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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（NEDO）の広報誌「Focus 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、NEDOの活動について、ご紹介します。
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人と社会のための
人工知能とは
将棋棋士

羽生善治さん

　2016年３月に、囲碁で人工知能（AI）とプロ棋士の対局が話題となり

ました。これまでチェス、囲碁、将棋がコンピューターと対局してきまし

たが、その歴史にはコンピューターの進化が如実に現れています。最近

では、「機械学習」や「ディープラーニング」といったAI技術が注目され

ていますが、こうしたコンピューターと人との関わりで一番難しいのは、

AIの思考プロセスがブラックボックスだということです。問題から結論

にたどりつくまで、どういう過程でその答えに至ったのか、進歩したAIの

考え方は人には分かりません。今後、AIは社会の多くの場面で活用が見

込まれていますが、人にとっては、やはり考え方やその過程も重要です。

納得できる説明やコンセンサスがないと、技術が進んでも、社会に取り

入れるのは難しいこともあるかもしれません。

　また、AIが100％万能ということはあり得ません。例えば、将棋では水

平線効果という言葉があります。大きな問題や不利な状況を先送りし表

面化しないようにすることで、読みの評価から消えることを指します。冒頭

の囲碁で人間側が唯一勝った対局は、AIが突然暴走したとか不可解なミ

スと言われていますが、おそらく、水平線効果が現れたのではと私は思っ

ています。こうしたことからも、人とAIはお互い補完し合う存在として、人

間が必ずバックアップやチェックをする必要があり、AIを社会のなかでど

う使うか、また、どう使わないかについて、ルールや法整備だけではなく

倫理や気持ちの準備も含め、早急に議論を深めていく必要を感じます。

　AIが人間の美意識にそぐわない選択や決断を提示したとき、人間の美

意識がそれを受け入れて変わっていくのか、もしくは別物としてそれぞれ

の道を行くのか。どちらの可能性もありますが、AIが導き出す答えを人間

が人間なりに理解し、今度はそれを人間の技術や知識として人の向上の

ために変換できるかどうかが、AIと向き合う人に与えられた課題と思っ

ています。それができたときに、今の延長線上にある社会や世界とは

まったく違う、新しい未来の方向性が生まれるのではないでしょうか。

はぶ よしはる

1970年生まれ。小学1年生のときに将
棋と出合う。小学生名人戦で優勝。6年
生で奨励会（プロ棋士になるための養
成機関）に入会。史上3人目の中学生プ
ロ棋士となる。86年、勝率1位で新人賞
を獲得。89年、史上最年少で竜王位を
獲得。94年、名人。96年、史上初の7大
タイトル独占。08年、永世名人の資格を
得る。通算タイトル獲得数、通算公式戦
優勝回数など、数々の記録で歴代1位。
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●世界の原料別発電の割合

今後も石炭を原料とする発電は世界的に必要。
（IEA「World Energy Outlook」2002,2004,2007-2012,2014より）

高効率・環境にもやさしい

次世代火力発電
石炭やLNG（液化天然ガス）などを燃料に使った火力発電の技術開発が進んでいます。
できるだけ少ないエネルギーで多くの発電をすることにより、
火力発電で問題とされる二酸化炭素（CO2）の排出も抑えようとしています。
NEDOが目指す次世代の火力発電技術の開発について紹介します。

特集  1

電力の安定供給に
火力発電は欠かせない電源
　燃料を燃焼させることで得るエネルギーをタービンによって
運動エネルギーに変換し、さらに発電機で電気エネルギーを
生じさせる発電方式を火力発電と言います。
　火力発電をめぐっては、燃料に天然ガス、石炭、石油といっ
た化石燃料を使用することから、「温室効果ガスとされる
CO2が排出されるため使うべきではない」という声も聞かれ
ます。特に、昨年12月の気候変動枠組条約第21回締約国会
議（COP21）におけるパリ協定の採択を受け、各国のエネル
ギー政策や地球温暖化対策をめぐる議論に世界の関心が集ま
るなか、日本国内においても、火力発電のあり方に改めて注目
が集まっています。
　「まず、エネルギーの原料をほぼすべて輸入に頼っている日
本では、エネルギーの安定供給のためさまざまな方法で発電が

できる状態にしておく必要があり、その役割の一つを石炭などが
燃料になった火力発電が担っています。また、今後は太陽光や
風力などの再生可能エネルギーの利用も増えていきますが、天
候により発電量が左右されるこれらのエネルギーをバックアッ
プする電源として火力発電は重要です」と、NEDO環境部の在
間信之統括研究員は、火力発電の役割りをこう説明します。
　日本の電力の中核を担う火力発電の今後については、2015
年7月に経済産業省が決定した「長期エネルギー需給見通し」
（エネルギーミックス）において、2013年度は石炭、LNG、石
油による火力発電が88％だった電源構成比を、2030年度に
は56％に引き下げる目標を立てています。これにより、2030
年度に2013年度比で温室効果ガスを26％削減する目標が決
定されています。
　また、世界に目を向けても、石炭を中心とする火力発電は、
実はまだまだ重要な電源となっていると、在間統括研究員は話
します。資源として安価であるからです。

Q.1石炭火力は
必要なのでしょうか？

A.1必要です。電力の安定供給を
担う電源だからです！

疑問に
お答え

 します！

●2013年度と2030年度の電源構成比較

石炭火力発電は将来的にも重要なベースロード電源。
（経済産業省「次世代火力発電に係る技術ロードマップ」より）

●世界の石炭採掘可能埋蔵量

調達コストが安い石炭は世界中にあり、発展途上国の多くでは発電の中心が火力発
電である。（World Energy Council 2013「Survey of Energy Resources」より）

●世界にはまだ低効率の石炭火力発電が多い

日本の石炭火力発電技術は世界最高水準。より少ない石炭で多くの電気を生み出せる
日本の技術が海外で普及できればCO2排出削減に貢献できる。（International 
comparison of fossil fuel power generation efficiency(ECOFYS)(2013)より）

