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わが国でイノベーションという言葉が政府文書として示

されたのは、「もはや戦後ではない」というフレーズで有

名な1956（昭和31）年の「経済白書」が最初といわれて

います。「技術革新と世界景気」のなかで、「……このよう

な投資活動の原動力となる技術の進歩とは原子力の平和的

利用とオートメイションによって代表される技術革新（イ

ノベーション）である。技術の革新によって景気の長期的

上昇の趨勢がもたらされるということは、既に歴史的な先

例がある。（後略）」と書かれています。ただこのとき、イ

ノベーションを技術革新と訳してしまったことが、その後

さまざまな誤解を生むことになりました。イノベーション

の元来の定義は、「いろいろな資源の結合（新結合）によ

って生まれた新しい価値、製品なりサービスが社会を変え

ていくこと」です。ところがここでは、技術の革新によっ

てもたらされるのがイノベーションであるとの使い方で、

ただ技術開発を進めればいいという傾向を世の中に蔓延さ

せてしまいました。

それ以降、言葉としてのイノベーションは影を潜め、政

府文書にもほとんど使われることはなくなります。科学技

術基本法にもとづく科学技術基本計画の第1期にも第2期

にもイノベーションという言葉は見当たらず、第3期（平

成18～22年度が対象）になってようやく、カタカナ表記

でイノベーションという言葉が登場します。ですからイノ

ベーションという言葉そのものが一般的に受け入れられた

のは、実はほんの数年前のことなのです。

今回、われわれが技術経営・イノベーション戦略推進チ

ームを立ち上げたのは、技術経営とイノベーションが密接

に関係しているからにほかなりません。NEDOは今日まで、

「技術革新」を担当し、新しい技術を次々につくってきま

した。ところが、その新しい技術を「製品やサービス」に

し、社会を変えていくまでの手立てを尽くすという点では

まだまだの段階にあったと思います。本来、いくら技術開

発・研究開発をしても、それが経営に影響しなければ意味

がありません。経営に影響することとは、新しい技術がま

さに製品やサービスになって世の中に出ていくことです。

技術をどう経営に生かしていくかは、企業にとってはスト

レートに最終的な収益、出口になって現れます。したがっ

て、われわれがNEDOの立場でイノベーションを実現する

ことと、企業の技術経営力を強化するために活動すること

はほぼ同義となります。では、そのための戦略がどうある

の推進につ
いて

NEDOに
おける技術

経営

イノベーショ
ン戦略

企画調整部長
技術経営・イノベーション戦略推進チーム長に聞く

MASAHIRO  HASHIMOTO

橋本正洋

2007年、NEDOのなかにバーチャルな組織「技
術経営・イノベーション戦略推進チーム」が発足
し、活動を開始した。NEDOが考える技術経営・
イノベーション戦略とはいかなるものなのか。ま
た今後、具体的にどのような取り組みを展開して
いくのか。同チーム長の橋本正洋チーム長が活動
内容を語ります。

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

真のイノベーションを実現し、
企業の技術経営力を強めていくために
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べきかをNEDOのなかに組織をつくって考えましょうとい

うのが、私たちのチームの成り立ちなのです。

私は2002（平成14）年から、経済産業省で「MOT1万

人計画」（MOT：Manegement of Technology、技術経

営）の推進に携わってきました。これは、単に研究開発が

できる人材ではなく、より高度な“技術人材”の育成を目

的としています。経営がわかる技術者、あるいは研究開発

を行うにしても、それが企業経営にいかなるインパクトを

与えるかを見通せる技術者が必要であるとの議論が2000

（平成12）年ごろに出てきます。それというのも1990年

代、日本とアメリカの産業（特に情報分野）において、収

益構造に大きな差が生じてしまったのです。企業ごとの研

究開発費はむしろ日本のほうが多かったのに、それが経営

にまで結びついていない。つまり、技術経営力の差こそが

問題だと当時からいわれていました。アメリカではMIT

（マサチューセッツ工科大学）を卒業した方がのちにMBA

（経営学修士）を取ることは普通に行われていますが、日

本では技術職は技術職、事務職は事務職と分業化している。

しかし現在では、商社をはじめ理系出身者が経営者になるケ

ースも増えてることから、技術経営力を高める教育を若いう

ちから受けることには大きな意味があるはずです。実際、日

本にもMOTの大学院は数多く誕生していますし、国内留学

で技術経営を修得した職員がNEDOにも何人か存在します。

一方、経済成長戦略大綱の実現に向けた産業活力再生特別

措置法、産業技術力強化法などの改正案では、イノベーショ

ンの実現には研究開発を経営戦略の一環として位置づける技

術経営力の強化が不可欠との認識のもと、NEDOの業務に

「技術経営力の強化に関する助言」が追加されることになっ

ています。技術経営が何たるかがわからなければ助言もでき

ませんので、NEDOの職員全体の技術経営に関する能力を上

げるべく、取り組みをスタートさせたところです。

京都大学の平尾教授をリーダーとし、「ナノガラス技術（～平成17年度）」及び「三次元光デバ
イス高効率製造技術（平成18年度～）」をコアプロジェクトとするＮＥＤＯ特別講座において開
催したスタートアップセミナーの模様。昨年度は、本講座のキー技術であるナノレベルでガラ
スを構造制御し、全く新しい特性や機能を付与するナノガラス技術に興味を持つ産業界・大学
から約250名の参加がありました。今年度は10月25日に京都大学にて開催する予定です。また、
昨年度に４回開催したナノ材料を対象としたセミナーには、産業界を中心に120名以上の参加
があり、派生研究も成果を上げています。

（平成18年９月27日　京都大学ローム記念館にて開催）

「NEDO特別講座の一環として開催したシンポジウム」
（上東京大学、下京都大学）
NEDO特別講座は、大学が技術の中核となっている優れ
たNEDOプロジェクトをコアプロジェクトとし、そのプ
ロジェクトリーダーの所属大学に拠点を設け、コアプロ
ジェクトの基幹技術に関連した周辺研究の実施、人材育
成、人的交流事業等の展開を図ることを目的として平成
18年度に２講座からスタートしました。平成19年度は既
に１講座が始まっており、今後も拡大していく予定です。

イノベーションのための
技術戦略のミッションは２つ

東京大学の大津教授をリーダーとし、「大容量光ストレージ（～平成18年度）」及び「低損失オプティ
カル新機能部材技術開発（平成18年度～）」をコアプロジェクトとするＮＥＤＯ特別講座にて開催し
たシンポジウムの模様。今年度は本講座やコアプロジェクトの成果の一部を発表し、昨年度同様に、
産学官の幅広い分野から本講座のキー技術であるナノフォトニクスに興味を持つ産業界・大学から
250名を超える登録がありました。また、本講座で民間企業の技術者等に対して実施しているセミナ
ーやレクチャーにもたくさんの受講生が集まっています。

（平成18年8月1日、平成19年7月25日　東京大学武田先端知ビルにて開催）
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技術経営・イノベーション戦略推進チームのミッション

