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日本企業のグローバル・ビジネス進出を支援



NEDOの
海外プロジェクト
日本企業のグローバル・
ビジネス進出を支援
NEDOは、大企業から中小企業に至るまで、日本企業のグローバル競争力強化に
向けた、さまざまな官民連携のプロジェクトを推進しています。今号の特集では、
NEDOが世界各地で取り組んでいる海外実証プロジェクトの最新動向や、NEDO

海外事務所を中心とした地域別取り組みについて紹介します。

スマートコミュニティ
スマートコミュニティ実現に必要な技術
的、社会的課題の解決のため各国で
実証事業を実施。日本企業の海外展
開の契機となる“場”を提供しています。
バックナンバー「Focus NEDO 第

52号」で特集しています。 

リサイクル
リサイクル技術の高度化・高効率化
を推進し、供給リスク低減を図ると
同時に、国際的な環境負荷低減と資
源循環促進を推進しています。 

ロボット・機械システム
生活・医療福祉、公共・防災などさま
ざまな分野で実用化が期待されるロ
ボットや機械システムの技術開発を
行っています。
バックナンバー「Focus NEDO 第

50号」で特集しています。

水循環
水市場の拡大が見込まれる地域で水
循環システムの実証研究を行い、日
本企業の実績が乏しい運営・管理面
の産業競争力強化を図っています。

省エネルギー
日本にとって大きな課題である省エ
ネ技術開発とそれらの技術の着実な
導入普及および国際展開を推進して
います。
バックナンバー「Focus NEDO 第

49号」で特集しています。 

再生可能エネルギー
太陽光、風力など自然の力を使ったク
リーンなエネルギーや、その安定供給
を可能とする燃料電池・水素技術の普
及に向けて技術開発を推進しています。
バックナンバー「Focus NEDO 第

53号」で特集しています。 

［特集］

未来を見据えた新技術を日本から世界へ発信
中東等の海外新興地域における
小規模分散型水循環事業に
係る実証研究（UAE）
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国際部



日本製品単品で海外へ売り込むと、
安価な海外製に淘汰されてしまう可能性が高くなる。

システム輸出であれば、日本製品を全体として売り込むことができるため、
海外製品にも対抗できうるだけの力がある。

エネルギー需要は、2035年には1990年の2倍以上になる見込み。
特に発展途上国の消費量の増加が顕著。

出典：World Energy Outlook 2013. New Policies Scenario, IEA

システムインフラ輸出の重要性

単品輸出

日本製品

日本製品群

海外製品

システムインフラ輸出
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NEDOは、1990年代からアジアを中心に
日本の優れた省エネ技術の普及に貢献してきた。
近年は上下水道や交通システム、スマートコミュニティの
海外プロジェクトにも力を入れている。

1987年、通商産業省入省、国土交通
省広域政策企画官、製造局参事官等を
経て、2014年より現職。専門分野はエ
ネルギー安全保障政策、国際標準化理
論。九州大学客員教授（地域政策デザイ
ナー養成講座、エネルギー安全保障特
論）、産業技術総合研究所フェローなど
を兼務。経営学博士。一級建築士。

･規制
･価格競争

･規制
･価格競争

NEDO国際部 部長

堀尾容康
Hiroyasu HORIO

海外プロジェクトを
推進し、
世界各国との
橋渡しを図る
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Win-Winの関係でプロジェクトを推進
　NEDOは1993年に海外プロジェクトに着手しました。当時、
バブルが崩壊して日本経済が低迷する一方、アジアをはじめと
する発展途上国の経済は急激に発展しており、日本企業はア
ジアへの海外移転を進めていました。そうした状況により、世界
のエネルギー需給の逼迫や環境問題を引き起こす可能性が
高まっていました。そこでNEDOは、アジアを中心に日本の優れ
たエネルギー・環境分野の技術の普及に取り組んできました。
現在、日本の国内市場はすでに成熟化しており、少子高齢化な
どの課題もあることから、日本企業の国際展開の必要性はさらに
高まっています。着手当時は、企業の海外展開を後方から支
援する形でしたが、現在はその形も変わり、まずNEDOと諸外国
の間で実施に向けての合意を取り付けてから進めることで、日本
企業に加えて各国の政府・自治体・企業なども巻き込んで進め
ています。
　現在、NEDOの事業の大半は国際的なものになっています
が、日本もよくなるけれども相手国もよくなるというWin-Winの関係
で進めていく必要があると考えています。例えばエネルギー問題
では、途上国の消費量は今後どんどん伸びていき、世界規模
でのエネルギーの奪い合いがますます激しくなることが予想され
ます。原油の価格も1990年代に1バレル20ドルだったものが
今では100ドルを超えており、今後さらに上昇すると見られていま
す。この点からもエネルギー消費量を抑える技術は重要となるで
しょう。日本には省エネ技術やこれまでエネルギーとして使われ