私がお答えしました！

在間信之
NEDO環境部統括研究員

＜クリーンコール＞

NEDO研究開発推進部実用化助成グルー
プ主幹、環境部クリーンコールグループ主幹
などを経て現職。クリーンコール技術海外
普及展開等事業プロジェクトマネージャー。

石炭ガス化複合発電などの実証試験が行われている
大崎クールジェン（広島県大崎上島町）。
詳しくはP.08に掲載。

　「アフリカや中南米などの経済的発展を遂げようとしている
国々を含め、石炭を資源として持つ国は多くあります。経済発
展に伴う電力不足を解消するには、自国のエネルギー資源を使
うことも重要です。こうした理由から、石炭をはじめとする火力
発電の需要は世界的にも大きくあります」
　国際的なエネルギー機関の予測では、石炭などの火力発電
の需要は、特に新興国を中心に、今後もさらに増えていくと考
えられています。

経済成長と気候変動対策のカギとなる
革新的な次世代火力発電技術
　こうしたことを踏まえて、CO2排出量を削減しながら、エネル
ギーとして有効活用していく道筋を示すべく、経済産業省は今
年の６月末に「次世代火力発電に係る技術ロードマップ」の最
終とりまとめを公表。2030年度以降も、火力発電の革新的な
技術開発は経済成長と気候変動対策の両立のカギとし、その

技術開発の推進役を担っているのがNEDOです。NEDOは、設
立以来30年以上にわたり、石炭をより効率的にクリーンに活用
する「クリーン・コール・テクノロジー」の開発を推進しています。

日本発の技術で、世界の
火力発電を高効率に
　「電力は経済活動と密接に関係するため、世界各国、それぞ
れの思惑が入り交じりますが、発電コストが低廉で環境負荷も低
く、昼夜問わず安定的に稼働できる電力という『ベースロード電
源』の確保はどの国にとっても必須。既に、高い技術力を誇る日
本の火力発電ですが、NEDOが取り組む次世代火力発電の技術
は、国内はもとより、世界の環境負荷低減や安定的な経済成長
にも貢献できると確信しています」（在間統括研究員）。
　世界に必要とされる革新的な次世代火力発電のカギを握るの
が「高効率化」と「CO2分離・回収」。その達成に向け、NEDO
がどのような技術開発に取り組んでいるかを紹介します。



高
効
率
化

技
術
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特集  1高効率・環境にもやさしい 次世代火力発電

Q.2火力発電は今後どう
なっていくのですか？

A.2発電効率が飛躍的に
高まっていきます！

高温ガスに耐えられる
ガスタービンで発電効率アップ
　化石燃料の燃焼で生じる熱に対して、どれだけ発電すること
ができるか。これが火力における発電効率です。そこでNEDO
は、火力発電の主流であるLNG火力と石炭火力について、発
電効率を高めるための技術開発を進めています。
　LNG火力では、ガスの熱を運動エネルギーに変換する装置
であるガスタービンに「何度までのガスなら溶融せずに耐えら
れるか」という耐用温度の問題があります。この耐用温度を高
めることが発電効率向上の課題の一つです。いま実用化され
ている火力発電用ガスタービンでは「1600℃級」が最高性能
ですが、この温度をさらに高めることができれば、さらに高効
率になります。NEDOは現在「高効率ガスタービン技術実証

事業」を実施し、2020年までに「1700℃級」ガスタービンの
技術確立を目指しています（P.07参照）。なお、LNGを燃焼さ
せた高温ガスでガスタービンを動かして発電機で発電するとと
もに、発生した高温ガスでつくった水蒸気で蒸気タービンを動
かして発電する「ガスタービン複合発電」（GTCC）が主流の方
式になってきており、この実証事業でもGTCCが前提です。

石炭をガス化、蒸気でも発電
燃料電池も組み合わせ発電効率アップ
　一方、石炭火力発電では、これまで石炭を燃焼させて水蒸気
を生じさせ、蒸気タービンを動かして発電をするという方式が
主流でした。しかし今後は、石炭をガス化し、発生したガスを
燃やしてガスタービンを動かして、さらにその過程で生じた熱
により蒸気タービンを動かす「石炭ガス化複合発電」（IGCC）
の本格的な実用化により、石炭火力発電の高効率化が進んで
いきます。さらにその先には、発生したガスに含まれる水素を
使って燃料電池でも発電を行う「石炭ガス化燃料電池複合発
電」（IGFC）の実現も視野に入っています。
　NEDOは「石炭ガス化燃料電池複合発電実証事業」を推進
し、2018年度までにIGCCの実証で送電端での発電効率を
46％にする目標を、また2020年度までにCO2分離・回収型
IGCC実証でCO2を90％回収しつつ発電効率を40％にする
目標を立てています。さらに2021年度までのIGFCの実証で
発電効率を55％にする目標も掲げています。

NEDOプロジェクト 技術開発 file1
タービンを性能強化し、より高温なガスで高効率発電

激化する競争を勝ち抜く
世界をリードする日本のガスタービン
　NEDOプロジェクトで、1600℃級という世界最高クラスの
ガスタービンを実用化した三菱重工業が挑むのは1700℃
級の実証研究。2020年度の技術確立を目指しています。
1600℃級のガスタービンの発電効率は54％ですが、1700℃
級が実現すれば57％まで高められると期待されています。
　プロジェクトマネージャーを務めるNEDO環境部の佐藤順
主査は、「ガスタービンの性能をめぐっては米国やドイツなど
と世界で激しい競争があります。開発には長い年月と膨大な
資金が必要となるため、国が一体となって取り組む必要があり
ます。世界に先駆けて1700℃級を実現するのは簡単なことで
はありません」と話します。

あらゆる装置の性能を高め
「山頂が見えてきた」1700℃級への挑戦
　1600℃級から1700℃級へ、100℃高めることの難しさに
ついて、三菱重工業総合研究所の石坂浩一ガスタービン開発
センター長は、「1700℃級の実現には、さまざまな技術が必
要です。燃焼器やタービンなどのあらゆる装置に対して目標を
設定し、それらを一体化する必要があります」と話します。
　例えば、ガスタービンにガスを送り込む手前でガスを燃焼さ
せる燃焼器では、扱うガスの温度が高くなると、大気汚染の原
因となる窒素酸化物（NOx）の排出量が指数関数的に高まっ