は2つです。1つはNEDOのプロジェクトが本来の意味でイ

ノベーションを創成するための方策を考えること、もう1

つはNEDO全体の技術経営力を高めながら、外に向かって

どのように使っていくかを検討することです。組織名の戦

略は、技術経営とイノベーションの両方にかかっています。

技術戦略とイノベーションの概念は別々ですが、それらを

一体として戦略的に捉えるという狙いがあります。組織名

の英語表記はTechnology Manegement for Innovation、

“イノベーションのための技術戦略”としています。

NEDOはもともとナショナル・プロジェクトを組んでき

た組織です。ナショナル・プロジェクトをつくることはあ

る意味で技術経営そのものであるといえます。どういうこ

とかというと、たとえばナノテクの分野でプロジェクトを

立ち上げようとするときに、まず設定される技術課題もも

ちろん重要ですが、実際に私たちがもっとも腐心するのは

どういうメンバーをいかに組んでいくかです。

NEDOが最近始めたプロジェクトマネジメントの新しい

モデル「水平垂直連携」では、基盤的な研究は大学を中心

に水平的に並び、応用分野、出口に近いところでは垂直連

携をとり、上流・下流の企業をNEDOがマッチングさせて

いきます。要するにNEDOには、そういった新しいナショ

ナル・プロジェクトのフォーメーションを積極的に編み出

してきた歴史があるのです。また、研究開発に一定期間で

ゲートを設け、絞り込むことによっていいものだけを残し

ていくステージゲート方式も採用しています。さらにこれ

までの研究開発プロジェクトを通じて得られた数多くの知

見を「研究開発マネジメントガイドライン」として作成し、

組織知として共有、蓄積しています。それらの方式はすで

にナショナル・プロジェクトに組み込まれていますので、

NEDOのなかにも技術経営に関する蓄積はすでにあります。

しかしながら、研究開発の成果をどのようにイノベーショ

ンにつなげていくかの知見の蓄積は、まだ十分とはいえま

せん。

当チームは技術経営とイノベーション戦略を総合的に企

画、推進することを目的としていますが、当然ながらこれ

はNEDO全体のミッションでもあります。したがってチー

ムのメンバーは、たまたま私が部長を務める企画調整部だ

けにとどまらず、プロジェクトの最前線で企業と対峙して

いるNEDOのすべての部門から、自己推薦で募りました。

ある程度のコアメンバーは固めましたが、興味がある人、

勉強したいという人にもどんどん手を挙げてもらっていま

す。当初は若手中心のメンバーを想定していたのですが、

中堅層、特に企業からの出向でNEDOで活躍している職員

からも非常に興味を持ってもらっており、6月末現在、メ

ンバーには35人が名を連ねています。

NEDOは研究開発関連における国内最大の独立行政法人

であり、資金規模も大きく、年間180本以上のプロジェク

トを支えています。プロジェクトにあたっている人々は、

技術畑のスタッフが多く、最先端の技術をよく理解した上

でマネジメントを行っています。

また、プロジェクトをつくり、採択し、契約し、それか

ら評価をするPDS（Plan、Do、See）サイクルというマネ

ジメント手法も挙げられます。個々のプロジェクトにはそ

れぞれ担当者がいますが、契約に関しては検査部が、評価

に関しては技術評価部が全体をチェックする体制となって

います。つまり、180もあるプロジェクトを全部横並びで

見て、ガイドラインや評価システムを反映し、吸い上げる

機能をNEDOはすでに持っていることになります。そうい

う意味では各プロジェクトは縦割りではあるのですが、

NEDO全体でひとつの目標を見据えた蓄積が可能となりま

す。

当チームは機構横断的な組織ですので、その利点を生か

し、個別の専門的な分野に入るのではなく、幅広く知識を

吸い上げていきたいと考えています。

そのほか、NEDOが開発した技術提携的手法にサンプル

マッチングがあります。これは研究開発で出てきた成果を

サンプルにし、NEDOが探してきたユーザーに評価してい

ただくというものです。新しいビジネス展開をめざすユー

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

「NEDOカレッジ」の講義風景
ＮＥＤＯカレッジとは、平成19年４月よりお茶の水大学の公開講座「化学・生物総合管理の
再教育講座」の１科目としてＮＥＤＯが実施している講座です。NEDOの若手職員が講師の
主体となって運営しています。講義時間は木曜日18：30～20：00で、産業界からも多くの
ご参加があり、講義では活発な議論が行われております。前期は７月で終了し、後期は10月
より開始します。

NEDOと
ナショナル・プロジェクト

技術経営・イノベーション戦略に
おけるNEDOの強み
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S P E C I A L  I N T E R V I E W

平成19年3月20日　技術経営、イノベーションに関する各界有識者のネットワーク構築の第
一歩として、「技術経営・イノベーション戦略推進チーム」の活動の方向について、ルネッサ
ンスプロジェクトの新展開という趣旨を含め、有識者との議論を開始しました。

ザーにとっても、マーケティングの一助になる研究開発サ

イドにとっても有意義な機会として、高い評価をいただい

ています。

NEDOはプロジェクトの数だけではなく、ナノテクノロ

ジーやバイオ、半導体からロケットに至るまで分野が多岐

にわたっているのも特徴です。個々の分野で出てきたさま

ざまな手法を他の分野に応用できることもNEDOの強みで

あり、波及効果は非常に大きいと思います。

当チームが最初に力を入れたいと考えているのが、技術

経営、イノベーションに関する各界有識者のネットワーク

の構築です。これまでの数年間に経済産業省とともに実施

してきたルネッサンスプロジェクト（技術革新型企業創生

プロジェクト）には日本の技術経営をめぐる産学の有力な

学識経験者が参加されてきました。このネットワークを基

盤としつつ、さらに拡大、構築していきます。また、この

ネットワークを活用した有識者のシンポジウム、ワークシ

ョップを開催します。技術経営力の強化に資するNEDOな

らではのテーマを設定したワークショップの開催、イノベ

ーション戦略スコープをあてたシンポジウム、技術経営に

関するドリームチームによるレクチャーの提供も企画して

います。

さらに、研究開発実施機関としての利益相反に関するル

ールの検討など、イノベーション戦略にかかる諸断面につ

いて、きめ細かい対応を考えています。専門家を動員した

中小企業、ベンチャーへの技術経営支援についても検討し

ていきます。

短期的な展望として考えているのは、特に技術経営、イ

ノベーション関係の専門家とのネットワークづくりを本格

化させることです。総長以下、イノベーションに関してと

ても熱心な東京大学、イノベーション研究所を擁する一橋

大学、ルネッサンスプロジェクトで中心となった慶應義塾

大学をはじめとする大学の先生、あるいは普段からおつき

合いのある企業経営者たちとのネットワークを密にし、共

通の課題を探っていく方針です。

ただ、冒頭に申し上げたイノベーションの実現は、口で

言うのは簡単ですが、ハウツーはなかなか難しいのも事実

です。よって、中長期的にはわれわれのネットワークを活

用しながら、ナショナル・プロジェクトの成果をどのよう

にイノベーションにつなげていくかをさらに研究し、実践

していきたいと思っています。これは必ずしもNEDOだけ

でできる話ではありません。もちろんNEDO内部もどんど

ん変えていかなければなりませんし、ほかの機関、あるい

は産業界との連携も求められます。

NEDOでは平成20年度から始まる第二期中期計画に技術

経営およびイノベーション戦略を盛り込み、まさにイノベ

ーション実現のための能力を磨いていこうと考えています。

それにはさまざまな方策がありますが、やはり職員一人一

人の能力を上げていくことが重要となりますので、それに

ついても積極的に取り組んでいきたいですね。

NEDOの第二期中期計画
を見据えて

「イノベーション・ジャパン２００６」の会場
我が国の産学連携を強力に推進することを目的に、大学等から創出さ
れた研究成果の社会還元を促進するため、産業界に対して研究成果の
内容を成果物やパネル等で紹介する展示会や基調講演及び各種プログ
ラムを実施する国内最大規模の産学マッチングの場。昨年度は、出展
者３６６機関、入場者３９６５０人。今年度は９月１２～１４日に東
京国際フォーラムにて開催する予定であり、ＮＥＤＯは企画プログラ
ム「技術経営力強化へ向けて（ダイナミックなイノベーションモデル

の討議と技術経営力強化へ向けた産官学連携の取組）」を開催します。

（写真：平成18年9月13～15日 東京国際フォーラム、NEDO及びJST主催）
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産学官連携功労者表彰
NEDO関連事業から4件の受賞

第6回産学官連携推進会議開催

TOPICS

平成19年6月16日（土）～17日（日）、国立京都国際会館において「第6回産学官連携推進会議」（NEDO技術

開発機構他が共催）が開催されました。この会議は、産学官連携の推進を担う第一線のリーダーや実務経験

者等が一堂に会して、具体的な課題について、研究協議、情報交換、対話・交流・展示等の機会を設けて、

イノベーションの創出に向けた、産学官連携の新たな展開を図ることを目的として、平成14年より開催され

ています。今年度は過去最高の4158名の参加者が各界よりありました。

会議は高市内閣府特命担当大臣（科学技術政策・イノベーション他）による基調講演にはじまり、産業界代表

による特別講演、分科会、展示、産学官連携の成功事例についての発表会・表彰式が行われるとともに、産

学官連携活動において大きな成果を収める等その功績が顕著であると認められる個人又は団体を表彰するた

め設置されている「産学官連携功労者表彰」（今回で5回目）の表彰式が開催されました。NEDOの関連事業から

も4件の受賞があり、これにより、当機構の事業を実施している研究者が5年連続で大臣賞及び会長賞を受賞す

ることとなりました。

〈展示会場でのNEDOブースの様子〉

第6回産学官連携推進会議会場（国立京都国際会館） 内閣総理大臣賞受賞の発表 高市大臣と内閣総理大臣賞受賞者の皆さん



8

■小型軽量化に成功
薄型高出力パワーユニット、制御装置の分散化、可動範囲リミッタを設け

た軽量フレーム構造の開発により、小型軽量の下半身用HALを実現（写

真①）。小型で変形可能なリチウムポリマー電池、小型コンピュータなど

を一体化した小型制御回路により、衣服の中に収めることも可能な片足用

HALを実現（写真②）。

■実用化に向けて着実に前進
大学発ベンチャーとして、

2 0 0 4 年 6 月 2 4 日 に

CYBERDYNE（株）を設立。

ハウスメーカーによる10億円

規模の投資と業務提携によ

り、ロボットスーツHALの

量産化と、住宅や医療・介護

施設、スポーツ施設での活用

が期待されている。2007年中

のHAL発売を目指している。

内
閣
総
理
大
臣
賞

次世代の省電力高速ネットワークに不可欠な通信機器の開発を

目指し、東京大学の荒川教授が量子ナノデバイス分野、中野教授

が光通信ネットワーク機器分野を指導し、複数企業のデバイス・

機器開発を組織的に推進し、画期的な成果を得た。世界で初めて

温度無依存で最高速の量子ドットレーザの開発に成功して実用化

の目処を得たほか、実用的な信号衝突回避機能を備え、光信号を

電子信号に変えることなく伝える電子制御型の低消費電力光ルー

タの試作・実証を世界に先駆

けて成功し、今後国際的に大

きな市場を形成すると期待さ

れる。さらに、量子ドットレ

ーザデバイスを事業化する

（株）QDレーザを設立したこ

とで、サイエンス、テクノロ

ジー、ビジネス三位一体での

イノベーションの創出に寄与

することが期待される。

フォトニックネットワーク技術の研究開発及び
大学発・カーブアウト型ベンチャーの設立

受賞者

量子ドットレーザの構造

経
済
産
業
大
臣
賞

身体機能を拡張するロボットスーツ
HALの開発
受賞者

電子制御型光ルータの構成と実証したサブシステム

実施機関及び連携機関
旭硝子（株）、沖電気工業（株）、（株）KDDI研究所、住友電気工業（株）、（株）日立製作所、日立電線（株）、日本電気（株）、富士通（株）、
古河電気工業（株）、三菱電機（株）、（財）光産業技術振興協会、東京大学、東京工業大学、奈良先端科学技術大学院大学

