率化、コンパクト化、低コスト化

● ヒートポンプ部とタンク部を小型化した一体型給湯器の実現を目指す

戸建狭隘地や集合住宅への普及拡大のため必要

研究開発
の概要

背 景

目 的
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実験を成功させた海上技術安全研究所は大正5年の発足。広

大な敷地の中にある大型研究施設で、日本の海事産業の競争

力強化と政策課題の解決に向けた取り組みを牽引してきまし

た。この度のNEDO委託研究では、長さ120メートルのセメ

ント運搬船を使い、船底に直接空気を投入する「空気潤滑法」

による省エネ効果検証のための実船実験を行いました。

このプロジェクトのリーダーである児玉良明部門長は、次の

ようなお話をしてくれました。「船の改造工事では空気を船底

に送るブロアの設置やブロアから船底までの配管工事、気泡吹

き出し部の取り付け、気泡が船底から漏れないための端板の取

り付け、そして実験に必要な計測器の設置などを行いました。

船主の東海運さんの協力による「パシフィックシーガル」の提

供と、荷主の太平洋セメントさんの運行上の配慮、これが実験

成功の要因の一つだと思います。つまり、荷主さんのいつまで

に荷物を運ぶという指示があれば、船会社はそれに従わなけれ

ばならないので、こちらの思うような実験ができないのです。

ですが今回は荷主さんが柔軟な対応をして下さったので、2ヶ

月という短期間に3回も実験航海を実施できました」

日夏宗彦流体制御研究グループ長は実験の様子を次のよう

に話してくれました。「この実験のブロアは、船首部上甲板に

取り付け（写真1）、ここから噴き出された空気を船内の配管

を通して船底まで送り、船底を通して後方まで噴き出すよう

にして走行実験を行いました。（図１，２参照）実船実験は3

回実施し、省エネ効果を調べるため、空気を吹き出したとき

にエンジン馬力がどの程度変化するかを計測しました。プロ

船のまわりを気泡で覆うと船体抵抗が減ることは古くから知られていた。
しかし、実際の船でそれを実験し、省エネ効果を測定した国はなかった。
平成17～19年度にセメント運搬船を改造して行われたNEDOプロジェク
トの成功に、今、熱い視線が注がれている。

船体を覆うマイクロバブルで走行実験

NEDOの省エネプロジェクト探訪〓エネルギー使用合理化技術戦略的開発③

国内最大級の
セメント運搬船による
世界初の省エネ効果実験
独立行政法人海上技術安全研究所

流体部門児玉 良明 部門長
流体部門流体制御研究グループ日夏 宗彦 グループ長

船の摩擦抵抗を低減する
マイクロバブルを利用した「空気潤滑法」

図１）マイクロバブルが船体を覆ったイメージ図　
写真提供：（独）海上技術安全研究所

写真２）東海運セメント運搬船「パシフィックシーガル」

写真1）ブロアハウスに設置した5台のブロア

図２）実船実験船への気泡発生装置などの機器の配置図



るため、原油を輸送するような大型タンカーの燃費向上にはこ

の「空気潤滑法」の導入が有効であるとこの実験結果で証明で

きたことは、省エネ対策を迫られる造船業界へインパクトを与

えられたと思います。さらに、タンカーはバラスト水が環境問

題を引き起こすということでも改善が求められています。例え

ば、中東からタンカーで油を運び日本で陸揚げする。そうする

と船が浮かび上がってプロペラが出てしまうので、日本の港で

海水をタンクに入れ、プロペラをある程度沈んだ状態にする。

ところが次の油を積むときには、別な環境下の海に日本の海水

を捨てることにより、それが周辺環境に影響を与えるのです。

その対策としてバラスト水が不要な平べったい船（＝摩擦抵抗

が大きく喫水が浅い船）を造ろうという動きもあるため、「空

気潤滑法」を導入するチャンスが増えたと考えています。

今後は「空気潤滑法」を取り入れた船の構造設計提案を造船

会社さんにしていきたいと思っています。船は長い歴史を持ち

技術的に完成度の高い乗り物で、造船の世界は行き着くところ

まできています。その中でのブレイクスルーはなかなか難しい

ですが、今回の実験結果で、日本の造船界の活性化へ一石を投

じていきたいと考えています。」と語ってくれました。

まさに、技術が省エネをリードし、産業活性化をもたらす

ことを感じさせる力強い話を伺うことができました。

（取材日2008年6月24日）
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ペラ軸にひずみゲージを貼り付け、プロペラ推力とトルクを