てしまいます。そこで燃焼器の形を工夫することで、NOxをで
きるだけ抑える技術開発が必要になります。
　タービンの羽根については、耐熱セラミックスで覆われてい
るものの1700℃のガスを受け続ければ融けてしまいます。そ
こで、それぞれの羽根の内側に通気孔を張りめぐらせて、羽根
を内側から冷やすことにも取り組み、より少ない空気で効率よ
く冷やそうとしています。
　NEDOのプロジェクトとして取り組むことについて、石坂氏は
「さまざまな技術開発を、ひとまとまりのパッケージで進めら
れる点が大きい」と話しています。9年間に及ぶ事業は、2016
年度で5年目に入り、「それぞれの装置について開発してきた
技術を統合させていく段階に移っていきます。実感では今は5
合目。技術確立という山頂が見えてきたところです」（同）。

三菱重工業の石坂センター長（右）とNEDO佐藤主査。すでに実用化している1500℃級ガスタービンのローター。

すでに実用化している1500℃級ガスタービンのローター

私たちがお答えしました！

石坂浩一 氏
三菱重工業株式会社 総合研究所 

主席PJ統括 ガスタービン開発センター長

佐藤 順
NEDO環境部クリーンコールグループ主査

次世代火力発電技術の高効率化、低炭素化の見通し

※図中の発電効率、排出原単位の見通しは、現時点でさまざ
まな仮定に基づき試算したもの。（経済産業省「次世代火力
発電に係る技術ロードマップ 技術参考資料集」を基に作成）

現在　　　　　　　　　　　　　　　　2020年頃　　　　　　　　　　　　　2030年頃

GTCC
発電効率：52％程度

1700℃級 GTCC
発電効率：57％程度

GTFC
発電効率：63％程度

トリプルコンバインドサイクル
燃料電池＋ガスタービン＋蒸気タービン

USC
発電効率：
40％程度

A-USC
発電効率：
46％程度

IGFC
発電効率：55％程度

1700℃級IGCC
発電効率：
46〜50％程度

CO2 約1割減

CO2 約2割減

CO2 約2割減

CO2 約3割減
LNG火力

石炭火力

1700℃級ガスタービン
コンバインドサイクルの構成。

トリプルコンバインドサイクル
燃料電池＋ガスタービン＋蒸気タービン

コンバインドサイクル
ガスタービン＋蒸気タービン

シングルサイクル
蒸気タービン

コンバインドサイクル
ガスタービン＋蒸気タービン

発電効率

65％

60％

55％

50％

45％

40％
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NEDOでは29カ国で61件のフィージビリティスタディ（実現可能
性調査）事業を実施。高効率石炭火力発電案件は30件、低品位
炭利用案件（ガス化、改質、乾燥）は17件。
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日本の火力発電技術が
世界の公害問題を解決

NEDOプロジェクト 技術開発 file2
石炭をガス化、ガスタービンと蒸気タービンに
燃料電池を組み合わせてトリプル複合発電

石炭ガス化燃料電池複合発電（IGFC)技術の設備構成
※大崎クールジェンプロジェクトにはCO2輸送および貯留試験は含まれていない。

ベースロード電源としての石炭火力発電
飛躍的な効率化を目指す

　環境負荷を低減し、さらに効率的な石炭の利用を目指す究
極的な取り組みとして、美しい環境に恵まれた瀬戸内海にあ
る島の一つ、広島県大崎上島町にある大崎クールジェンでは、
NEDOプロジェクト「石炭ガス化燃料電池複合発電実証事
業」で、石炭火力発電の飛躍的な高効率化を目指しています。
「発電効率を高められる技術は何でも使おう」という考えの
下、石炭をそのまま燃焼させるのではなくガス化して使用する
技術に加え、二つの発電方式（コンバインドサイクル）、さらに
は三つの発電方式（トリプルコンバインドサイクル）を組み合
わせたシステムの実証が行われようとしています。

　石炭火力というとCO2排出削減が注目を集めています
が、開発途上国などでは性能が劣る旧来の火力発電所が
まだまだ多く使われており、石炭の燃焼で生じる硫黄酸化
物（SOx）や窒素酸化物（NOx）、それに煤塵等による大
気汚染や公害問題が未解決のままとなっています。
　一方、日本の火力発電所はSOxやNOxについて、世界で
最も厳しい排出規制値をクリアしています。加えて、IGCCや
IGFC等の発電方式が確立されれば、日本のみならず、石
炭火力の需要が高まっている世界の国々において、環境配
慮型の高効率火力発電の普及を図る好機にもなります。
　NEDOは、相手国のエネルギー効率の向上や、地球環境
問題の解決に貢献することを目的に2011年度から「石炭高

石炭火力発電インフラ輸出の可能性

効率利用システム案件等形成調査事業」を実施し、2016
年度までに29カ国61件の実現可能性調査を行っています。
日本の火力発電の技術をパッケージで相手国に紹介するこ
とで、インフラ輸出にもつながると期待されています。

世界が注目！世界最高水準の石炭火力発電所
横浜市内にあるJ-POWERの磯
子火力発電所は、世界最高水準
のクリーンな石炭火力発電所。乾
式排煙脱硫装置を導入するなど
し、SOxやNOxの排出量は他国
の石炭火力発電所よりも1桁低い
値を保ち、都心近くでも環境に優
しい石炭火力を実現しています。