■世界に先駆けて、光メモリを用いることなく、光信号のままで信号衝

突を回避しつつ、接続先へ振り分ける次世代の電子制御型光ルータの

試作に成功。実用性の高い衝突回避機能を実証した。

■光ルータによる置換えが見込まれるネットワーク基幹網の電子ル

ータ世界市場として4,819億円が見込まれる（2005年）。また、消費

電力は従来用いられている電子ルータに比べ1/10～1/7程度と小さ

く、エネルギー消費の削減に大きく寄与する。

概　要 具体的成果等

① ②

人間の機能を拡張・増幅・補助することを主目的として、筑波

大学山海教授と筑波大学発ベンチャーであるCYBERDYNE（株）

は、世界で初めての装着（全身）型ロボットスーツを開発。今後

少子高齢時代の医療福祉介護分野へ展開、高齢者や身体運動機能

障害者の支援及び次世代リハビリテーション分野への適用、重作

業支援や災害救助など、多方面での事業化が期待される。また、

開発初期の段階からユーザ

ー（民）と積極的に連携し、

その声を直接研究開発に取

り込んでおり、これまでに

ない「産学官民」の連携体

制を確立していることも特

長と言える。これまでポリ

オ後遺症で動かなかった足

を患者の意思で動かすこと

に成功する等の成果が挙げ

られている。

実施機関及び連携機関 筑波大学、CYBERDYNE（株）、茨城県立医療大学、（独）国立病院機構新潟病院

概　要 具体的成果等

EXPO2005に出展した全身用HAL

受賞者
荒川 泰彦 東京大学教授

中野 義昭 東京大学教授

菅原 充 株式会社QDレーザ代表取締役社長

●問い合わせ先

電子・情報技術開発部

TEL 044-520-5210

山海 嘉之 筑波大学教授

CYBERDYNE株式会社
筑波大学知的財産統括本部

●問い合わせ先

機械システム技術開発部

TEL 044-520-5240



科
学
技
術
政
策
担
当
大
臣
賞

ナノレベル電子セラミックス低温形成・
集積化技術の開発

受賞者

「Cat-CVD装置」の開発
松村 英樹 北陸先端科学技術大学院大学教授

中村 久三 株式会社アルバック代表取締役会長

石橋 啓次 キヤノンアネルバ株式会社プロセス技術グループマネージャー

受賞者

明渡 純 独立行政法人産業技術総合研究所 先進製造プロセス研究部門 集積加工研究グループ グループ長

清原 正勝 TOTO株式会社 総合研究所 基礎研究部 部長

今中 佳彦 富士通株式会社 テクノロジセンタープロセス技術開発センター センター長付

9

産業技術総合研究所を中心とする産学官の連携体制の下で、世

界で初めて常温衝撃固化現象を解明し、それを応用した世界初・

日本独自の技術であるセラミックス・コーティング技術（エアロ

ゾルデポジション法：AD法）を開発した。AD法は、セラミック

ス粒子の吹き付けという容易かつ迅速な方法で、従来1000℃が常

識であったセラミックス膜の焼結温度を一気に低温（常温～500℃）

まで引き下げることに成功した。従来薄膜技術の30倍という高い

成膜速度を実現

し、様々な異種

材料との集積化

を容易にした。

これにより高集

積化が必要とさ

れる各種セラミ

ック応用デバイ

スの性能を大幅

に向上した。

実施機関及び連携機関
（独）産業技術総合研究所、（財）製造科学技術センター、TOTO（株）、ブラザー工業（株）、富士通（株）、ソニー（株）、日本電気（株）、
NECトーキン（株）、東京工業大学、東北大学、大阪大学、豊橋科学技術大学、学習院大学、龍谷大学

■常温衝撃固化現象を発見した明渡氏を中心に、この技術を活用できる

幅広い分野の企業から人を集めて研究を行う集中研を設置、産学官

（6企業、6大学、2公的機関）が連携した結果、理論研究と応用例開発

がシームレスに行われ、世界最高値のデバイス性能の達成や実用化な

ど多くの成果を挙げ、エアロゾルデポジション法（AD法）として、

日本独自の技術を確立。

■セラミックス粒子を吹きつけるという容易かつ迅速な方法により広範

囲のセラミックス膜（0.5～100μm程度）が製作可能。AD法は低温

（500℃以下）で加工でき、画期的省エネ

性を達成可能。

TOTO（株）が開発したADイットリア膜を

用いた静電チャックは従来品の約20倍の

吸着力を達成。耐プラズマ部材は、2007年

度より本格的に生産・販売される。また、

富士通（株）が開発中のコンデンサー内蔵

基板は容量密度において他社最新開発品

の7倍以上の世界最高性能を実現した。

概　要 具体的成果等

北陸先端科学技術大学院大学松村教授は、次世代の高性能低温

薄膜堆積法である「Cat-CVD（触媒化学気相成長）法」を開発し、

装置メーカーとの産学連携で基礎的検討と実用化研究を促進した

結果、それぞれのメーカーが用途別のCat-CVD装置の商品化に成

功した。キヤノンアネルバ（株）は、化合物半導体デバイス製造

用装置を商品化し、また、（株）アルバックは、シリコン集積回路

や太陽電池製造用の装置を開発し、メーカー等への供給を行った。

これらの装置により、従来法に比べ、高性能、高出力の化合物半

導体トランジスタ等

の製造を可能とし、

また、100年以上長期

間安定作動する次世

代のシリコン集積回

路や、原料ガス使用

量を10分の1に抑えた

太陽電池の製造がで

きるようになった。 Cat-CVD装置の原理を示す模式図

日
本
経
済
団
体
連
合
会
会
長
賞

Cat-CVD (Catalytic Chemical Vapor Deposition)：触媒化学気相堆積法

実施機関及び連携機関
北陸先端科学技術大学院大学、（財）石川県産業創出支援機構［参加団体：石川県工業試験場、キヤノンアネルバ（株）、シグマ光機（株）、
京セラ（株）、ソニー（株）、富士通（株）、松下電器産業（株）、三菱電機（株）、ローム（株）］、アルバック（株）