計り、長期的にエンジン馬力をモニターするために、エンジ

ン燃料温度、燃料ラックデータを記録しました。この実験は

流速分布計測を北海道大学に、船底摩擦応力とプロペラ推

力・トルクの計測を大阪大学に協力いただきました」

実船実験結果と今後の展望を児玉部門長は次のように語ら

れました。「航走条件を一定に保ち、気泡のオン・オフを行い

主機馬力と船速の変化を計測しました。気泡を吹き出して航

行した場合、船体への水の抵抗は最大で12％低減しました。

また、気泡吹き出し用ブロアに使用した動力を差し引いた正

味の省エネ効果を測定し、荷を積んだ状態と積み荷をおろし

てバラスト水（重しとなる水）を積んだ状態とで平均して、

ブロア２台作動させると4.5％、3台作動させると5.3％とい

う数字が得られました。（図3参照）

タンカーのような船は、輸送効率をあげるため長さと幅を広

げることになりますが、そうすると摩擦抵抗を発生する船底部

が大きくなり、その分燃費に影響します。今回の実験で使用し

た「パシフィックシーガル」はタンカーと同様の形状をしてい

研究に参画したスタッフの皆さん。
港湾などを想定した長さ150メー
トルの中水槽の前で

5.3％もの省エネ効果　実用化に向け前進

写真３）模型船
を示して説明す
る児玉部門長
(左)と日夏グル
ープ長

写真4）プロペラ軸に貼られた
ひずみゲージ

写真5）左舷船底に取り付けられた
端板

図３）正味省エネ率

計測時の航走条件
CCP翼角17度
主機回転数199rpm

巨大タンカーや超
高速船の試験にも
対応可能な世界最
大級の曳航水槽(長
さ400M、幅18M、
水深8M)の横にて

バラスト・満載の平均で
正味5％を超える省エネ
率が得られた。



厚さを薄くしていく取り組みをしてきました。そうすることに

より、車の下に設置がしやすくなり、しかも小型化故に低コス

トで製造することができるメリットがあります。製造メーカー

としては、低コストは魅力があり、周波数の設定や中心部をく

りぬく径の決定など、学術的に検討している最中です。

第3には、コイルの形状だけではなく、コイル内のリッツケ

ーブルという細いケーブルにも工夫を加えています。従来の

海外社製のものと比べ、線を細くし本数を増やして表面積を

増やすことにより、高周波電流が線表面にしか流れず抵抗が

大きくなる現象を抑え、また、線の束ね方にも工夫を加える

ことにより、同じ方向に流れる電流を互いに打ち消し合う現

象を抑えることで、効率を高めていくノウハウを蓄積してい

きました。

もうひとつは、充電時に受電側から電源供給側に対し電力の

オンオフ、必要電力量あるいは定電流、定電圧でといった情報

を伝える通信システムです。アンテナをどこに設置したら良い

のかという討論があった時に、コイルの中心には巻くことがで

きない部分があり、そこを候補として考えたのです。磁力線の

中心にデリケートなアンテナの設置ということへ躊躇があった

のですが、調べたところ、逆に安定して受信できるということ

がわかり、そこにアンテナの設置位置が決まりました」

「車の下にある給電場所を探す場合、地面に埋設されてい

る電源供給側のアンテナと、車の下にある受電側のアンテナ

同士が一番近い場所、つまり真上にあるときに出力電圧が一

番高くなります。このときに運転席でランプが点灯するのな

らば、そこが真上であり、中心なので、車を最適なところで
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非接触給電システムは、コネクタやパンタグラフなどの物