ていなかったものをエネルギーとして活用する技術があります。そ
の技術によって相手国のエネルギー・環境問題を解決し、エネ
ルギーセキュリティを確保することで、世界的な問題解決に寄与
すると同時に、日本企業の海外展開の促進につながると考えて
います。
　NEDOの場合は、相手国政府の合意のもと、国の予算を導
入してプロジェクトを行うため、参加企業は一民間企業としては
難しい、大規模な事業やリスクの高い事業に取り組むことができ
るのも特徴です。

6つの海外事務所を通じて事業をマネジメント
　NEDOには6つの海外事務所があり、各事務所は政府関
係者を中心にコンタクトをとりながら、さまざまな情報収集を行っ
ています。その情報をもとに日本でプロジェクトを企画し、参加企
業の公募を行います。
　プロジェクトを実際に行う前には、相手国の政府と合意文書
（MOU）を締結し、事業の推進、その成果に基づく導入・普及
までの活動について事業実施の枠組みを定め、両国の企業が
協力して事業を実施します。
　海外プロジェクトを進める際には、日本の技術をそのまま導入
するのではなく、相手国の環境やルール、技術水準をカスタマ
イズする必要があることなどから、苦労することが多いのも事実
です。そこで各国に設置した海外事務所を通じて、地の利を
生かした現地政府との交渉や日々のマネジメントを実施してい
ます。

海外プロジェクトの傾向と展望
　この20年で海外プロジェクトの内容もずいぶん変化していま
す。かつてはNEDOと一企業とで行うケースが多かったのです
が、現在では5～10社とコンソーシアムを組むケースが増えてき
ました。その中には大企業だけでなく、技術力の高い中小企業
も入っています。また、インフラ輸出ということで、電力システムを
はじめ交通、下水道、病院といった総合的なシステム輸出も進
めています。同時に相手国のスタンスも変わってきており、技術
そのものを要望されることよりも、“こういう問題があるため、それを
解決するためのプロジェクトを進めてほしい”といった課題解決
を望む声が増えてきています。
　経済成長が著しい地域においてはもちろん、その他の地域に
おいても、技術普及の可能性やエネルギーセキュリティを確保
する側面から、各国のニーズに合わせたさまざまな技術を幅広
く検討していきたいと考えています。そういった意味で、企業規模
の大小にかかわらず、有用な技術をもつすべての企業に門戸
を開いています。同時に、最初の実証はNEDOが行い、その
後の事業拡大段階ではファイナンスを組んで進めるという、プロ
ジェクトファイナンスも視野に入れながら事業を進めていきたいと
考えています。
　また、相手国のニーズに応えるため、ある程度普及した技術
を導入し、コアの部分は日本で、周辺部品を現地で作ることなど
によってコストを下げる努力も必要になるでしょう。併せて現地の
人材育成にも取り組んでいきたいと考えています。

［特集］
NEDOの海外プロジェクト

国際部

世界のエネルギー需要
（単位：Mtoe）

NEDO事業の効用（海外展開の比較）

企業の一般的な海外展開
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日本の省エネ効率は米国やEUの約2倍
　日本のGDPは1973年から2012年の間に2.4倍に膨らみまし
たが、その間のエネルギー消費量は1.3倍にとどまっています。そ
れはエネルギーの効率化が進んでいるためで、1973年と1979
年の2度のオイルショックの経験から、省エネ法が制定され、特
に産業分野の省エネ効果は著しく、2012年は1973年の0.8
倍、つまり削減に成功しているのです。さらに、トップランナー制
度※の活用など官民挙げての省エネ政策や省エネ技術の進
歩が生んだ結果だと思います。
　また、省エネ効率についても、例えば日本を1とすると米国は
1.6、EUは1.1、韓国は2.3、そしてインド、中国はそれぞれ5.2、5.5
となり、どの国と比較しても日本が高いことが分かります。このことか
ら、日本の省エネ技術を諸外国に導入すれば、世界規模でエ
ネルギーの効率化が大きく進むのは間違いありません。

　事実、NEDOは1990年代初頭から実施した実証事業を通
じ、日本の優れた省エネ技術をアジアなどに導入、これまで原
油削減効果として年間約1000万キロリットル、二酸化炭素排
出削減効果として年間約3500万トンを実現してきました。
　しかし、日本の省エネ技術は諸外国に比べコスト的に高いと
いう課題を抱えており、またネームバリュー、実績の面からも日本
メーカーがさらにシェアを伸ばしていくことは容易ではありません。
NEDOはこういった問題を解決し、日本の高品質な製品群を
届けるため国際実証事業を世界で実施しています。日本の技
術・製品を現地の実情にカスタマイズした上で導入し、ショー
ケースとして現地での普及を後押しすることで、日本企業が現地
市場へ参入する足がかりとしたいと考えています。

東南アジア・インドでの省エネに向けて
　省エネルギー部は現在、インド等で海外プロジェクトを進め
ています。インドで行っているプロジェクトの一つは、インド鉄鋼省
と共同で行っているもので、日本の排熱回収技術を用いた実証
です。製鉄所で粉状の鉄鉱石を焼結し、冷却する工程で排出
される高温空気の熱を排熱回収ボイラーで回収し、生成した
蒸気を利用してタービン・発電機で発電します。これによって製
鉄所内の消費電力の約6％（原油換算で年間3万4000トン）
の削減が可能になります。
　インドで行っているもう一つのプロジェクトは、携帯電話基地
局でのエネルギーマネジメントシステム（EMS）の実証です。
数十か所の基地局に再生可能エネルギーとリチウムイオン・
バッテリーを導入して最適なエネルギーマネジメントを行い、
ディーゼル燃料の消費量を削減するとともに、安定的に電力を
供給するシステムの実現を目指すもので、約50％の省エネ効果
を見込んでいます。今年8月にインド政府と実証事業の基本協
定書を締結、プロジェクトが本格スタートしました。