Cat-CVD法は北陸先端技術大学発の原料ガスを加熱触媒体との接触

分解反応により解離して薄膜化する技術のこと。従来のCDV法と比べ

原料ガスの利用効率を約5倍以上高めることが可能であり、さらに電

子デバイス用の薄膜だけでなく繊維や有機基材の高機能被覆膜形成法

として様々な応用が可能である。NEDOプロジェクト「Cat-CVD法に

よる半導体デバイス製造プロセス」では、当時未解明だったCat-CVD

法の基礎的理解とデバイス応用の可能性を示すため、大学を中心に企

業と共同で実施した。その際、石川県産業創出支援機構が参画し、終

了後には同機構を通し技術成果が地元企業に

移転され、地方における新産業創出にも寄与

した。上記プロジェクトの成果を活用し、さ

らに「産業技術実用化助成事業」において、

（株）アルバックが「縦型インライン式大面

積Cat-CVD装置」の製品化を実現した。また、

その他の公的支援を受け大学から企業への一

層の技術移転を促進し、各社がCat-CVD装置

の製品化に至った。

概　要 具体的成果等

エアロゾルデポジション（AD）装置の概要
と成膜したセラミックス膜

AD法と焼結法の製膜メカニズムの概要

Cat-CVD装置の実例。
太陽電池製造大面積Cat-CVD
装置（アルバック社製）

●問い合わせ先

機械システム技術開発部

TEL 044-520-5240

●問い合わせ先

研究開発推進部

TEL 044-520-5170

■
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図１～３で説明したように熱電変換

素子の原理は非常に簡単です。でも、

まだまだ実用化されていないのが現状

です。これは単純にエネルギー変換効

率が低いことが原因です。火力発電所

などでは５６～５９％、太陽電池で１

５～２０％というエネルギー変換効率

を持っているのに対して、熱電変換素

子は最大でも10%と低く、まだまだ研

究開発が必要であり、世界中で半導体

などを使ったさまざまな材料開発が行

われています。もちろん熱電変換素子

として使われている材料の開発も重要

ですが、本研究では材料の形状を変え

て、さらに磁石の力を使うことによる

エネルギー変換効率の上昇を目指しま

磁場効果を利用した
マイクロワイヤーアレイ構造
エネルギー変換素子の研究

私たちの生活の中で、最も重要なライフラインの一つである電気エネルギーは、

二酸化炭素を排出する火力・原子力発電を使って生み出されています。

2005年2月16日に発効された京都議定書を受けて、

二酸化炭素抑制の観点から新エネルギーの開発が求められており、世界中でさまざまな取り組みが行われています。

既に実用化されている太陽電池や、今後実用化が期待される燃料電池など、

研究開発の立場から取り組んでいく課題も多々あります。

そんな中、本研究では新エネルギーの一つとして研究が行われている熱電変換素子に着目しました。

熱電変換素子は、読んで字のごとく、熱を電気に変換するものを指しており、このような現象を熱電現象と呼び、

熱エネルギーを直接電気エネルギーとして取り出せる興味深い素子です。

実はこの熱電現象、身の回りにある銅や鉄などの金属でも観測することができます。

図１のように、金属の両端に電圧計をつないだだけでは電圧は出ません。

ところが、その片側を熱して、金属の両端に温度差ができると電圧計の針が振れます、すなわち発電します（図2）。

熱（温度差）というものを加えれば、その一部が電気エネルギーとして出てくる非常に簡単な装置です（図３）。

太陽電池や燃料電池と比較する意味でも、

熱電池という言い方をすると分かりやすいでしょう。

埼玉大学大学院理工学研究科　長谷川　靖洋

図1 温度差がない場合の熱電変換素子 図3 熱電変換素子の原理概念図

図2 温度差がある場合の熱電変換素子

温度差があると
電圧（電気）が発生

金属の両端が同じ温度では、
何も起こらない

研究開発の内容と成果

レポートr report
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図4  開発されたマイクロワイヤーアレイ構造エネルギー変換素子の概念図

図5  液化天然ガスを用いた火力発電所の概念図

した。

通常、一つあたりの熱電変換素子の

大きさは１mm角程度の大きさなのです

が、本研究では見た目の大きさはその

ままにして、直径１～100μｍ（マイ

クロメートル級），長さ１ｍｍ程度の針

状（ワイヤー状）の熱電変換素子を数

千本～数百万本ガラスで束ねた構造

（アレイ構造）を持つマイクロワイヤー

アレイ構造エネルギー変換素子の開発

を行いました（図４）。このような形状

を取っても、このまま使っては従来の

熱電変換素子と違いはありません。私

たちは、ここに磁石を用いて（磁場効

果）材料の中に無数に存在する電子の

動きを制御して、エネルギー変換効率

を高める実証試験に成功しました。

本研究で作製したマイクロワイヤー

アレイ構造エネルギー変換素子は、天

図6 マイクロワイヤーアレイ構造熱電変換素子
を採用した気化器の概念図

然ガスを用いた火力発電所の気化器に用

いることを想定しています（図５）。天

然ガスは、インドネシア・ブルネイなど

から-162℃という非常に冷たい温度に

し、液化して日本まで専用のタンカーで

輸送されます（図６）。火力発電所で用

いるためには、気化器で海水の温度（約

27℃）を使って液化天然ガスガス化し

ます。この際、約200℃の大きな温度差

がありますので、ここにマイクロワイヤ

ーアレイ構造エネルギー変換素子などの

熱電変換素子を挿入して、積極的にエネ

ルギー回収をしようという構想です。一

つの熱電変換素子自体は小さいのです

が、これを数百も集積した熱電変換モジ

ュールという形で実際は用いられ、さら

にこの熱電変換モジュールを数多く用い

家庭にも供給できる規模の電力発電を行

うことが、実用化の将来的な目標です。

今後の展望

本研究では熱電変換素子の形状を変え

てさらに磁石の力を使いましたが、図４

の針状素子の直径をさらに小さくして、

ナノメートルレベルまでにすると、量子

的な効果が導入でき、理論的な見地から

飛躍的にエネルギー変換効率が上昇する

と期待されています。本研究で得た技術

を元に、現在、ナノワイヤーアレイ構造

エネルギー変換素子の開発を引き続き行

っています。

熱電変換素子の研究開発は、世界中に

みても日本で積極的に行われています。

日本中のさまざまな研究者が、自分たち

の個性を生かした独創的な研究開発を続

けています。自分たちの技術開発によっ

て、京都議定書で決議された削減目標達

成の一端を担うことができると信じて、

研究開発は今日も行われています。

テーマ公募型事業　産業技術研究助成事業 NEDO技術開発機構が実施する、テーマ公募型事業の一つである産業技術研
究助成事業で採択された研究者の方々の最新の研究レポートを紹介します。［ ］



本研究では、上記目的を達成するため

に、これまでにはない高分解能イオン

計測装置（Differential Ion Mobility

Analyzer: DIMA）や、マイクロプラズ

マを利用したイオン化素子（Surface-

discharge Microplasma Device:

SMD）の開発を中心として、種々の環

境中微量ナノ物質に関する計測、制御

および低減技術に関して、図１に示す

５つの課題に取り組んできました。

環境中のナノ物質のイオン化は、静

電気力を利用した分離・除去ならびに

検出のための最初のステップとして重

要であり、イオン化の高効率化が計測

感度と除去効率の向上にそれぞれ直接

的につながります。そこで、気体状、

溶液状、微粒子状といった種々の形態

の微量ナノ物質に対して、それぞれ有

効なイオン化手法の開発を行いました。

気体状物質と微粒子状物質に対しては、

特に図２に示す表面放電マイクロプラ

ズマ素子（ＳＭＤ）を開発し、大気中

の微粒子状物質（エアロ

ゾル）の荷電（イオン化）

ならびに計測に用いたと

ころ、従来の放射線源と

同等、もしくは単極イオ

ン化装置としては従来よ

りも高いイオン化効率を

得ることに成功しまし

た。この技術は、図３に

示すエアロゾル荷電装置

（SMAC）や、静電気除

去器などに応用され、連

携企業や産総研技術移転

ベンチャー企業から製品

化されています。また、溶液中に存在

する微量物質のイオン化法として静電

スプレー法を採用し、種々のイオン性

有機化合物のイオン化を試みました。

生成したイオンは次節で述べられる高

分解能計測装置との組み合わせによっ

て計測・評価されます。

大気中のイオンクラスターを分子オ

ーダーの分解能で計測評価するために、

静電場中での移動速度（モビリティー）

と流体抵抗とのバランスによって高分

解能で分離し、その濃度を高感度に計

測する一連の装置システム（DIMA）

を開発しました。この分離装置の高分

解能化が本研究における最も重要な研

究課題のひとつであり、目標分解能を

5%（水分子１～２個程度の分離能力）

以下と設定しました。この際、分離装

置内部の流体シミュレーションを行っ

研究開発の内容と成果

環境中微量有害ナノ物質のイオン化制御
による高分解能計測・抑制法の開発

近年、生体内ホルモンの作用を阻害する性質を持つ外来性の化学物質（内分泌攪乱物質）や、

シックハウスの原因となるＶＯＣ（揮発性有機化合物）、ディーゼル排ガスなどに含まれるＰＭ

（微粒子状汚染物質）等による環境汚染が深刻な社会問題になっています。

これらは極めて微量でも生体に作用するため、有害物質の発生源及び有害化学成分の同定や

これらによる生体・環境インパクトの評価には高感度、高精度の計測法が必要となっています。

そこで、独立行政法人新エネルギー・産業技術開発機構（NEDO）による

平成14年度産業技術研究助成事業の支援の下、これらの微量有害物質を大気圧下においてイオン化し、

計測を行う新たな手法を開発し、微量有害物質の評価とその制御を行うことで

環境中の有害物質の低減技術に寄与することを目的として研究開発を行っています。

金沢大学大学院自然科学研究科　　瀬戸　章文（代表者）
東京理科大学工学部第一部　　　　石川　仁
独立行政法人産業技術総合研究所　平澤　誠一

種々の環境中微量ナノ物質の
高効率イオン化

図1 本研究の概要

ガス状、粒子状、溶液状の種々のナノ物質をイオン化し、高分解能で計測するとともに、イ
オン化過程を利用して低減技術に応用する技術の開発を行っています。さらに空間中でイオ
ンを搬送して対象物に効率的に搬送するための数値シミュレーション法を開発しています。

イオンクラスターの大気圧下での
高分解能計測

レポートr report
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ディーゼル排ガス中のナノ粒子の計測例