理的な接触をせずに車など移動体へ電気エネルギーを供給す

るシステムです。同社は平成17～18年度で実施したＮＥＤＯ

の省エネ・先導研究フェーズでマイクロバス用の非接触給電

装置（ＩＰＳ）を開発し、引き続き平成19～20年度の実用化開

発フェーズで“多くの市場で実用レベルで使用できる非接触

給電装置を開発”するプロジェクトを展開しています。

非接触給電システムの原理は電源供給側の１次コアと受電

側の2次コアをエアギャップを介して磁気結合させることによ

り電磁誘導作用で1次コア（電源供給側）が高周波交流電流に

よって電磁エネルギーを発生させ、それを2次コア（受電側）が

電気エネルギーに変換して電力供給を実現するシステムです。

（非接触給電システムの原理図参照）

�橋部長から開発の様子を伺いました。「平成16～17年度

のNEDO実証モデル評価事業で製作した先進電動マイクロバ

スを使って、非接触給電システムの運用評価を重ねてきまし

た。この研究を基礎にして現在の実用化開発があるものと考

えています。

そのいくつかをご説明いたしますと、第1には、走行距離に

応じて電池容量が低下していきますが、停留所やターミナル

などで停車する度に、非接触給電により全量ではないにして

も、ある程度充電していくことでバッテリーサイズを小型化

することができます。その結果、車体重量の軽量化が図られ、

小型電池ながら走行距離を長くすることができるということ

につながっていきます。つまり、燃費が向上しますので、CO2

の削減にも貢献していくわけです。

第2には、結合係数が高い平面のコイルを標準にすると決め、

実用レベルで使用できる装置を開発するために

昭和12年（1937年）に創業した昭和飛行機工業は、昭和20年（1945年）まで
は旅客機や軍用機を製造する企業であったが、戦後には事業内容の変更を進め、
今では輸送機器の開発・製造を主流にした事業活動を展開している。同社の従業
員のために設置されたという昭島駅（昭和13年開設・青梅線）を降り、広大な
敷地の中にあるＥＶP事業室の�橋俊輔部長を訪問した。

誰もが使える構造、安全な仕組みで

NEDOの省エネプロジェクト探訪〓エネルギー使用合理化技術戦略的開発④

非接触給電システムの
電動車両が到来

「非接触給電装置の研究開発」

昭和飛行機工業株式会社

特殊車両統括部EVP事業室

�橋 俊輔 部長

■ 非接触給電システムの原理



「2010年までには、国内のすべての自動車メーカーが電気

自動車を発表するものと思われます。その時に向けて、私ど

もが開発しているシステムが生かされる時が来るでしょう。

その際、メーカーや車種ごとに対応するのではなく、様々な

ニーズに応えうるパーツ開発をしていきたいと思っておりま

す。そのためにも、システムを道路上に埋設できる許可をと

りやすくするようなことや、法律で定められている電気主任

技術者の配置の対応、電波法による高周波取り扱いの届け出

など、市場へ導入促進していくための環境整備も合わせて進

めていかなければならないのではないでしょうか。そのため

には、現在進めている実用化開発を必ず成功させていく決意

です」と、力強く語る�橋部長の視線にはこれからの省エネ

社会が映し出されているようでした。

（取材日2008年6月25日）
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停止させることができます。車を停止させるまでは電気を送