　一方、タイでは、バンコク市内のアマリ・ウォーターゲート・ホ
テルに日本のビル省エネ技術（ヒートポンプ給湯、ビルエネル
ギーマネジメントシステム（BEMS）、LED照明など）を導入し
た実証実験を行い、約15％の省エネを実現しました。タイでは
ほかにもいくつかの事業を行っています。

今後は中小企業の省エネ技術も海外へ
　インドやタイでの普及はもちろん、ゆくゆくはその省エネ技術
を周辺諸国へも広げていきたいと考えています。また、日本の中
小企業の優れた省エネ技術を海外に普及させ、中小企業の
海外進出の支援にも力を入れたいと考えています。さらに、日本
の商社など世界中にネットワークをもっている企業には、NEDO
のスキームを活用していただきたいと思っています。これにより、
NEDOの海外プロジェクトは大きく進展できると考えています。

日本の省エネ技術は諸外国に比べて格段に優れている。
NEDOは、アジアを中心にその省エネ技術を使った実証実験を展開中だ。
すでに大きな成果が現れているものも出ている。
今後、その省エネ技術のさらなる普及、拡大を図るため、
NEDOは新たな展開を考えている。

日本の省エネ技術を
国際展開し、
世界のエネルギー
効率化を目指す

［特集］
NEDOの海外プロジェクト

省エネルギー部

NEDO省エネルギー部 部長

島昌英
Masahide SHIMA

　日本の鉄鋼業界において実績のある焼結クーラー排熱回収設備
をインドの鉄鋼業に導入し、日本の優れた省エネ技術の有効性を実
証し、インド国内で普及させることを目的とする。本設備は、大気に
放出していた排熱を利用するもので、焼結機下流の焼結クーラーに
排熱回収フードを設置し、冷却に使用した高温空気の顕熱を排熱回
収ボイラーで回収し蒸気を生成
させ、発電を行うもの。その結果、
省エネルギーとCO2削減、クロー
ズドサイクルにより高濃度煤塵が
大気に放散されない環境改善が
期待される。
実施期間:2009年度～2014年度
連携先:鉄鋼省

プロジェクト事例―❶

国際エネルギー消費効率化等技術・システム実証事業
（国際エネルギー使用合理化等対策事業）

国際エネルギー消費効率化等モデル事業
焼結クーラー排熱回収設備モデル事業

インド

クーラーフード。

※トップランナー制度
家電や自動車等の製品を指定し、その時点で消費電力量や電量等が最も優れた製品（トッ
プランナー製品）を超える基準値を定め、製造業者・輸入業者に対し、目標を満たすことを
求める制度。民生部門では自動車、エアコン、蛍光灯器具などが代表例。

1980年、通商産業省入省。2005年、貿
易経済協力局貿易振興課投資交流企画
官。その後、地域経済産業グループ地域
経済産業政策課地方調査企画官、中部
経済産業局電力・ガス事業北陸支局長
を経て2012年、独立行政法人新エネル
ギー・産業技術総合開発機構に出向（省
エネルギー部統括主幹）。2014年より
現職。

石油危機以降、GDPは2.4倍に増加したにもかかわらず、産業部門はエネルギー消費量が1割減少。一方、民生部門
は2.4倍に増加（業務部門2.8倍、家庭部門2.1倍）。産業部門は依然、全体の4割の消費量を占める。

インド政府との基本協定書締結（携帯電話基地局の省エネルギー化）

　エネルギー消費の増加が著しいタイの民生（業務）施設を対象に、
同分野の省エネルギーに貢献することを目的として、わが国の保有す
る省エネルギー設備と技術を組み合わせた省エネルギーモデル事業
を実証する。将来的にはESCO事業に代表される省エネルギーサー
ビスの普及も検討。高効率機器の導入、インバーターを活用した搬
送動力削減など省エネルギー技術の
導入、ヒートポンプなど再生可能エネ
ルギーの活用およびBEMS（Building 
Energy Management System）の導
入によるエネルギー管理・運用の最適
化など、さまざまな省エネルギー対策を
適用することにより省エネルギーを実現
し、温室効果ガス削減を図る。
実施期間:2011年度～2013年度
連携先:エネルギー省代替エネルギー開発・省
エネ局