来のプラズマ分解装置に比べて、本装置

は小型であることと微細電極を用いた低

エネルギー（数W以下）での分解が可能

である利点を活かして、種々のVOC分

解に関して検討を行ったところ、酢酸エ

チル、オクタン、pキシレン、エチルベ

ンゼンにおいても70～99%以上の分解

率が得られています。

ＳＭＤの応用のひとつとして、プラズ

マ分光を利用した大気中の微量有害物質

の検出ならびにその分解過程の解析を行

いました。トルエンをVOCのモデル物

質として用い、SMDによる分光分析を

試みたところ、波長276及び 282 nm

に電子励起されたトルエン分子由来のピ

ークが見られ、上記の方法でトルエンが

検出可能であることが示されました。当

該ピークは、放電開始からの時間経過に

従って急速に減衰し、これは電子励起に

よる分解・重合、並びにSMD近傍への

捕集効果等により、気相中のトルエンが

減少したことを反映しているものと考え

られます。

生成したイオンクラスターを輸送し

て、対象となる物体に効率よく作用させ

るために、流れと電場の作用力を考慮し

た数値モデルを構築し、クラスター輸送

の数値シミュレーションを行いました。

このことにより電場の印加法を制御する

ことによって、クラスター粒子が空間の

広範囲に輸送される過程を解析すること

が可能となり、所望の場所に効率的にイ

オンを輸送する設計指針が得られまし

た。これらは連携企業において製造販売

を行うイオンによる除菌や静電気除去器

に応用されています。

今後の展望

これまで微量有害物質のイオン化過程

に着目し、有害物質の分解や高分解能・

高感度計測ならびに得られるイオンクラ

スターの積極的な利用法の開発を行って

きました。連携企業の協力により、実用

レベルの環境中微量物質の高分解能分

級・計測装置が開発され、また、イオン

クラスターの輸送の解析プログラムを開

発し、広範囲の環境中微量物質のシミュ

レーションプログラムの作成に成功しま

した。以上の成果により、環境中の微量

物質のイオン化過程に関する基礎的知見

が明らかとなり、また実用化を見据えた

様々な用途へと展開してきました。

本研究で開発されたマイクロプラズマ

素子を利用した大気中微粒子（エアロゾ

ル）の荷電・計測装置、イオンモビリテ

ィー計測装置は、それぞれ製品化されて

おり、さらにイオン計測機器は、市販イ

オン発生装置のイオンの解析に用いられ

ているなど、工業的にも活用されていま

す。また、本研究で開発したイオン化素

子を用いた静電気除去器は産総研技術移

転ベンチャー企業の創業にもつながりま

した。今後は、マイクロプラズマ素子を

用いたイオン化制御技術を発展させ、さ

らなる応用展開を行っていきたいと考え

ています。

て、装置構造と操作条件の最適化設計

を行いました。

図４は、開発したＤＩＭＡの概要と静

電スプレーイオン源を用いて得られた

テトラアルキルアンモニウムの単分散

イオンに対する結果であり、分子量の

変化に伴うモビリティー変化が計測さ

れていることが分かります。また、目

標値であった５％以下の分解能が得ら

れており、このＤＩＭＡは連携企業か

ら製品化されています。

上記イオン化制御法を利用した積極

的な有害物質の抑制技術を開発し、環

境中の有害物質の低減を通じて環境浄

化に役立てることを目的に、揮発性有

機化合物（VOC）のプラズマ分解の基

礎的な検討を行いました。まず、均一

濃度に調整したノナナール、テトラデ

カン、ＤＢＰ（フタル酸ジブチル）な

どをＳＭＤによってイオン化し、前節

で述べたＤＩＭＡを用いて計測したと

ころ、電気移動度が1.1×10-4（m2/sV)

にイオンのピークを検出しました。ト

ルエンに関しては、ＳＭＤを内部に設

置した小型反応チャンバを試作し、ガ

スクロマトグラフ質量分析装置（GC-

MS）を用いて、分解効率ならびに分解

生成物の解析を行ったところ、イオン

発生装置の作動によって９９％以上の

低減効果が得られました。これらは媒

体ガス（空気）中の酸素がプラズマに

よって活性(原子状酸素)化し、ベンゼン

環を分解したものと考えられます。従

図2 マイクロプラズマイオン化素子(SMD)

微細電極素子を用いて、局所的にマイクロスケー
ルのプラズマ（マイクロプラズマ）を形成し、高
効率にイオン生成を行います。素子型の大気イオ
ン発生源として、様々な用途への応用が可能とな
ります。

プラズマ発光の様子

図3 エアロゾル荷電装置(SMAC)

マイクロプラズマ素子を内蔵し
た、大気エアロゾルの荷電中和
装置です。クリーンルーム内や
ディーゼル排ガス中の微粒子状
物質の計測のために高効率に荷
電（イオン化）を行うことがで
きます。

図4 ナノ粒子・イオン計測装置(DIMA)

静電スプレーで生成したイオンの
モビリティー分布計測結果

世界最高レベルの分解能で
大気圧下でナノ粒子・イオ
ンを分級／分離する装置で
す。内蔵されたイオンカウ
ンタによりイオン濃度を検
出することにより、気相中
のナノ粒子やイオンのサイ
ズ分布の計測が可能です。

イオン化過程の制御による
微量有害物質の低減

大気イオンクラスターの成長・輸送
過程の制御

マイクロプラズマ分光による微量ナ
ノ物質の検出

テーマ公募型事業　産業技術研究助成事業 NEDO技術開発機構が実施する、テーマ公募型事業の一つである産業技術研
究助成事業で採択された研究者の方々の最新の研究レポートを紹介します。［ ］
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固気流動層とは、粒子層を下部からの