らずに通信だけをし、停止後に運転手が電力スイッチを押す

ことで電力を送るといった通信システムを構築して特許を申

請しています」と語る�橋部長は、さらに重要な説明を加え

てくれました。

「もうひとつ重要なことは、ケーブルをよく見ると、縞模様の

撚り（ヨリ）があります。この撚り（ヨリ）を付けることによって

内側のケーブルと外側のケーブルが作られます。陸上の短距離

走をイメージしていただきたいのですが、インコースとアウト

コースがあり、スタートラインはとても差をつけて走り始めま

すが、走る距離は同じです。つまり、撚り（ヨリ）を入れること

により、ケーブルの抵抗を低減する効果が得られるわけです」

前述の海外社製と同じ30kWの給電装置を作り測定したとこ

ろ、海外社製の効率が86％であるのに対し、開発品は92％を

達成しています。開発成果表のとおり、重量や寸法、給電側と

受電側のコイルとコイルの間を100mmとすることにより（海

外社製は50mm）走行に支障が起きないばかりか、給電時も特

別な仕組みを作らなくてもよいシステムになっています。

出口を念頭におき、見通しをもって

開発中の給電システムであ
るコイルとピックアップを
説明する山本さん（手前）と
�橋部長

■ 非接触給電装置の開発成果表

海外製品
の性能

効 率
[%]

2次側ピックアップ
重量[kg]

2次側ピックアップ
寸法[mm]

コイル間ギャップ
[mm]

86

92
目標値
(92)

35
目標値
(35)

短径 847
長径 847
厚さ 33

100
目標値
(50)

開発した非接触給電装置を搭載している車両の後部下。
地面とのギャップが十分確保されていることがわかる

短径 875
長径 1025
厚さ 61

86 50

模型を使って説明する�橋部長。「コイル付き
高周波電源」を地面に置き、手に持っている円
筒を車に見立てています。「円筒内のコイル」が
交流を受電し直流に変えてLED灯を光らせます。
円筒をずらしたり離してもLEDの明るさは変化
しますが、電流が流れていることがわかります

二次コア

一次コア

ニ次コア

一次コア

開発品
（IPS）
の性能

全ての開発項目で目標を達成
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ＮＥＤＯでは、1998年から工場・事業所などが省エ

ネ設備・技術を導入する際の費用について補助を行っ

ています。特に、高性能工業炉の導入、天然ガスまた

は石油コージェネレーションを用いた廃熱利用設備の

導入などを重点的に支援しています。

さらに2004年からは、複数の工場やコンビナート

地域にある事業者間で、エネルギーの共有を行うシス

テムの構築を支援しています。「地域でのエネルギー有

効利用」という新たな視点を取り入れ、工場単独では

達成できなかった大幅な省エネを実現できるようにな

りました。この導入例として、東京電力（株）川崎火

力発電所1号系列から排出される蒸気を、川崎千鳥・

夜光地区コンビナートに立地する各社間（11社）に蒸

気配管を敷設することにより連携利用する事業があり

ます（図2）。最終的に復水として海水に放出していた

蒸気潜熱の有効利用を行い、地域で大規模な省エネル

ギー化を図り、原油換算約１万kl／年の省エネルギー

効果を見込んでいます。

この他には、国土交通省や農林水産省と連携し、船

舶への省エネ機器や貨物自動車へのエコドライブ管理

システムの導入、グリーン物流の推進（図3）、ビニー

ルハウスへの省エネ機器導入なども支援しています。

ーーー 工場などの省エネ設備・技術の導入費用を補助
「エネルギー使用合理化事業者支援事業」ーーー

この事業に関するお問い合わせ　ＮＥＤＯ省エネルギー技術開発部　補助支援グループ　TEL 044-520-5282

日本は世界的にも高いエネルギー消費効率を達成していますが、産業部門のエネルギー消費全体
に占める割合は依然として大きく、さらに民生・運輸部門におけるエネルギー消費の伸びが著しい
ことから（図１）、国を挙げての更なる省エネへの努力が求められています。

約800万ｔのCO2排出削減を見込む

工場・事業所の
省エネ設備・技術導入への補助を実施

図1 我が国の最終エネルギー消費と実質GDPの推移

高性能工業炉（加熱炉） 高性能工業炉（溶解炉）

他省庁と連携した
省エネ支援

図2 川崎千鳥・夜光
地区コンビナートの
蒸気配管連携利用図

図3 グリーン物流のイメージ図

この「エネルギー使用合理化事業者支援事業」（平成19年
度末時点）全体で、原油換算約300万kl／年（約800万ｔ‐
CO2）排出削減を見込んでいます（本誌p4グラフ参照）。
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検　索NEDO 産学官くわしくはこちらへ