プロジェクト事例―❸

国際エネルギー消費効率化等技術・システム実証事業
（国際エネルギー使用合理化等対策事業）

国際エネルギー消費効率化等モデル事業
民生（ビル）省エネモデル事業

アマリ・ウォーターゲート・ホテル。

　インドで急増中の携帯電話基地局において、再生可能エネルギー
を導入し、日本のエネルギーマネジメント技術を適用することにより、
環境負荷の低減を図りつつ、安定的に電力を供給するシステムを実
現、インド国内で普及させることを目的とする。本システムは、太陽光
発電とリチウムイオン電池を活用したエネルギーマネジメントを実施
し、エネルギー消費を削減。さらに、システムを収納するコンテナの
表面に高反射率の光触媒型
塗装を塗布することにより、コ
ンテナ内の温度上昇の抑制、
空調に要する電力の削減を図
るもの。その相乗効果により、
運転コスト削減と環境負荷低
減が期待される。
実施期間:2014年度～2016年度
連携先:通信IT省、新・再生可能エ
ネルギー省、財務省

プロジェクト事例―❷

国際エネルギー消費効率化等技術・システム実証事業
携帯電話基地局エネルギーマネジメントシステム実証事業

インド国内の携帯電話基地局の一例。

インド

タイ

我が国における最終エネルギー消費の推移 エネルギー効率の各国比較（2010年）

出所：IEA　energy balance 2012/2011
（注）一次エネルギー供給（石油換算トン）/実質GDPを日本＝1として換算。出典：総合エネルギー統計、国民経済計算年報、EDMCエネルギー・経済統計要覧
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UAEの水循環システムに大きな手応え
　そこでNEDOは、日本企業が強みをもつ膜や省エネなど要素
技術を組み込んだシステムを提案し、管理、運営分野に切り込
んできました。具体的にはアジア等の地域において、ショーウィン
ドー的な設備を設置し、実際に稼働させることで、日本の技術
の有益性をアピールしました。

2025年に約87兆円が見込まれる一大市場
　環境部は水循環、クリーン・コール・テクノロジー、フロン対策、
3R、環境化学という5つの分野で海外プロジェクトを進めていま
す。中でも水循環はNEDOが力を入れている分野です。
　世界の淡水資源は地域偏在性が高く、絶対量も限られてお
り、人類が利用できる淡水源は、地球上の水のうち0.01％にす
ぎません。また、世界の水ビジネス市場は巨大で、2007年の時
点で約36兆円といわれました。地球規模での人口増加や経済
発展、工業化の進展によって、水需給は今後さらに逼迫すること
が予想され、2025年には約87兆円になると見込まれています。

2014 no.54

　中でも日本の膜技術を使った、UAEの小規模分散型水循
環事業は関心が高く、多くの見学者が訪れました。点在する工
業団地やレイバー・キャンプごとにユニット式の水処理装置を
設置し、そこから出る排水の再利用を行うというものです。事業
は昨年度終了しましたが、現在も稼働中で、現地から高い評価
をいただいています。しかも、そのシステムは周辺諸国にも導入
されています。
　また、オーストラリアでは、雨水を飲料水として利用するため
のシステムという、非常に画期的なプロジェクトに取り組んでいま
す。世界初の試みということで、現在はガイドライン化に向けた

準備の段階で、成立後は本システムが多くの国に普及すること
になると思います。
　ただ、システムによってはコストが高いという課題がありますの
で、現地のニーズに合ったコストまでいかに下げられるか、これか
ら努力していく必要がありますし、そうすることで欧州の水メジャー
との競争に打ち勝っていきたいと考えています。水ビジネスは今
後、地球規模でさらに拡大していきますので、そのチャンスは十
分にあるでしょう。産業排水や生活排水はもちろん、新たな対象
水への取り組みも行っていく方針です。

　その水ビジネスに強いのが、欧州の“水メジャー”といわれて
いる企業で、装置設計、建設から管理、運営までを一貫して、
単独で提供しています。それに対し、日本企業は部材、部品、
機器の納入や装置設計、建設を個別に受注するケースがほと
んどで、一貫したサービスの提供ができていません。分野ごとに
多数の企業が存在し、水ビジネス市場の半分以上を占める管
理、運営は地方自治体が行っているため、一企業で一貫した
サービスを行うノウハウがないことがその理由です。しかし、海外
で水ビジネスを展開するには、相手国が求めるニーズを踏まえ
た提案力、水源から蛇口までの各プロセスの機器、システムを
トータルコーディネートし、マネジメントする力が求められます。

欧州の企業が圧倒的な強さを誇る水ビジネス市場。
NEDOは日本の膜技術を使った水循環システムで
その市場に挑んでいる。
UAEではすでに成果を上げ、周辺諸国にも広がりを見せている。
NEDOは水循環システムのさらなる技術開発とコストダウンを進め、
世界的な水問題の解決に貢献すると同時に、
世界の水ビジネス市場への日本企業進出を支援していく。

ニーズを踏まえた
水処理システムの提案で
拡大する
水ビジネス市場を開拓

　中東を中心とした新興地域では、急激な都市化の中、慢性的な水
不足や排水処理設備の不足から、処理水再利用のニーズが高まって
いる。このような中、ユニット型MBR（膜分離活性汚泥法）、RO膜（逆
浸透膜）を用いたシステムを工業団地に設置し、下水から工業用水等
を再生し、地域で循環する小規模分散型水循環事業を実証する。
実施期間:2009年度～2013年度
連携先 :UAEラスアルハイマ首長国投資庁