送風により流動化させたもので、比重や

粘度など液体に類似した性質を持つ。し

たがって、固気流動層内に物体を投入す

ると、その見掛け比重よりも小さな比重

の物体は浮揚し、大きな比重の物体は沈

降するため、比重の異なる物体を乾式で

分離可能である。本原理を様々な比重か

つ比重差の小さな混合廃棄物の分離に適

用するためには、固気流動層の見掛け比

重の把握とその制御が必要である。そこ

で、小型円筒形固気流動層内での大小

様々な比重の球の浮沈から見掛け比重を

求める手法を開発すると共に、流動化粒

子として比重の異なる2種類の粒子を混

合して用いることで、分離対象物の比重

に応じて固気流動層の見掛け比重を制御

する方法を開発した。一例として、流動

化粒子としてガラスビーズ（粒径=150-

180μm, 真比重=2.50）とポリスチレ

ン粒子（粒径=355-425μm, 真比重

=1.03）の混合粒子を用い、ガラスビー

ズの体積混合割合VG.B.を変化させた場合

の球の浮沈結果を図１に示す。いずれの

VG.B.においても、比重の小さな球が浮揚

し、比重の大きな球が沈降する結果とな

り、浮揚する球の最も大きな比重と沈降

する球の最も小さな比重との平均値と差

をそれぞれ見掛け比重および見掛け比重

幅として求めた。後者は、どの程度の比

重差の混合物体が分離可能かを示すもの

で、この値が小さいほど分離精度が高い

ことを表す。この手法により得られる値

は、層内での粒子や気泡の動的

挙動が物体浮沈に与える影響を

含んだものであり、比重分離の

観点から妥当である。図２に

様々な混合粒子を用いて得られ

た見掛け比重を示す。なお、い

ずれにおいても見掛け比重幅が

0.2以下であり微小比重差の混

合物体の分離が可能な条件であ

る。以上の結果、見掛け比重を

0.5～4.0の範囲で制御すること

に成功し、企業からの分離試験

依頼がある場合に瞬時に対応で

きる体制が整備された。

この他にも、比重差以外に物

体浮沈を支配する要因を検討

し、物体形状と分離効率の相関

関係を解明し、特にサイズ

20mm以上の物体であれば層内

での粒子や気泡の動的挙動の影響を受け

ず比重差通りに浮沈することが明らかと

なった。また、疎水性粒子を流動化粒子

として用いることで、高湿度下かつ湿潤

物体という悪条件においても比重差通り

の浮沈が可能であることが明らかとな

り、本技術の適用範囲が広がった。さら

に、廃プラスチックの浮沈実験により、

研究開発の内容と成果

固気流動層を用いた廃棄物の
乾式素材分離技術の開発

近年、廃棄物リサイクルが国を挙げて推進されているが、シュレッダーダストのような複数の素材からなる

混合物を効果的にリサイクルするためには各素材に分離しなければならない。

分離技術として、重液などを用いた湿式比重分離法が広く用いられているが、

廃液処理や分離後の乾燥工程が必要であり、装置からの液漏れや比重調整剤のコスト高などの問題を抱えているため、

廃棄物処理企業のニーズとして代替技術である乾式比重分離法を求める声が年々高まっている。

そこで本研究開発では、独自に開発した『固気流動層を用いた乾式比重分離技術』

の更なる向上と適用範囲の拡大を図ると共に、廃棄物の中でも特に社会ニーズの高い

廃プラスチックの塩素含有率低減にターゲットを絞り、実用化を念頭に置いた連続分離装置を設計開発し、

廃プラスチック中の塩素含有プラスチックと塩素非含有プラスチックの分離を検討した。

岡山大学大学院自然科学研究科　押谷 潤

小型円筒形固気流動層内での物体浮沈
による技術向上と適用範囲の拡大

図1 固気流動層の見掛け比重および見掛け比重幅の求め方

図2 様々な混合粒子を用いて得られた見掛け比重

レポートr report
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定も併せて行うた

めに、風速、流動

化時間、廃プラス

チック投入量など

をそれぞれ変化さ

せて実験を行っ

た。一例として、

流動化時間を変化

させた場合の結果

を図５と６に示

す。沈降する塩素

含有プラスチック

の割合が高く時間

と共に増加し300s

でほぼ100%とな

った。浮揚する塩

素非含有プラスチ

ックの割合は時間

と共に70%から

40%に減少した。

また、浮揚廃プラ

スチックの塩素含

有率は60sにおいて1.2wt%にまで低減

し、時間と共にその値はさらに減少して

300sでは0.2wt%となった。より短時間

で高い塩素非含有プラスチック回収率と

低い塩素含有率を得るという観点では、

120sにおける塩素非含有プラスチック回

収率60%かつ塩素含有率0.8wt%が、本

実験での最適結果であると考えられる。

まとめ

本研究開発では、まず固気流動層の見

掛け比重制御と微小比重差の混合物体や

湿潤物体の分離が可能になると共に、物

体形状と分離効率の関係が解明され、技

術改良と適用範囲の拡大が図られた。ま

た、新規開発の連続分離装置により、廃

プラスチックの塩素含有率を1wt%以下に

低減可能となった。本数値は実用化に耐

え得る数値であり、本技術の実用化に向

けた重要な成果が得られた。

今後の展望

原油の埋蔵量には限界があり、またそ

の価格高騰から代替エネルギー源が求め

塩素含有プラスチックと塩素非含有プラ

スチックの分離を可能にする諸条件が見

出され、次項での連続分離装置を用いた

応用試験に向けた基礎結果が得られた。

連携企業である永田エンジニアリング

（株）と共同で、実用化を視野に入れた円

型回転式比重分離装置（図３）の設計と開

発を行った。平面サイズが3.45m×

4.25mで高さが2.45mのベンチスケール

の装置である。図４に示すように、本装

置は6工程からなり、6個の直方体カラム

が回転して各工程に移行する仕組みであ

る。まず①で層高が10cmとなるように

粒子をカラムに投入し、②で所定量の廃

プラスチックを投入する。③でさらに層

高10cmの粒子を投入し、廃プラスチッ

クを中間高さに配置する。④で粒子を流

動化させ廃プラスチックが浮揚および沈

降した後に、⑤と⑥でそれらを流動化粒

子と共に吸引し、篩いにより廃プラスチ

ックを回収する。これら一連の工程を6

つのカラムを回転させることで同時に行

うことができる。本装置の特徴は、廃プ

ラスチックを粒子層の中間高さに配置可

能な点であり、粒子層最上部に投入する

場合と比較して、より短時間で廃プラス

チックの浮沈が完了することが実験によ

り明らかとなった。

本装置により廃プラスチックの塩素含

有率をどの程度低減可能かを検討した。

用いた廃プラスチックの初期塩素含有率

は5.3wt%であり、比重の大きな塩素含

有プラスチックを可能な限り沈降除去

し、浮揚廃プラスチックを対象に塩素含

有率を求めた。装置の最適運転条件の選

新規に設計開発した連続分離装置を用い
ての廃プラスチックの塩素含有率低減

図3 円型回転式比重分離装置

図4 円型回転式比重分離装置の各工程の概略図

図5 動化時間と各プラスチック
の浮沈の関係

図6 流動化時間と浮揚プラの
塩素含有率の関係

られている。廃プラスチックを燃料化し

たRPFは、原油と同程度の発熱量を有し

かつ原油と比較して単価が低いことから、

今後さらに利用されると予想される。現

在は、廃プラスチックの含有塩素が燃焼

時の炉の腐食などを引き起こすとして、

サーマルリサイクルは発展途上であるが、

本技術による塩素含有率の低減が進展を

加速すると期待される。H18年11月より

永田エンジニアリングに加え廃棄物処理

企業も含めた共同研究を開始し、実用化

に向けた作業を進めている。実用レベル

の大型装置での分離効率と処理速度およ

び装置の耐久性が実用化の可否を決定す

ると予想され、それらの限界域を高める

ための諸検討を現在行っている。
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本研究開発は、独立行政法人 新エネル

ギー・産業技術総合開発機構（NEDO）
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究助成事業で採択された研究者の方々の最新の研究レポートを紹介します。［ ］
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RuO2ナノ粒子の容量は粒子サイズ

や水和量によって変化することが知ら

れています。電気二重層容量の他に酸

化還元容量が利用されると考えられて

いますが，その比率や結晶構造内部の

電荷蓄積への関与など詳細はわかって

いません。当該研究では無水RuO2や

水和RuO2ナノ粒子の電荷蓄積機構の

解析を試みました。その結果，無水

RuO2ナノ粒子における容量は電気二

重層容量，粒子表面への電気化学的な

イオンの吸着容量，粒界への電気化学

的なプロトン挿入による３つの容量成

分に分類でき，かつその成分は図２に

示すように電位走引速度により大きく

異なることがわかりました。高速走査

時（または大電流充放電時）では電気

二重層容量が主な容量成分であり，酸

化還元が関与する容量成分の寄与は少

ないことがわかります。つまり，電気

二重層キャパシタに類似している挙動

をとります。一方，低速走査時では酸

化還元反応が関与する吸着容量や粒界

を利用した電荷蓄積が増大し，結果と

して大きな容量が得られます。水和

RuO2ナノ粒子におけるキャパシタ挙

動は無水RuO2ナノ粒子と幾分異なり，

最大容量は大きくなりますが，急速充

放電特性はやや低下します。大きな容

量は粒子サイズが小さい分，表面積が

増大し，貴金属利用効率が増大するた

めです。しかしながら，1-2 nm程度

しかない一次粒子間の水和したミクロ

細孔を利用するため，拡散抵抗が大き

く，急速充放電特性は低下します。す

わなち，図３に示すように，水和

RuO2ナノ粒子と無水RuO2ナノ粒子の

大容量，急速充放電特性の違いはイオ

ンの通り道となる高速道路の役割を担

うメソ細孔と市街地一般道路の役割を

研究開発の内容と成果

擬似二重層容量を利用した
スーパーキャパシタの開発

ますます高機能化する携帯電子機器に対応するため，小型，軽量な大容量パワーソースの開発が求められています。

急速充放電可能，長寿命，大容量といった特性を有する電気化学キャパシタ（スーパーキャパシタ）はこのような

ニーズに対応するデバイスとして注目されています（図１）。炭素材料を電極に用いる電気二重層キャパシタが主

流である中，酸化物表面における酸化還元によっても電荷

蓄積可能な大容量擬似二重層キャパシタの研究が進められ

ています。とりわけ，水和RuO2ナノ粒子は，700 F/g前後

の大容量，数万回の充放電サイクルでも劣化がほとんど無

い等の特徴があります。しかしながら，その電荷蓄積機構

の詳細は不明な点が多く，また貴金属の利用率向上や代替

材料の探索による低価格化や付加価値付与が実用化に向け

ての課題と言えます。そこで，（独）新エネルギー・産業技

術助成事業の支援のもと，酸化物電極の擬似二重層容量を

利用したスーパーキャパシタの容量発現機構の解明，材料

設計指針の確立，高機能化を目指しました。

信州大学繊維学部　杉本　渉（研究代表者）

図1 各種蓄電素子の相対的な性能比較

図2 無水RuO2ナノ粒子の３つの容量成分比率

レポートr report
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したはく離ナノシートはアノードに泳動