私たちがお答えしました！

相曽健司 氏
大崎クールジェン株式会社 代表取締役社長

山本誠一
NEDO環境部クリーンコールグループ主査

3段階で進むプロジェクト
酸素吹IGCC、CO2分離・回収、燃料電池

　プロジェクトは最終年度の2021年度までに、大きく3段階
で進めていく予定です。第1段階は、酸素吹石炭ガス化複合発
電（IGCC）の実証です。ガス化炉で石炭粒子をガスにしてガス
タービンを動かすと同時に、発生する熱を使って蒸気タービン
も動かして、複合的に発電します。
　各設備の設置・調整を進めて実証発電所を稼働させる準備
が整い、８月から本格的な試運転を開始しています。大崎クー
ルジェンの相曽健司代表取締役社長は、「すべての設備の組
み合わせが完了し、IGCCの試運転を開始しました。これから
5000時間の長期耐久試験で信頼性を確認していきます。こう
した施設は何より安全が第一。安全確保と環境保全を最優先
に、技術開発の目標達成に努めたい」と話します。また、既存
の石炭火力発電では大量の灰が発生するところ、石炭ガス化
ではガラス状のスラグとして排出されるため、減容化が可能と
なります。EAGLEでは、石炭の燃えかすである溶融スラグを
安定的に除去できることなども確認しています。

　第2段階としてあるのは、CO2の分離・回収技術の実証で
す。発生したガスの一部を分岐し、CO2を90％回収、回収し
たCO2の純度は99％以上を目指し、CO2分離・回収型IGCC
の信頼性や経済性を評価していきます。そして第3段階では、
IGCCにおけるガスタービンと蒸気タービンに加えて、ガスに
含まれる水素（H2）を利用し、燃料電池でも発電させる「石炭
ガス化燃料電池複合発電」（IGFC）の実証を行っていきます。
 「それぞれの要素技術を確立させてから、しっかりとIGFCシ
ステムの技術を開発していきたい」と相曽社長。NEDOの山
本主査は「『次世代火力発電に係る技術ロードマップ』では
2030年頃にはIGFC実現でCO2を約３割減らすことが目標で
す。その達成に向けて、官民一体となって次世代火力発電の一
層の効率化を目指します」と語ります。

大崎クールジェンのプラント前で同社相曽社長（右）とNEDO山本主査。

パイロットプラントの実験で得られた成果を
より大規模な実証発電所に適用

　NEDOはこれまで、石炭火力発電の効率化に向けて「多目
的石炭ガス製造技術開発等」（EAGLE）を2014年度まで実
施しました。そこでは、ガス化炉で石炭をガスにするとき、空
気でなく酸素を吹き込む「酸素吹」という方式で、石炭ガスの
発熱量を高くする実証試験等を行ってきました。
　そもそも石炭をそのまま燃焼するのではなく、なぜガス化す
るのでしょうか。その理由は、石炭を可燃性ガスに変換するこ
とで、LNG火力で用いられているコンバインドサイクル発電が
適用できるため、高効率化を図ることができるからです。さら
に、燃焼させる前にCO2を回収できることから、効率的にCO2

を分離・回収することができます。また、そのままでは利用が
難しい褐炭等低品位の石炭もガス化すれば利用可能になりま
す。これらは採掘可能な世界の石炭埋蔵量の半分を占め価格
も安いものの、十分に活用されていません。
　EAGLEのパイロットプラントで得られた成果を、より実際
の使用規模に近い8倍規模のガス化炉での実証試験に適用し
て実用化につなげるための事業が、今回NEDOが大崎クール
ジェンとともに取り組むプロジェクトです。プロジェクトマネー
ジャーでNEDO環境部の山本誠一主査は、「NEDO環境部の
中でも重点事業に位置づけられており、大きな期待があること
を感じています」と力を込めます。

※CO2輸送・
　貯留へ

写真提供：J-POWER[電源開発(株)]

総合試運転を開始した大崎クールジェンの
酸素吹 IGCC 実証試験発電所。
（大崎クールジェン（株）より提供）

石炭ガス化設備

硫黄回収設備

ガス精製設備

複合発電設備

空気分離設備

新設排水処理設備



NEDOが取り組む
次世代火力発電等
技 術開発 5つの柱
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CO2分離・回収コスト

高

低
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日本でもCO2貯留の実証試験が進行中
　北海道の苫小牧CCS実証試験センターでは日本CCS
調査（株）が分離・回収したCO2を貯留するための実証試
験を行っています（経済産業省「二酸化炭素削減技術実
証試験事業」）。年間10万t以上のCO2を、苫小牧港の港
湾区域内の海底下の貯留層に圧入しています。

Q.3地球温暖化の課題にどう対処するのですか？

A.3CO2分離・回収技術の開発を進めます！

化学的あるいは物理的に
CO2を吸収して分離

　CO2の排出量抑制は、火力発電の大きな課題です。この課
題に対して、排出されたCO2を分離して回収する技術の開発
が進められています。NEDO環境部の武信弘一主査は、「高
効率化でCO2排出量の抑制を目指すのが基本ですが、さらに
抑制しなければならない分は回収した後、地球内部に貯蔵す
る『CO2回収・貯留』（CCS）という解決策が考えられていま
す。NEDOでは、まず分離・回収技術の課題を解決することを
目指しており、高効率化とCO2分離・回収は両輪の関係にあり
ます」と話します。
　CO2分離・回収技術には、CO2吸収法として主に化学吸収
法と物理吸収法があります。
 「化学吸収法では、CO2が反応しやすい溶液でCO2を吸収

し、その後、熱を与えることでCO2を回収します。物理吸収法
では、CO2に対して圧力や温度条件を調整して選択的に吸収
していきます」
　経済産業省とNEDOが共同で開催してきた「次世代火力発
電の早期実現に向けた協議会」の中間報告では、CO2分離回
収の処理コスト2000円台／t-CO2を開発目標として掲げまし
たが、その達成に向け、NEDOは現在のところ、比較的安価に
CO2の分離・回収が可能と目されている物理吸収法に着目し
ています。そこで、大崎クールジェンにおける「石炭ガス化燃料
電池複合発電実証事業」の第2段階に位置づけている「CO2
分離・回収」でも、物理吸収法での実証を行っています。