　NEDOと豊田通商株式会社は、北京市内において、工場単独としては日中両
国で前例のない、大規模集約型の自動車リサイクルシステムの実証プロジェクト
（2011年度～2013年度）を実施しました。
　本システムでは、前処理からフロン破壊などの有害物処理、車体裁断や廃タ
イヤの破砕までトータルでリサイクルシステムを構築し、解体に伴う環境負荷を
低減しつつ、年間1万台以上の解体処理、約90％という日本国内以上のリサイ
クル率※を達成しました。この処理能力は、北京市内で解体・リサイクル処理さ
れている使用済み自動車の約13％に相当し、今回のプロジェクト成果をもとに、
豊田通商株式会社が日本企業として初めて中国国内で自動車解体リサイクル
事業に参入しています。今後、日本発の自動車リサイクル技術の普及につなが
ることが期待されています。
　なお本実証プロジェクトは、NEDOと中華人民共和国国家発展改革委員会
の連携のもと、現地パートナー企業である北京博瑞聯通汽車循環利用科技有
限公司の協力により実施されました。

※車両総重量のうち、部品・原材料としての再利用が行われる重量の率。

高効率自動車リサイクルシステムを
中国 北京で構築

プロジェクト事例―❶

中東等の海外新興地域における
小規模分散型水循環事業に係る実証研究

Column

［特集］
NEDOの海外プロジェクト

環境部

1：廃液の回収工程。　2：切断機による車体の解体工程。　3：廃タイヤの破砕工程。

NEDO環境部 主任研究員
江口弘一
Koichi EGUCHI

1986年NEDO入構。環境技術開発部
主幹、バンコク事務所長を経て、2012
年より現職。「水で困ったら日本に相談
を」との世界を目指したい。

アラブ首長国連邦（UAE）

1

2 3

我が国水関連産業の“弱み”
水ビジネスのバリューチェーン

（単位：億円）

出典：METI国際展開戦略「水ビジネスの国際展開に向けた課題と
具体的方策」
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我が国水関連産業の“強み”
•要素技術に高い技術力
　→素材・部材供給などの分野に強み
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出典：（株）富士経済報告書「2009年版水資源関連市場の現状と将来展望」
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NEDOワシントン事務所
所長 畑田浩之
Hiroyuki HATADA

NEDOシリコンバレー事務所
所長 滝澤豪
Go TAKIZAWA

古川理事長とARPA-Eのシェリル・マーティン長官。

第4回日米欧三極クリティカルマテリアル会議の
様子。約70名の政策当局者および専門家がクリ
ティカルマテリアルの代替・低減に関する研究開
発やリサイクルに関する議論を実施。

NEDOと米国カリフォルニア州は、同州北部都
市圏におけるEV（電気自動車）行動範囲拡大実
証事業の実証前調査（FS）を実施することに合
意し、協力合意書（LOI）を締結。

古川理事長とヘンリー・チェスボロー教授。

事務所主催のソーラーカー教室の様子。

　ワシントンには連邦政府機関やシンクタン
クが集まり、政策に関する議論が常に行われ
ています。環境・エネルギー政策やイノベー
ション政策も重要なトピックであり、これらの分
野で社会はどこに向かうのか、技術には何が
求められているのかを感じ取るには最適な場
所だと思います。ワシントン事務所が携わっ
ている代表的な事業としてはまず、情報収
集が挙げられます。環境保護庁の規制動
向把握や、イノベーションで有名なDARPA
（国防高等研究プロジェクト庁）関係者ヒ
アリング、自由化後の電力市場での小売業
者の実態調査等、制度面から実態面まで
を調査しています。また、各機関との関係構
築も重要で、ARPA-E（エネルギー省エネ
ルギー高等研究プロジェクト庁）トップと古
川理事長の面談や、国立研究所・大学へ
日本企業を率いての視察ツアーなどを実現
しました。最近では9月に行われた「第4回

日米欧三極クリティカルマテリアル会議」に
おいて、今後の技術開発動向について議論
を行いました。一方で、各地での講演や、家
族向けイベントとしてソーラーカー教室を開
催するなどして、日本の技術に関する情報発
信やNEDOの認知度向上にも努めています。
『Focus NEDO』の英語版も、当事務所の
発案で始まりました。
　ワシントンや米国東部地域において、日本
はライバルであると同時に、信頼できて技術
水準も高い、パートナーとして重要な国と見ら
れています。ロボット技術では関係者に一目
置かれていますし、石炭火力で日本と協力し
たいという声もしばしば聞きます。一方で、具
体的な話は簡単に進まないのも実態です。
言葉や文化の違いを乗り越え、互恵的な協
力が進むよう、総論・各論両方で情報発信
含め地道な努力を継続する必要があり、当
事務所も貢献したいと思っています。