日本経済団体連合会会長賞受賞

「高圧枯渇法による高品質微結晶シリコンの高速製膜技術の開発」

6月14日に開催された第７回産学官連携推進会議（内
閣府等6府省・団体が主催）において、「産学官連携功労
者表彰」の表彰式が行われ、NEDOプロジェクトの実施者
が、「内閣総理大臣賞」、「文部科学大臣賞」、「経済産業大
臣賞」、「日本経済団体連合会会長賞」、及び「日本学術会
議会長賞」の５賞を受賞されました。受賞者及び関連企業
の方々にお慶び申し上げるとともに、これらの技術が我が
国における新産業の創出と競争力強化に大きく貢献するこ
とを期待しております。

NEDO ニュース

企業の活性化と新規創業を目指して　　

受賞者：近藤 道雄（（独）産業技術総合研究所）、
山内 康弘（ 三菱重工業（株））、竹内 良昭（ 三菱重工業（株））

NEDO新エネルギー技術開発部　TEL 044-520-5270お問い合せ

NEDOプロジェクト：太陽光発電技術研究開発／先進太陽電池技術研究開発〈H13～H17〉

（独）産業技術総合研究所で取り組んだ基盤技術の
中で改良された高圧枯渇法※を大面積製膜に適用す
るため、三菱重工業（株）が新型電極の開発、放熱
などの装置の改良を行い、高速・大面積化により微
結晶シリコンの生産効率を40倍以上に向上させ、
高効率タンデム太陽電池モジュールの作製に成功。
量産高速製膜技術として世界最高の製膜速度（2～
3 nm/s）と世界最高レベルの性能を同時に達成。
※高圧枯渇法 高品質の微結晶シリコンを高速に

製膜可能な方法

微結晶タンデム型太陽電池

日本学術会議会長賞受賞

「リアルタイム3次元顕微撮像システムの開発及び細胞内分子動態リアルタイム可視化研究」

受賞者：中野明彦（（独）理化学研究所、東京大学）、御厨 健太（横河電機（株））、
谷岡 健吉（日本放送協会放送技術研究所）

NEDOバイオテクノロジー・医療技術開発部 TEL 044-520-5230お問い合せ

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〈 H15 ～H18 〉

月明かり程度の明るさでも映像を捉えることが
可能な「HARP撮像管技術」（NHK放送技術研
究所）と、圧倒的に高速で画像取得が可能な
「マイクロレンズ付きニポウディスク技術」（横
河電機（株））を組合せ、新しいレーザー顕微
鏡の開発に成功。光学顕微鏡の限界を越え、３
次元空間分解能50nmを備え、生細胞内で起こ

る生体分子の動的変化を観察する世界最高性能を実現。本システムを用いて、ゴルジ
体のタンパク質輸送メカニズムを立証するとともに、細胞小器官が細胞内で安定に存
在し続けるという従来の概念を覆す大きな発見につながった（（独）理化学研究所）。

リアルタイム3次元顕微撮像システム

経済産業大臣賞受賞

「高精度がん放射線治療装置の開発」

受賞者：川田 則幸（三菱重工業（株））、平岡 真寛（京都大学）、
小久保 雅樹（（財）先端医療振興財団）

NEDO研究開発推進部　TEL 044-520-5170 お問い合せ

NEDOプロジェクト：基盤技術研究促進事業「高精度四次元放射線治療装置システムに関する開発研究」〈H15～H18〉

放射線腫瘍学、画像応用治療学の最先端の知見を
有する京都大学と、機器開発に数多くの実績を有
する三菱重工業（株）が「医用画像を利用した革
新的な放射線治療システム」の開発コンセプトを
構築し、それを基に、三菱重工業（株）の小型加
速管技術、高精度機械加工技術と、京都大学の医
療技術を融合して、高精度がん放射線治療装置を