分離・回収後のCO2が
価値ある資源になる

 「経済産業省の事業では、CO2を海底の帯水層に貯留する実
験が行われています（P.11参照）。NEDOの手掛けるCO2分
離・回収技術とこうした技術を結びつけて、CO2を分離し、回
収し、貯留する仕組みを構築することが将来的な目標となり
ます」（武信主査）。
　さらに、99％レベルの高純度で回収したCO2から、化学変
化で炭素（C）を取り出して、そこからエネルギーとなるメタン
（CH4）などに変換する技術が確立されれば、“悪者”扱いさ
れていたCO2が価値のある資源になるという可能性もありま
す。NEDOはこうしたCO2の利用の可能性についても調査研究
をしています。

私がお答えしました！

武信弘一
NEDO環境部クリーンコールグループ主査

 「火力発電とCO2排出の関係では、まずはCO2排出量を削減
する発電の高効率化が課題の中心だとは思いますが、CO2の
分離・回収もできるという状態にしておくことが大切と考えて
います。これらの次世代火力発電が普及することで、石炭のイ
メージも変わっていくのではないでしょうか」

次世代火力発電の技術開発
2030年度に向けた取り組み
（石炭、LNG）

2030年度以降を見据えた取り組み
（CCUS、水素発電）

１. 石炭ガス化燃料電池複合発電実証

◎酸素吹IGCCの確立
◎トリプルコンバインド発電技術の実証

2. 高効率ガスタービン技術実証

◎1700℃級ガスタービンの実用化
◎高湿分空気利用ガスタービン（AHAT）の
　実用化

3. 先進超々臨界圧火力発電技術開発

◎大容量ボイラー・タービンシステムの開発

4.次世代火力発電基盤技術開発

◎次世代ガス化システム技術開発
◎燃料電池向け石炭ガスクリーンナップ技術
　要素研究
◎ガスタービン燃料電池複合発電技術開発
◎燃料電池石炭ガス適用性研究
◎CO2分離型化学燃焼石炭利用技術開発

5.CO2回収型クローズドIGCC技術開発

CO2化学吸収法（日本CCS調査（株）より提供）

苫小牧で行われているCO2を地中に貯留する実証試験。
（日本CCS調査（株）より提供）

次世代のCO2回収関連技術の開発の見通し

現在　　　　　　　　　　　　　　2020年頃　　　　　　　　　　　　　 2030年頃

化学吸収法
分離回収コスト：4200円/t-CO2

クローズドIGCC
CO2回収後も高い発電効率を維持

固体吸収法

膜分離法
物理吸収法
分離回収コスト: 2000円台/
t-CO2目途

※図中のコスト見通しは、現時点でさまざまな仮定に基づき
試算したもの。（経済産業省「次世代火力発電に係る技術
ロードマップ 技術参考資料集」を基に作成）

 CO2分離・回収概念図（化学吸収法）



Care Plaza

Super
Market

福祉用具実用化開発支援事業
採択テーマの機能別分類（掲載テーマ総数：219件）
移動機器　67
パーソナルケア関連用具　61
コミュニケーション機器　42
義肢、装具　22
スポーツ・レク用具　9
リハビリテーション機器　7
建築・住宅設備　6
その他　5

掲載テーマ総数 219

移動機器 67
パーソナルケア関連用具 61
コミュニケーション機器 42

義肢、装具 22

その他 5
建築・住宅設備 6

スポーツ・レク用具 9

リハビリテーション機器 7
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人に優しい福祉用具開発
特集  2

長寿・福祉社会を支える技術で
生活の質（Quality of Life）を高める
　急速な高齢化の進展等、高齢者や障害者に優しい社会の実現の
ため、福祉用具開発への期待が高まっています。しかし、福祉用具
は使う人それぞれに細かく合わせる必要があるなど、一般的に市
場リスク・開発リスクが大きいため、製品のアイデアがあっても、企
業が独力でその技術の実用化を図ることは非常に困難です。
　そこでNEDOは、福祉用具の実用化開発を促進する支援として、
開発費用の助成と併せて、福祉用具の製品開発を担う企業とユー
ザー評価を担う機関・個人（福祉施設・介護施設）とを結びつける

など、人に優しい福祉用具の開発と実用化を支援。また、現在必要
とされる福祉用具のユーザーニーズを調査するなど、今後の実用化
開発における課題の選定に資する情報収集も実施し、その成果を
公表しています。こうしたNEDOの福祉用具実用化開発支援事業
から生まれたさまざまな福祉用具を、10月に開催される「国際福
祉機器展」で展示、紹介します（展示会情報は裏表紙に掲載）。
　介護の支援も含め、高齢者や障害者の日々の社会生活を支える
福祉機器はもちろん、さらに生きがいや「自己実現」といった、より
高度なニーズへの対応が求められている今、NEDOの支援事業を
活用しながら、新たな取り組みを続ける福祉用具の開発事例を紹
介します。

NEDOは長年、福祉用具開発に取り組む事業者を支援しています。

その数、23年間で207件。高齢者や障害者の方に役立つ技術や介護者の負担軽減を目指して生まれた、

日常生活で活躍するさまざまな福祉用具の一部を紹介します。

1993年度から207件、すぐれた技術を支援
　NEDOは、1993年度からすぐれた技術や創意工夫のある実用的な福祉
用具の開発を支援。2015年度までに終了した事業数は207件に上ります。

課題解決型 福祉用具実用化開発支援事業
【事業概要】 (1）開発期間：3年以内

(2）助成率：2/3以内（ただし、大企業の出資比率が一定比
  　率を超える事業者については1/2以内）
(3) 助成金額：1件あたり年間2,000万円以内（2014年度
　  までは年間1,000万円以内）
(4) 応募の方法：公募期間中に提案書をご提出ください。

車いす乗車用電動三輪車
（ワイディーエス）

車いすに乗ったまま簡単なレバー操作で
乗り降りでき、スクーターと同じような感
覚で運転できる電動三輪車です。

お財布型ポータブル紙幣
識別機

（システムイオ）

お札の種類を識別して音声・ブザー・振
動で伝える機能を持つ財布。目の不自由
な方（特に全盲の方）がこれを携帯するこ
とで、紙幣を授受するときのトラブルを回
避。電子マネーの残額も分かります。