堆積されます。RuO2ナノシートコロイ

ドをAu板に電気泳動堆積させて製膜し

た薄膜の容量を印加時間に対するしてプ

ロットすると，直線関係が得られ，時間

を変化させるだけで，堆積量（膜厚）が

制御可能であります。本手法は膜厚制御

が容易，バインダーフリー，湿式プロセ

ス，室温プロセス，基板と強固な接合界

面が形成されるなどの特徴があります。

集電体に透明電極を用いることで，透明，

フレキシブルナノシート電極（図４）と

いった高付加価値電極の作製が可能で

す。ITOプラスチック電極に厚膜を被覆

しても，柔軟であり，繰り返しの折り曲

げに対してもひび割れや電極材料の物理

的なはく離は認められません。これはナ

ノシートが基板に対して平行に泳動され

るため，曲げ方向の滑りに対して柔軟性

を有するからだと推測出来きます。極薄

膜の場合，透光性を保持することが可能

であり，固体高分子電解質膜をセパレー

タとして用いることで透明スーパーキャ

パシタも実現できます。さらに，MEMS

技術を利用して作製したマイクロ電極を

基板に用いることでマイクロスーパーキ

ャパシタの創製も可能であります（図

４）。全固体型マイクロスーパーキャパ
シタとして今後発展が期待されるマイク

ロ二次電池やマイクロ燃料電池の補助パ

ワーソースとして期待できます。

今後の展望

酸化ルテニウムナノ構造体は大容量，

高出力，高耐久性といった特性を兼ね備

えた電気化学キャパシタ用電極材料とし

て有望です。また，層状RuO2やそのナ

ノシートは新規な材料系として他の分野

への応用も期待できます。現在，本研究

で得た成果を発展展開させ，新規な材料

合成による大容量化，高出力化，低コス

ト化に取り組むと同時に，薄膜デバイス，

全固体型電気化学キャパシタデバイス，

マイクロスーパーキャパシタ，マイクロ

スーパーキャパシタ／燃料電池ハイブリ

ッドの開発を進めています。材料面では

更に薄い新規ナノシートの開発，ミク

ロ／メソ細孔を制御したポーラスRuO2

の合成や貴金属を使用しない安価な材料

の模索などを検討しています。また，本

研究の成果で出願した特許をもとに，材

料メーカー，デバイスメーカー，機械メ

ーカーなどと共同研究開発を検討中であ

り，実用化を目指しています。

もつミクロ細孔の存在，そして電子の

通り道となるRuO2ナノ粒子の結合方法

が重要であると考えられます。したが

って，細孔構造を設計しながら表面積

が大きなナノ粒子を合成する必要があ

ります。

大表面積RuO2を得る方法として，ナ

ノ粒子合成の他にRuO2の層状化やナノ

シート化に取り組みました。層厚約0.4

nmのRuO2層と水和プロトン層が交互

に積層した構造からなる層状化合物を

合成し，インターカレーション／層は

く離反応を利用し，RuO2ナノシートの

合成に成功しました。層はく離前の層

状RuO2で約400 F/g，RuO2ナノシー

トで660 F/gの容量を達成しました。

大きな容量は層間が電荷蓄積に関与し

ているとことと，ルチル型RuO2ナノ粒

子よりも極端に大きな吸着容量に起因

することもわかりました。

RuO2ナノシートの特徴として，正帯

電したコロイド粒子として得られるこ

とが挙げられます。この特性を活かし

て，電気泳動堆積法を適用し，種々の

高機能性電極の創製を試みました。ナ

ノシートコロイドに２枚の電極を浸し，

電極間に電圧を印加すると，負に帯電

図3 RuO2ナノ構造体における電荷蓄積 図4 RuO2ナノシートを利用した
各種高付加価値電極

テーマ公募型事業　産業技術研究助成事業 NEDO技術開発機構が実施する、テーマ公募型事業の一つである産業技術研
究助成事業で採択された研究者の方々の最新の研究レポートを紹介します。［ ］
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さて、先ほど超臨界水は分解にも

合成にも利用できると説明しました。

これは矛盾していると思えますが、

超臨界水は温度・圧力条件によりそ

の性質を変化させます。これにより

超臨界水に同じ物質を溶かしても、

15℃温度が違うだけで分解したり、

合成反応が進行したりするのです。

このことは、超臨界水利用プロセス

には精密制御技術の開発が不可欠で

あることを意味しています。言い換

えれば素早い伝熱と混合を実現する

反応器や混合器の設計に加え、粒子

の析出を抑えた閉塞しない長期の運

転に耐えられる設計手法の確立が必

要なのです。これらのプロセス設計

はコンピュータによる数値計算で行

うのが一般的ですが、超臨界水の場

合、温度・圧力による密度などの物

性変化が大きく液体の数値計算をそ

のまま適用すると設計の誤差が大き

くなることが予想されます。

そこで流動状態を正確に把握し、

超臨界流体の計算精度をあげる必要

にせまられます。流動状態の把握に

は流動状態を観測する必要がありま

す。一番原始的ですが得られる情報

が多いのは目視観察です。超臨界水

は高温高圧の環境ではありますが、

金属性の容器を用いれば簡単に実現

できる環境です。しかし、目視観察

に金属は使用できません。中を観測

するためには透明な素材を用いなけ

ればならないという大きな制約があ

るためです。さすがに容器全体を透

明にするのは難しいので、金属製の

容器に透明な

窓を設けるこ

とを考えまし

た。窓を設け

て超臨界水を

観測すること

は既に行われ

ていました。

それは、図１

のようにリン

超高速化学合成プロセス
創製に向けた
超臨界流体制御技術の開発

「超臨界水」「超臨界流体」、この言葉を聞いたことはありますか。

普通の水を374℃、22MPa以上に加熱、加圧すると超臨界状態となり、新しい機能が生まれます。

例えば、水と油は混ざりあいませんが、超臨界水と油はよく混ざります。

また、加水分解反応が促進されたり、酸触媒の機能が発現したりします。

また、水の中で物を燃やすというと驚かれるかもしれませんが、

有機化合物の酸化分解にも最適な反応場となることがわかっています。

また、水の中では溶けていた金属イオンが、超臨界水中では金属酸化物として析出してきます。

このような性質を利用すると、プラスチックの原料への分解、ナイロン原料の合成、

PCBやダイオキシンのような難燃性物質の分解、複合金属酸化物ナノ粒子の合成などができるようになります。

レポート

グ状のシール材の上から円筒の窓板

を乗せ、その後窓押さえで締め付け

る構造をとっていました。窓の材質

はサファイアやダイアモンドを使用

します。しかし、このような容器は

超臨界水中で徐々に進行する反応を

観察することには向いていますが、

内容積が大きいため流れを見ること

ができません。流れを観測するため

には配管のような細い部分を透明に

する必要があるからです。

そのため、多くの研究者は透明な

素材であるサファイア窓をくり貫く

経済産業省 製造産業局 化学課 研究開発専門職 相澤 崇史
（旧所属産業技術総合研究所 コンパクト化学プロセス研究センター）

図１ 従来の観測器

研究開発の内容と成果

r report
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3枚の窓を押しつけてサンドイッチ構

造にした後、窓の外側でシールする必

要があります。このシールはサファイ

ア製の窓材と金属製の容器の加工精度

の差や温度をかけたときの熱膨張率の

差を吸収できるような柔軟性が求めら

れます。我々は、装置を開発するにあ

たって、まず、窓の外側をシールする

シール方法の開発を進めました。シー

ルの開発が成功してはじめて、サンド

イッチ構造の窓を持つ観測装置の開発

が行えるようになったのです。図３は

出来上がった装置の写真です。この装

置で１年以上実験を行っていますが大

きなトラブルもなく順調に稼働してい

ます。

本装置で観測した結果の一例を図４

に示します。図４はいろいろな向きで

496℃の超臨界水と室温の着色された

水とのT字の混合を観測したものです。

このような予熱された水と室温の水と

の混合は、室温の水を短時間で超臨界

という方法をとりました。しかし、残

念ながらこの方法ではうまくいきませ

ん。それは温度と圧力をかけるとサフ

ァイアをくり貫く際に出来る歪みや小

さなキズから破壊が起こってしまうの

です。どんなに焼き鈍ししてキズを隠

し、歪みを減らす努力をしても、この

方法を用いる限り充分な強度の窓を製

作することは出来ないのです。

十分な強度を確保するために我々が

開発した方法は、図２のように圧力を

保持する窓と流路を刻む窓に機能を分

ける方法です。歪みがかかるのは真ん

中に挟む溝を刻んだ窓ですが、この窓

は水の流れを決めるだけで圧力の保持

には関与しません。圧力は実績のある

円筒の窓が支える形になります。その

結果、高温高圧に耐えられず歪みから

窓が破壊されることはなくなりました。

また、この方法は、溝の幅や深さや角

度を変えることで、様々な混合に対応

出来る利点も生まれました。ただし、

テーマ公募型事業　産業技術研究助成事業

図2 窓の構造

図3 装置の写真

図4 観測結果の例

水にするための重要な技術です。同じT

字の混合でもぶつける方向により混ざ

り方が違うことが理解出来ます。いろ

いろな条件を変えた結果から、液体状

態の通常の水にとっては内径の小さい

配管では重要でないと考えられていた

重力の影響が超臨界水では強く現れる

ことが明らかとなりました。T字のよう

な90度の角度でぶつける混合のほかに

も、45度の角度で混合したり、Y字の

混合を観測したりして、流動計算の精

度の向上に努め、超臨界水プロセスの

設計ノウハウの蓄積を進めています。

また、流動データの取得のほかに、

配管の閉塞の可能性を調査するプロセ

スモニターとしても本装置は有効です。

現在少しずつ立ち上がり始めている超

臨界水利用プロセスの一層の普及のた

めには、本当にその装置が安全で最適

な装置であるかの判断材料が必要です。

そのニーズに応えるために連携企業よ

り本装置を市販しています。

NEDO技術開発機構が実施する、テーマ公募型事業の一つである産業技術研
究助成事業で採択された研究者の方々の最新の研究レポートを紹介します。［ ］
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宇宙飛行士の毛利衛さんと一緒に行った「世界初の宇宙空間でのアモルファス半導体の創成実験」
・・・無重力でないと製造できない半導体をスペースシャトル「エンデバー」で毛利さんが試作しました。
濱川先生の研究は、まだまだ続くのですね！
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新エネルギーベンチャー技術革新事業