　シリコンバレー事務所
のあるカリフォルニア州
の名目GDPは2.2兆ドル
と国別ランキングで8位
に相当、ブラジルに次い
でロシアやインドを凌ぐ
規模です。この市場の
力を背景にエネルギー・
環境分野で世界をリー
ドすべく果敢な政策目
標を掲げています。例え
ば、2020年までに温室
効果ガスの排出レベル
を1990年レベルに削減
する。そのために2020年
までに再生可能エネル
ギー発電比率（大規模
水力を除く）を33％にし、
系統安定化のため2020
年までに大手電力会社
に計1.325GWの蓄電施
設の導入を義務付ける。EV（電気自動車）
や燃料電池自動車などのZEV（ゼロエミッ
ションビークル）を2025年までに150万台導
入するといった野心的な数値目標を掲げてい
ます。
　かつて日本の自動車産業はカリフォルニ
アの厳しい環境規制をてこに米国市場、ひ
いては世界市場を獲得していきました。同様
に、カリフォルニアの先進的な政策がつくり出
す官製市場をてこに、技術力のある日本企
業が世界市場に打って出る。インフラ輸出
の先駆けとしてわが国企業が保有するエネ
ルギー・環境技術の導入効果を見える化し、
普及させるべく、シリコンバレー事務所は、カ
リフォルニア州政府（州知事室、公共事業
委員会、電力規制委員会など）や電力業界
と新規の実証事業を開始するための対話を

重ね、EVや系統用蓄電施設の実証事業な
ど具体的なプロジェクトの創出に取り組んで
います。
　また、2012年に東海岸で発生したハリ
ケーン サンディをきっかけに、有事に強いイ
ンフラとしてその価値が改めて認められたス
マートグリッド技術を米国内で実証し、ビジ
ネスに結び付けるべく、年間日照日数が300
日を超えるニューメキシコ州（ロスアラモス
郡とアルバカーキ）や風力発電等の再生
可能エネルギーの導入が急速に進むハワ
イ（マウイ島）など、米国西部の特色を生か
したスマートグリッドの実証実験を行ってい
ます。
　さらに、世界に例のないイノベーションの
中心として知られるシリコンバレーの地の利
を生かし、「Open Innovation」の提唱

者として著名なUCバークレーのヘンリー・
チェスボロー教授を招き、日本企業の本社
から経営層が多数参加した「Japan SV 
Open Innovation Forum」を開催するな
ど、イノベーション政策の実践にも取り組ん
でいます。

現地が求めるニーズを把握し、
日本への高い信頼と期待に応える

世界有数の規模を誇る市場で
日本企業の活躍の場を創出［特集］

NEDOの
海外プロジェクト

［特集］
NEDOの

海外プロジェクト

海外事務所の活動

U.S.A.
海外事務所の活動

U.S.A.
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NEDOバンコク事務所
所長 石井紳一
Shinichi ISHII

NEDO北京事務所
所長 田中英治
Eiji TANAKA

高温・高圧ボイラーを用いた次世代ストーカ炉により高効
率な都市ごみ焼却が可能である。

世界が注目する有望市場で
各国政府との共同プロジェクトを推進

中国市場への技術・製品の普及を
新興国市場への足がかりに

経済発展著しいバンコク市内。写真中央は中心
部に位置するサイアム駅。

NEDOとタイ科学技術省国家イノ
ベーション庁（NIA）との共同プロジェ
クトによりタイ国内にバイオエタノール
製造プラントが完成。2014年4月22
日に実証運転を開始。

中国内モンゴル自治区フフホト市で実施の都市
廃棄物高効率エネルギー回収実証事業。中国
での大型ストーカ炉としては最北での建設例と
なる。

［特集］
NEDOの

海外プロジェクト

［特集］
NEDOの

海外プロジェクト

海外事務所の活動

THAILAND
海外事務所の活動

CHINA

　ASEANの総人口はEUの5億人を超え
る6億人、その平均年齢はほぼ30歳以下で
あることから、今後の生産・消費人口の飛躍
的な増加が見込まれるだけでなく、4～8％と
いう高い経済成長率を示す有望市場として
注目を浴びています。これまでも、多くの日系
企業が生産拠点としてASEANに進出してき
ましたが、最近では、この地域の消費市場を
狙った企業進出が目立つようになりました。
　一方、この地域では政治的な不安定さに
起因する政策変化や、為替変動リスクに敏
感になることはもちろんのこと、それ以上に各国
の政策金利が5％以上もあり、現地企業や
投資家は投資回収年数に非常に敏感である
という事実に目を向ける必要があります。具体
的には、設備を導入する場合に投資回収年
数を3年程度に設定しているケースがほとんど
で、日本的な“信頼性が高いので長い目で見
れば”では遡上にのせることはまったくできず、

徹底したコスト低減が現地市場獲得のカギと
なっています。
　この地域では、エネルギーやインフラなど
基幹産業の多くが国営またはそれに近い会
社により運営されているケースがほとんどで
す。そのため民間企業単独による市場参入
には障壁が多く、政府機関としてのNEDO
が、各国政府との共同国家プロジェクトという
枠組みを通じて、わが国の技術の導入・普
及と標準化促進の突破口の役割を担うこと
を念頭に活動しています。
　バンコク事務所では現在、30件以上の
国際共同プロジェクトを実施しています。例
えば、タイでのバイオ燃料からエタノールを
製造するプロジェクトや内視鏡診断システム
の研究、インドネシアの工業団地をスマート
化するプロジェクト、ベトナムの産業廃棄物
発電プロジェクトなど、各国の特色を生かし
た事業を展開しています。