コミュニケーションロボット
（レイトロン）

人と会話できる機能をはじめ、家電をコン
トロールしたり、食事や入浴の時間を知ら
せてくれたり、計算問題を出すなどして人
を楽しませたりする機能を搭載。暮らしを
サポートしながら自立を支援します。

介護作業軽減スーツ
（スマートサポート）

介護作業によって後背部にかかる疲労や
負担を軽減するスーツ。ストレッチ素材が
生み出す力で介護者の動作を優しくアシ
ストします。

軽量・低価格の電動ハンド
（ダイヤ工業）

3Dプリンターでも製作可能で、操作性や
装着性などの機能性とデザイン性を両立
した軽量・低価格の新しい義手です。

CASE 1
網膜走査型
レーザアイウェア

（QD レーザ）

▶︎P14

CASE 2
パーソナルモビリティ

（WHILL）

▶︎P15

課題解決型 福祉用具実用化開発支援事業　
　　　　　　　　　　　　 採択テーマの機能別分類 （掲載テーマ総数219）

コミュニケーション機器
パーソナルケア

移動機器

介護労働支援

義肢・装具



G7伊勢志摩サミットでも
披露。※
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特集  2人に優しい福祉用具開発

レーザー光で弱視者に視界
極細のレーザーを直接、網膜に照射する「レーザアイウェア」。視力やピント位置にほぼ関係ないフォーカスフリーで、
フレームに取り付けた小さなカメラが捉えた映像を網膜に直接投影し、像を描き出します。
この画期的な視力補助装置の開発に、さまざまな最新技術が使われています。

誰もが乗りたくなる
モビリティ
従来の電動車いすとは異なり、特殊な前輪とパワフルな四輪駆動で、
その場での回転や大きな段差の乗り越えを可能にしたパーソナルモビリティ
「WHILL Model A」。スタイリッシュなデザインと相まって
各方面から注目を集めています。

開発のきっかけは1本の電話

――弊社はもともとレーザー技術を開発してきましたが、新し
い市場を自ら作りたいとずっと考えていました。その中でアイ
ウェアの試作器を作ったところ、弱視者の教育を研究している
大学の先生から「ぜひ試したい」と電話がありました。実際に、
学生さんたちに装着してもらったところ「よく見える」と喜ばれ
たんです。このとき、アイウェアの本当のニーズを発見したと思
い、視覚支援用のアイウェア開発に挑むことになりました。

スタートアップで得た支援

――開発で一番苦労したのは資金調達でした。技術開発の
ロードマップはきちんとできていたのですが、製品化までに時
間がかかるせいか、工夫と努力を重ねても、なかなか資金が集
まらなかった。そのときにNEDOの「課題解決型 福祉用具実
用化開発支援事業」のことを知り、応募し採択されました。こ
れで資金のめどがつき、基礎技術の開発を進めることができ

車いすユーザーの一言から始まった

――「100m先のコンビニに行くのをあきらめる」。車いすユー
ザーのこんな言葉から「WHILL Model A」の開発は始まりま
した。いろいろと話を伺うと、わずかな距離の移動でも、「で
こぼこ道だからやめておこう」と思ったり、ときには「車いすに
乗っているところすら見られたくない」と思うこともあるという
んですね。それなら、とてもスマートで機能的なモビリティを作
ろうと思ったんです。これを作って世に出す。そのために、当時
勤めていた会社を辞めて仲間とこの会社を立ち上げました。

NEDOの支援で前進できた

――すぐに製品化したかったのですが、開発費が足りなかった。
そこで、国のさまざまな支援制度を調べて応募しましたが、すべ
て落ちました。学術目的ではなく、製品化目的の支援制度という
のは、意外と少ないんです。NEDOでは「課題解決型 福祉用具
実用化開発支援事業」の前に「イノベーション実用化ベンチャー

NEDO's Support 支援のタイミング

2013年　スマートグラスの開発を開始
2014年　視覚支援に的を絞る
2015年　NEDO「課題解決型 福祉用具実用化開発

支援事業」に採択
2016年 「レーザアイウェア」プロトタイプ完成

NEDO's Voice 
担当者より一言

池田智裕
イノベーション推進部プラットフォームグループ主任

このアイウェアは画期的な福祉用具です。
NEDOの展示会で紹介させていただく際、私
自身も来場者に説明し、試して驚かれるとうれ
しくなります。グローバルな視点で普及して、世
界中の人々に使ってもらうことを願っています。

NEDO's Voice 
担当者より一言

竹内佐千江
イノベーション推進部プラットフォームグループ主査

WHILL様はNEDOの助成事業をとても効果的に
活用されています。この「課題解決型 福祉用具
実用化開発支援事業」は公募で実施しており、
採択後は実用化開発のみならず、さまざまなチャ
ンスが広がります。皆様、ぜひ応募してください。

NEDO's Support 支援のタイミング

2012年　パーソナルモビリティの開発を開始
2013年　NEDO「イノベーション実用化

ベンチャー支援事業」に採択
2014年　パーソナルモビリティ「WHILL Model A」

を開発
2015年　NEDO「課題解決型 福祉用具実用化開発

支援事業」に採択

網膜走査型レーザアイウェア
株式会社QDレーザが開発中の視覚支援用網膜投影
アイウェア。フレームに取り付けた小型のプロジェク
ターから発するレーザー光を点に分解し、走査線とし
て目の中に送り込み、網膜に映像を投影する。視覚に
障害があったり、視力がかなり弱い場合でも、網膜の
機能が残っていれば視界を得ることが可能。

CASE 1 CASE 2

WHILL Model A
WHILL株式会社が開発したパーソナルモビリティ。
前輪が特別仕様で、横向きの小タイヤ24本で構成さ
れ、車体が後輪を中心にその場で回転できる。パワ
フルな四輪駆動で7.5cmの段差も乗り越えられる。 