開発。 (財)先端医療振興財団が臨床の面からシステム化を検証し、製品化へと繋
がった。がん病巣へX線を正確かつ効率よく照射することが可能で、高齢化を背景
に益々増えるがん患者への安心・安全な治療に寄与することが期待される。

文部科学大臣賞受賞

「高分解三次元電子顕微鏡装置の開発」

受賞者：陣内 浩司 （京都工芸繊維大学）、 日本電子(株)

NEDOナノテクノロジー・材料技術開発部 TEL 044-520-5220お問い合せ

NEDOプロジェクト：精密高分子技術プロジェクト「高分子材料の共通基盤技術開発」〈H13 ～H19 〉

京都工芸繊維大学、日本電子株式会社はＮＥＤ
Ｏ「精密高分子技術プロジェクト」の産学官連
携事業として透過型電子顕微鏡（ＴＥＭ）とコ
ンピュータトモグラフィー（ＣＴ）を組み合わ
せ、三次元ナノ構造を直接観察できる三次元電
子顕微鏡（３ＤーＴＥＭ）を開発。この３Ｄー
ＴＥＭは、高分解能かつナノスケール三次元構
造解析が可能であり、新規ナノ材料の創成に大
きく寄与する「ナノテクノロジーのキーテクノ
ロジー」である。

内閣総理大臣賞受賞
「超高密度HDDのための
高性能トンネル磁気抵抗素子の開発」

（独）産業技術総合研究
所において、酸化マグネ
シウム（MgO）を用いた新
型トンネル磁気抵抗
（TMR）素子を開発し、磁
気抵抗200%という画期
的な高性能を実現した。
キヤノンアネルバ（株）は、
同社製の製造装置を用い
てMgO-TMR素子を量産
する手法を開発し、大阪
大学は、MgO-TMR素子
のノイズを低減する手法

を確立した。三者の共同で開発されたMgO-TMR素子とその量産技術は速
やかにデバイスメーカーの生産ラインに移管され、研究開発開始後わずか
３年で超高密度ハードディスク駆動装置（HDD）の磁気ヘッドとして製品
化され、現在のHDDの大容量化を支えている。

NEDOナノテクノロジー・材料技術開発部 TEL 044-520-5220 お問い合せ

NEDOプロジェクト：ナノテク・先端部材実用化研究開発「超高密度HDDのためのナノオー
ダー制御高性能トンネル磁気抵抗素子の開発」〈H17～H20〉

６年連続！
NEDOプロジェクトの実施者が
産学官連携功労者表彰を受賞

三次元電子顕微鏡（3D-TEM)

MgO-TMR 素子量産用スパッタ装置

受賞者：湯浅 新治(（独）産業技術総合研究所）、鈴木 義茂（大阪大学）、
ジャヤプラウィラダビッド（キヤノンアネルバ（株））

敬称略
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外出先から
携帯電話で我が家をチェック！
携帯電話で自宅の家電を遠隔操作できる
NEDOの技術開発から生まれたホームＩＴシステム「 」。
動作確認や来訪者の通知もこれでラクラク、カンタン！

他にも
こんなことが
できます。

これはNEDO「デジタル情報機器相互運用基盤プロジェクト
（情報家電分野）」（H15～H17）の成果によるものです。

● 来訪者通知
● 警戒設定
● 照明操作
● 給湯器操作（お風呂/床暖房）
● 着荷通知
● 帰宅通知
● 警報通知
etc.

● エアコン操作 ● 照明操作 ● 電気錠施錠

NEDOの技術開発成果

「ECHONET」に対応した家電製品等がメーカーにかかわらず接続され機能サー
ビスが活用できる、リモートアクセス技術やコントローラーを開発。従来に比べ、
家電使用者による煩雑な設定が不要な相互接続の機能を開発し、実証実験で検証。

「ECHONET」とは異なるメーカーの家電機器を接続し、家屋の新築・既築を問
わずに敷設の容易な伝送媒体を使用して、様々なサービス提案を実現するための
共通の通信規格です。

フェミニティは東芝の商標です。

画像提供：東芝ホームプライアンス（株）