　中国では1970年代後半に改革開放政
策が導入され、従来の計画経済から“特色
ある社会主義資本経済”への転換が図ら
れています。資本経済を取り入れつつも、政
治・経済などの社会目標を5カ年計画として
取りまとめ、具体的政策が立案されます。現
行の第12次5カ年計画では省エネ、環境
保護に重点が置かれており、2012年秋に
発足した（いわゆる）習近平政権においても
その方針が踏襲されています。
　NEDOは約20年間にわたり、中国で省エ
ネ・新エネ、環境保護、クリーン・コールに関
する国際実証事業などを行い、日本で確立
された技術や設備の中国市場での効果実
証を進めてきました。その結果、NEDOの実
証事業を通じて実証成果の認められた設
備がおよそ300基普及しており、約700万キ
ロリットル／年の原油使用量削減と日本企
業の中国市場進出に貢献しています。中国

では経済活動も政治的影響を避けられない
ため、これが中国事業独特の難しさにもつな
がっていますが、NEDO事業には中国政府
も参画していることを活用し、事業開始後の
円滑な事業推進や成果普及を意識した進
め方としています。
　中国では一般的に、日本製品に対しては
信頼性が高く、安全・安心のブランドであり、
日本技術には先進性があると認識されていま
す。中でも環境保護やスマートグリッドに関す
る技術は世界でも先行していると評価されて
います。そのため、NEDO事業を通じ、世界
経済の一大発信地である中国市場におい
て、これらの分野を中心とした日本技術や日
本製品の普及を図ることにより、中国市場だ
けでなく、他の新興国市場へのインパクトにも
つなげていくことがNEDOの役割として求めら
れていると考えています。

焼却施設外観。
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NEDO欧州事務所
所長 湯本啓市
Keiichi YUMOTO

NEDOニューデリー事務所
所長 田中哲也
Tetsuya TANAKA

記念行事で行うランプセレモニー。

ニューデリー事務所現地スタッフの皆さん。

2014 no.54

未来を見据えて変化する社会で
日本の技術を多角的に生かす

混沌と可能性が同居する巨大市場で
日本企業と協力して道を切り拓く

スペイン マラガ市では、日本製電気自動車と急速充電器等を用いた実証試験を行っている。

RINL社製鉄所の焼結設備が排出する高温ガス
を回収し、蒸気にして発電する設備の竣工式の
様子。この設備は同製鉄所使用電力（280MW）
の約6％をまかなうことができる。

2013年10月、ドイツで生活支援システムの国際研究開
発・実証事業の実施協定を締結し、実証試験を開始。
写真は欧州域内で医療機器として流通・販売できるCE
マーキングを取得した「ロボットスーツHAL®」。

［特集］
NEDOの

海外プロジェクト

［特集］
NEDOの

海外プロジェクト

海外事務所の活動

EUROPE
海外事務所の活動

INDIA

のさまざまなプレーヤーによるイノベーションを

考えていく上で、わが国にとって大変参考にな
ると思います。
　欧州事務所が携わっている事業として、最
近ではスマートコミュニティとロボット分野での
実証事業のウェイトが高まっています。スマー
トコミュニティ分野ではフランス、スペイン、イ
ギリスで、ロボット分野ではドイツ、デンマーク
で実証事業が始まりました。スマートコミュニ
ティやスマートシティは、エネルギー市場の自
由化やFITによる再生可能エネルギーの大
量導入によって新たな課題に直面する欧州に

　欧州には、自由化されたエネルギー市場
や新しいタイプの環境規制など、日本と異なる
ビジネス環境があり、成熟した社会でありな
がらも、こうした環境に対応したイノベーティブ
な技術やビジネスモデルが生まれています。
また欧州委員会は、フレームワークプログラム
と呼ばれる助成制度を通じて、EU加盟国の
共同研究開発などを強力にバックアップして
おり、イノベーション促進に対して中長期にわ
たる大規模な支援を行っています。今年から
は「Horizon 2020」というプログラムがスター
トしています。こうした欧州の情勢は、産学官

とって戦略的に重要な分野に位置付けられ
ています。また、分権の進んでいる地方自治
体の環境意識がとても高いことから、各地の
特徴を生かしたさまざまな取り組みが進められ
ています。NEDOは、これらの先進的な自治
体とタッグを組んで、わが国の優れた省エネ、
系統制御技術と現地企業の技術を組み合
わせた、スマートビルや電気自動車インフラ、
小口電力のアグリゲーションなどのビジネスモ
デルの構築を目指しています。
　また、欧州でも高齢化が大きな社会問題で
あり、福祉・医療の現場では、日本のロボット
技術の導入に注目が集まっています。ドイツや
デンマークでは、新たな技術導入に積極的
な地域の病院・施設と連携しています。日本
企業にとっても欧州のビジネス環境や欧州企
業との協業を通じ、次の成長につながる糸口
を得る機会となるでしょう。さまざまなレベルで
日欧の強みを生かしたパートナーシップを組
めるよう、NEDOが橋渡し役を担うことがますま
す重要になってくると思います。