ました。この支援制度は、実用化に向けた開発で活用できるの
で、とてもありがたかったです。

検眼器にも応用、市場を広げる

――現在、日米欧での医療機器認証取得を目指し、国内外の
眼科医と連携して臨床研究を進めています。来年はじめにはド
イツのエッセン大学で治験を実施する予定です。また、国内で
の治験を目指して、医薬品医療機器総合機構（PMDA）と交渉
を進めています。正直、この製品を開発するまで視覚に障害の
ある方のことはほとんど知らなかったのですが、今は学会など
にも参加し、いろいろと学んでいます。量産ラインができるの
が2017年2月の予定で、医療機器として売り出すのは来年の
後半になる見込みです。まずはインフラづくりですね。眼科や
眼鏡店で検眼をしたら、ガラスの眼鏡とレーザーの眼鏡のどち
らかを選ぶという光景が普通になってほしい。そして、一般の
方も使うようになり、IoT時代にふさわしいツールになってい
く。そうなったらいいですね。

                                    株式会社 QDレーザの菅原充社長に聞きました                WHILL株式会社の福岡宗明共同代表取締役に聞きました 支援事業」にも採択されましたが、これらは私たちが求めるス
ピード感にぴったりの制度で、製品化を重視する方針も合ってい
ました。こうして研究開発を大きく一歩前に進められ、2014年

に製品化を実現。新たな課題解決に向けても開発中です。

広報力と信用力アップにも役立った

――NEDOの支援を受けて思うことは、広報力や信用力が
アップするということです。これまでに何度かNEDOが出展
する展示会で紹介してもらいましたが、そうすると、多くの方に
「信用できる会社なんだ」と思ってもらえます。5月に行われた
G7伊勢志摩サミットでは、国際メディアセンター内に設けられ
た政府広報展示の介護ロボットゾーンで「WHILL Model A」
が展示され、大きな反響をもらいました。また、福祉用具は安
全性など国が定める色々なルールや基準がありますが、そうし
た情報を確実に得るためにも、NEDOのような国の機関から
支援制度を受けるメリットがあります。開発の進捗以外にも、
確実にプラスに働いていると思っています。

QDレーザの菅原社長（左）と
NEDO担当者の池田主任。

WHILLの福岡共同代表取締役（左）
とNEDO担当者の竹内主査。

RGBレーザー

MEMSミラー

“網膜投影”

リフレクタ

眼球

水晶体
（レンズ）

※出典：G7 伊勢志摩サミット公式ホームページ　
https://g7.i-imageworks.jp/iw/summitphoto/Login.do?page=custom



ここがポイント！

1716 Focus NEDO 2016 No.62

 遠隔操作が可能な移動ロボットとしては国内で
初めて防爆認証を取得

防爆の構造として、内圧・耐圧防爆の二重方式を実現

 現場の状況を把握、分析するカメラやガス
検知器を搭載

 電波の届きにくい場所でも、遠隔操作が可能
無線操縦では100mまで、有線操縦では防爆仕様
の光ファイバー自動ケーブルリールにより、
1,000m先まで遠隔操作を実現！

 傾斜角45度の階段でも安定して昇降

注目技術よくわかる！
ニュースリリース

専門用語や技術用語、難しい技術などが
出てくるニュースリリースを、
もっと簡単にポイントだけ絞って
お届けするコーナー。
NEDOの最先端技術の成果や取り組みを
分かりやすく解説します。

  

解  

説

用語解説

防爆
発生した爆発に耐える「耐爆」ではな
く、機器自身が爆発の源とならない、
爆発を引き起こさないようにすること。

自重
船舶・車両・構造物等の、それ自体の
重量。

クローラー
輪の状態のものを前後いくつかの駆
動輪にかけ渡し、回転させて走行する
装置。

　NEDOは、さまざまな目的に合わせたロボットの開発を
推進していますが、今回開発したのは「引火性ガス雰囲気内
探査ロボット」です。トンネル内での災害現場等、引火性ガ
スの充満が懸念される場合では、ロボット等の電気機械を
使用することは機械自らが発する電気火花や熱で爆発を起
こす２次災害のリスクがあり、使用可否の現場の状況判断
が困難でした。
　今回実現した「内圧および耐圧防爆の二重方式」とは、
外部から爆発要因となるガス等を内部に流入させないよ
うにする内圧防爆構造と、仮に、内部で爆発等が生じた場
合でも、その影響を外部に出さないようにする耐圧防爆
構造のことです。爆発や火災が生じるおそれのある場所
で使用する電気機械はすべて、防爆認証の取得が必要に
なります。
参照：「電気機械器具防爆構造規格」

News Release

人間の立ち入りが困難な場所で活躍する

災害対応ロボット
老朽化した橋梁やトンネルといったインフラの維持管理だけではなく、
危険性が高い災害現場等でも、必要な状況把握や情報・データ収集に期待されています。

◆ 解  説

防爆性能の重要性について

◆ 今 後 の 展 望

海外での展開も視野に、さらなる改良へ

　今回開発されたロボットは、引火性の有無が不明な現場
でも、迅速かつ的確な現場投入の判断が実現でき、防爆認
証を取得したことで、災害の拡大防止および人命救助に大
きく貢献するものと期待されます。
　また、防爆機器の規格には各国・地域によって異なる規
格が定められていますが、今回取得した認証は国内で有効

なため、今後はさらに欧州など世界への展開も見据え、EU
（欧州連合）で適用が義務付けられている安全防爆に関す
る指令書の一つであるATEXの取得を目指します。
　さらに、暗い所、建屋内、砂地などさまざまな場所での走
行性能を高め、より高度な環境情報取得に向けての改良を
推進していきます。

News Release
12th of July 2016
Explosion-Proof Inspection Robot 
Developed.