特に優れた技術、市場性のある技術、経
済的・社会的波及効果の高い技術のみ通
過するようステージゲートを設けてお

り、提案公募型事業に本格的なステージ
ゲートを導入した、非常にユニークな制
度といえます。

太陽光発電、バイオマス、燃料電池・
蓄電池、風力発電やその他の未利用エネ
ルギーの技術分野の技術開発を推進する
とともに、実用段階にあっても経済的な
理由などで普及が進んでいない技術分野
について事業化を支援するために、新エ
ネルギーベンチャー技術革新事業がスタ
ートしています。これは、「2010年度以
降の継続的な新エネルギー導入普及のた
めには、継続的に新たな技術オプション
を発掘・顕在化させることのみならず、
市場に出していくことが極めて重要」と
のもとに始まりました。
本事業では、大学、公的研究機関、

LLP等の法人に対し、広範囲に新たな技
術オプションを求めると共に、技術の有
効性や事業化プランの検討等を行うフェ
ーズ１、本格的な研究開発を行うフェー
ズ２、そしてベンチャーキャピタル等と
のマッチングまでをパッケージで提供す
る事業です。
但し、フェーズ１からフェーズ２へは、

この事業では、技術開発の推進及び事業化の支援を行うため、
次の取り組みを実施します。

潜在的技術シーズを活用した技術開発の推進

① 技術課題の設定：事業化に必要なニーズに即した技術課題を提示します。
② 提案間口の拡大：提案書の簡素化等をはかることにより、広く提案を募集します。
③ 多段階選抜方式の採用：有望テーマから本格的な技術開発への絞込みを行います。

新事業の創成と拡大等を目指した事業化支援

① 技術経営指導：経営コンサルタント等の指導により、事業化を目指します。
② 市場調査指導：調査機関等の活用により、効果的な事業戦略の策定を目指します。
③ 知財戦略指導：競争力を確保する特許等の知的財産戦略の策定を目指します。

公募説明会を、川崎、埼玉、札幌、福岡、大阪で実施したところ、多くの方々
に参加いただき、数多くの提案が寄せられています。より多くの企業と、より良
いコラボラーションを結び、国民の皆様に役立つ技術を世に送り出して行きたい
と考えています。

Inn
ov
ati
onイノベーション実用化助成事業

究開発事業を大括りしており、併せて産
学連携スキームを充実させ、大学主体の
場合だけでなく、企業が主導的な立場に

立つ場合にもマッチングファンドの対象
とすることにより、研究と市場の間の双
方向の流れを促進してまいります。

イノベーションの連続的な創出を促進
するためには、研究開発の成果を挙げる
だけでなく、その成果を効率的かつ効果
的に経済的価値の創造につなげることが
重要です。そのため、経済産業省が中心
となって政府が進めているイノベーショ
ンスーパーハイウェイ構想の考え方を踏
まえ、これをNEDOの事業としても支援
するため、単なる技術開発支援でなく、
助成事業を通じて技術開発の成果を新た
な価値創造に結びつけるよう、平成19
年度から、その名称も「イノベーション
実用化助成事業」と改称しました。この
新しい事業の下では、産業技術実用化開
発助成事業及び大学発事業創出実用化研

ニュースフラッシュ

NEDOは我が国最大規模の中核的な研究開発機関であり、非常に重要なミッションを担っています。
ここでは、平成19年度に立ち上がった新事業の中から、2つの事業をご紹介いたします。

NEDOの新事業紹介

●問い合わせ先
・産業技術実用化開発助成事業
・研究開発型ベンチャー技術開発助成事業
・次世代戦略技術実用化開発助成事業　
研究開発推進部イノベーション実用化推進グループ TEL：044-520-5173

●問い合わせ先

新エネルギー技術開発部 系統連系技術グループ

TEL 044-520-5274 FAX 044-520-5276

「イノベーション実用化助成事業」のうち
産業技術実用化開発助成事業（一般企業向）、研究開発型ベンチャー技術開発助成
事業、次世代戦略技術実用化開発助成事業

平成１９年４月から６月まで公募しました。
本事業は民間企業及び研究開発型ベンチャーの実用化開発を支援するもので、実用化開発
を２年間助成します。

「イノベーション実用化助成事業」のうち
大学発事業創出実用化研究開発事業
平成１９年４月から６月まで公募しました。
本事業は産学連携により実用化開発を支援するもので、実用化開発を３年間助成します。

・大学発事業創出実用化研究開発事業　
研究開発推進部イノベーション産学連携グループ マッチングファンドチーム TEL：044-520-5175
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NEDOが発行した“熱き２冊”
太陽エネルギー関連図書のごあんない

日本は、第一次オイルショックの1970年代から太陽エネルギーを活用するプロジェクトを世界に先駆けて推進
してきました。「太陽熱利用」と「太陽光発電」のふたつの研究テーマは、それぞれ独自の歩みを遂げてきたのです。
化石燃料の枯渇、地球温暖化、森林破壊など地球の危機が迫っている今、太陽エネルギーの利用は、より一層注

目されるテーマとなっています。
この度、NEDOでは太陽エネルギーに関するプロジェクトの本を2冊発行いたしました。

「なぜ、日本が太陽光発電で世界一になれたのか」
A5判、オールカラー、128ページ

「ソーラー建築デザインガイド」
A4判、オールカラー、150ページ

いまや名実ともに世界をリードするようになった日
本の太陽光発電。本書はその歩みを振り返り、地道な
研究開発がもたらした経済的・社会的波及効果をわか
りやすくまとました。
第1章は「ソーラーエネルギー7つの物語―太陽電

池にかけた人々」と題して、技術開発や先駆的利用を
手がけてきた人々を訪ね、太陽光発電に携わってきた
人々の熱い思いをつづっています。第2章「太陽光発
電が世界一になるまで―その始まりと軌跡」では、太
陽電池の開発の始めから現在までの歴史。第3章「太
陽光発電は何をもたらしたか―その成果とこれから」
では、生産量や導入量、世界シェア、二酸化炭素削減
効果などの資料を掲載しています。
「熱も出さなければ、音もしない沈黙の発電装置」
である太陽電池がもたらしたドラマの全てがこの本に
凝縮しているともいえる一冊です。

● お申し込み・お問い合せ
総務部広報室 NEDO BOOKS担当
NEDOホームページ http：//www.nedo.go.jp
FAX  044-520-5154
E-mail  NEDOBOOKS@nedo.go.jp

太陽光発電の歴史を一冊に
本書は2001年にNEDOが発行した「ソーラー建築

デザインガイド」の全面改定版です。前作から丸5年
を経て、我が国の太陽熱利用建築物は、大きな飛躍を
遂げてきました。
そのジャンルは「文教施設」、「福祉・保養施設」、

「住宅」、事務所・研究所・工場などの「業務用施設」、
その他温泉や林業施設など多岐に広がっています。
東京国際フォーラムや東京ビッグサイトなどの大規模
な公共施設では、太陽集熱機で集めたエネルギーを給
湯に活用していたり、その他、暖房や冷房、換気など
を利用した建築物の事例を写真集風に閲覧できます。
まさに本書は、我が国の太陽熱利用建築の事例を知る
上で最高の出版物であるとともに、ソーラー建築に携
わるあらゆる分野の人々が、太陽熱利用の導入促進の
参考となる事例が広く提示されているのです。

● お申し込み・お問い合せ

新エネルギー技術開発部 「ソーラー建築デザインガイド」担当

NEDOホームページ http：//www.nedo.go.jp

FAX  044-520-5276

太陽熱利用建築事例集

書籍はご希望の方へ無償で配布しておりますが、送料のみ着払いでお送りしております。



都市の悩みは都市ごみ 燃やしても済まない「ごみ問題」
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都市ごみから生まれた「エコセメント」

こんな所にも こんなトコ、あんなトコにもNEDO！
いろんなところでガンバルNEDOのしごと。
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都市ごみを焼却した時の熱は発電などに有効利用

されていますが、焼却炉にはごみの10％が灰として

残ります。

この焼却灰は塩素や重金属など、さまざまな成分

が含まれており、土壌汚染、地下水汚染の防止のた

めに多大な手間と費用がかかっているのが現状です。

そこで、NEDOのプロジェクトでは、ごみを燃や

した焼却灰から、セメントを作りました。

いままで、やっかいものとして埋め立てられてい

た焼却灰を、これからは役立つ資源として活用でき

るのです。2002年にはエコセメントのJIS(日本工業規

格)も制定されました。

エコセメントは、1,300℃以上という高温で焼成し

て製造されるため、焼却灰に含まれるダイオキシン

などの有害物質は、分解されて無害になりますし、

鉛などの有害金属は塩化物として回収するため環境

汚染を引き起こすことはありません。

これからはNEDOプロジェクトから生まれた「エコ

セメント」による建築物が増えていくことでしょう。

エコセメントを製造する際には、焼成炉内で
1,350℃以上の高温で処理するため、ダイオキシ
ン類は分解されてしまいます。また、焼却灰中の
重金属は回収してリサイクルされますので、
施設から新たな廃棄物は発生しません。

エコセメントはセメント原料と
して必要な、石灰石、粘土、珪
石、鉄原料のかわりに、都市ご
みの焼却灰を始めとする廃棄物
を使っています。

ごみ焼却灰
(湿灰）

ばいじん
(乾灰、飛灰）

石灰石

廃棄物等

清掃工場

都市ごみ
（燃えるごみ）