　2014年5月26日、国民の大きな期待を背
負ってナレンドラ・モディ新首相が誕生しまし
た。モディ新首相の誕生後、インド国内には、
日印協力がこれまで以上に深まることを歓迎
する雰囲気が強まっています。インドはさまざま
な分野の協力を日本に対して期待しています
が、NEDOが関連する分野では、これまで活
発に取り組んできたエネルギーの分野だけで
なく、製造業の分野に対する期待も大きくなっ
ています。
　今後より一層の発展が期待されるインド市
場において日本企業が進出する足がかりを
つくるべく、ニューデリー事務所は、日本で確
立した技術をインドで普及させることを目的とし
た、日印共同の実証事業を推進しています。
一般的に動きが遅いとされるインドの官僚機
構を相手にプロジェクトをスムーズに進めてい
くためには、インド政府との協調が非常に重要
となるため、インドの政策と調和した事業の立

案・推進を行っています。
　例えば、インドは電力の需要が供給を大き
く上回り、停電は日常的に発生し、グリッドが
未整備の場所が多く電化率は約7割とされ
るなど、エネルギー分野の課題が多く、経済
成長の実現には電力の安定供給が である

と考えられており、政策上も重要視されていま
す。このような状況の中、NEDOは、携帯電
話基地局に太陽光発電とリチウムイオン電池
を活用したエネルギーマネジメントシステム
や製鉄所で発生する排熱を利用して発電を
するシステムの導入、インドのある町をフィール
ドとしたマイクログリッド技術の導入など、イン
ドのエネルギーに関する課題解決に貢献す
る取り組みに、インド政府・企業とも協力しつ
つ取り組んでいます。

フランス リヨン市に建設中のポジティブ・エナジー・ビルディング（PEB）の完成予想図。 
©Cril Thomas and Kengo Kuma & Associates



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（NED O）の広報誌「F o c u s 
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について、ご
紹介します。

昨年度出展の様子

今回出展予定の光電子集積デバイス

最先端の省エネルギー技術の開発成果や取り組みについて
広く紹介することを目的に、「NEDO省エネルギー技術フォー
ラム2014」を開催します。
本フォーラムは、2014年11月12日（水）～11月14日（金）に開
催される「グリーン・イノベーションEXPO 2014」内に出展す
るNEDO展示ブースにて実施します。ブース内ではパネルや
試作品などを展示するとともに、技術開発に関する最新の成
果発表を行います。また、展示会場内特設セミナー会場では
経済産業省政策担当者や学識経験者の方々をお招きし、省
エネルギー政策に関する今後の方向性やZEB・ZEH関連技
術の最新動向などについて講演予定です。

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@ml.nedo.go.jp
FAX：044-520-5154
「Focus NEDO」編集担当宛

NEDOが実施するプロジェクトの公募情報や、
NEDOの最新の成果や活動などをお知らせす
るメール配信サービス（無料）を行っています。
ぜひご登録ください。
http://www.nedo.go.jp/nedomail/index.html
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NEDO展示会出展

NEDOが出展するイベントのご案内

NEDO省エネルギー技術
フォーラム2014
2014年11月12日（水）～11月14日（金）
「グリーン・イノベーションEXPO 2014」内で開催

Calendar Information

EVENT 01>

「セミコンジャパン2014」は、半導体やその隣接技術に関する
日本最大級の展示会で、装置、材料、各種サービスなどに関
する企業が一堂に会します。NEDOは、超低消費電力デバイ
ス、光エレクトロニクスデバイス、微細加工技術などの最先端
テクノロジーを紹介します。

SEMICON JAPAN 2014
2014年12月3日（水）～12月5日（金）

EVENT 02>

4 月

9 月

8 月

6 月

7 月

5 月

NEDOフォーラム
2015年2月12日～13日／
東京国際フォーラム

地域版NEDOフォーラム2014

NEDOが進める活動や成果を広
く知っていただくために、NEDO

の研究成果を一体的に発信する
NEDOフォーラムを開催します。
NEDOが取り組む最先端技術を
分かりやすく紹介します。

日本全国の企業・大学等を対象に
NEDOを認知してもらい、NEDO公
募事業への参加、活用の促進を図る
ため、活用可能な事業や公募等の情
報を紹介し、個別相談会にて公募に
ついての相談を実施します。
さらに、事業で得られた成果や技術
開発マネジメントの成功事例等に
ついて分かりやすく紹介し、技術開
発から事業化までの幅広いソリュー
ションを提供します。

※詳細はNEDO WEBページ等で告知
します。

仙台／2014年10月30日

広島／2014年11月20日

大阪／2014年11月26日

第41回国際福祉
機器展H.C.R.2014

CEATEC JAPAN 2014

BioJapan 2014

地域版NEDOフォーラム

グリーン・
イノベーション
EXPO2014 

地域版NEDOフォーラム

SEMICON Japan 
2014 

NEDOフォーラム
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