開発した引火性ガス雰囲気内探査ロボット。

防爆性能を備えた探査ロボットを開発
―国内認証を取得、災害現場での実用へ―

〈概要〉

　トンネルなどの社会インフラや石油精製プラントなどの産業インフラは、今後、建設か

ら50年を経過するものが加速度的に増加し、それらの老朽化に対応するための十分な資

金と高度な維持管理の専門知識を有する人材不足が、大きな社会問題となっています。こ

のような背景のもと、NEDOでは2014年度から「インフラ維持管理・更新等の社会課題

対応システム開発プロジェクト」において、橋梁やトンネルなど既存インフラの状態に応じ

た効果的かつ効率的な維持管理・更新等を図る取り組みとして、インフラ構造物に対して

人間の立ち入りが困難な箇所へ移動し、インフラの維持管理に必要な情報を取得するロ

ボットの研究開発を推進しています。

　今般、NEDOプロジェクトにおいて、三菱重工業株式会社は、千葉工業大学と共同で防

爆性能を備えた引火性ガス雰囲気内探査ロボットを開発しました。さらに、無線または有

線による遠隔操作が可能な移動ロボットとしては国内で初めて、防爆電気機器の検定機

関である公益社団法人産業安全技術協会の防爆型式検定（防爆認証）を取得しました。

　今回開発したロボットは、トンネル内において崩落災害などが起こった際、遠隔操作に

より人に代わって引火性ガスの情報や崩落状態を把握するための探査ロボットであり、自

重は60kg、走行速度は毎時1.2kmで、2本のメインクローラーと4本のサブクローラーに

より傾斜45度の階段でも安定して昇降を行うことができます。連続稼働時間は2.5時間、

無線操縦では100mまで、電波の届きにくいトンネルなどの閉鎖空間でも防爆仕様の光

ファイバー自動ケーブルリールによる有線操縦で1,000mまで遠隔操作が可能です。さら

に、現場の高精細画像や有害ガスなどの状況を効率的に把握し、分析することが可能な

カメラやガス検知器を搭載しています。また、防爆の構造として、内圧及び耐圧防爆の二

重方式を実現し、産業安全技術協会による防爆認証に合格したものです。

　これまで、トンネル災害などの引火性ガスの充満が懸念される災害現場への電気機械

の投入は、2次災害のリスクから現場判断が困難でしたが、今回の認証取得により、本ロ

ボットが一定の保証を得たことで、実際の災害現場での実用が大いに期待されます。

7月12日　ニュースリリース
http://www.nedo.go.jp/news/press/AA5_100603.html



高い抗ウイルス効果のあることが
確認された銅系化合物修飾酸化チ
タン光触媒。

光触媒をコーティングしたサンプル
の耐光試験。

図2
銅系化合物修飾酸化チタン光触媒
のウイルス不活化性能
（抗ウイルス効果）

図1
光触媒によるウイルス不活化の仕
組み
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 実用化
ドキュメント
Vol.2
循環社会構築型光触媒産業創成プロジェクト

室内でも使える
可視光応答型光触媒を開発
衛生的で快適な生活空間を提供

　「循環社会構築型光触媒産業創成プロジェクト」
には、材料開発から製品開発に至る川上から川下ま
での研究機関・企業が参画しました。そのうち、光触
媒の材料開発、量産化を担う昭和電工セラミックス
（株）と、その材料を使って製品化を目指したTOTO
（株）、パナソニック（株）は、プロジェクトの成果を身
近な製品で実用化し、新しい光触媒市場を切り開い
ています。

市場規模拡大を目指し
屋外だけでなく室内用途に挑む

　「光触媒」とは、太陽光等の光エネルギーによっ
て、有機物の汚れを分解したり、細菌を不活性化する
材料です。紫外光が当たると強い酸化力を発揮した
り、表面の化学的構造が変わって超親水性（非常に
水に濡れやすい性質）を発現するため、自浄効果（セ
ルフクリーニング）のある外装用の塗料やテントなど
に使用されてきました。こうした光触媒の有用な特性
を、屋外だけでなく室内でも活用できれば、市場も広
がります。そこで、蛍光灯やLEDといった紫外光より
エネルギーの低い光でも、紫外光同様の機能を発揮
する"可視光応答型光触媒"の開発を目指し、2007年
度からNEDOプロジェクト「循環社会構築型光触媒
産業創成プロジェクト」が始まりました。
　プロジェクトに参画した企業の１社、昭和電工セ

ラミックス富山工場（当時、昭和タイタニウム（株））
は、従来の光触媒で使われる微細な酸化チタンを製
造する技術、実績を有しており、このプロジェクトで
は、新たな光触媒材料を開発、生産する重要な役割
を担いました。
　まず、これまでと違うものとして、プロジェクト前
半には「銅系化合物修飾酸化タングステン光触媒」
を開発したものの、可視光に対する感度が最も高い
一方、材料が黄色味がかって製品にもその色が反映
してしまうこと、また、アルカリに弱いため使用場所
･条件に制約が生じるなどの短所が判明。タングステ
ンの原料価格が急騰するなどのマイナス要因もあり、
「最終的に製品化することは難しいだろう」という
声がささやかれ出します。

試行錯誤の末、それぞれ特性をもった３種類
の可視光応答型光触媒の材料開発に成功

　そこで、当時のプロジェクトリーダーの東京大学先
端科学技術研究センターの橋本和仁教授（現・国立
研究開発法人物質・材料研究機構理事長）から、改め
て酸化チタンによる開発の提案があり、昭和電工セラ
ミックスはすぐに新たな光触媒材料の開発と量産化
体制を整えました。同社で光触媒開発グループのリー
ダーであった黒田靖さんはじめ関係者は「大学での
学術的な成果を素材メーカーが量産化し、さらに部

材メーカーへ提供するまでには、一般的には数年の
期間を要します。しかし、今回は、酸化タングステン系
光触媒での実績があったため、このプロセスが非常
にスムーズに進みました」と語ります。
　結果的に、特徴ある３種類の可視光型光触媒の開
発に成功。「銅系化合物修飾酸化タングステン光触
媒」は、大気汚染やシックハウス症候群の原因と言わ
れていた「VOC」（揮発性有機化合物）の分解活性
が、極めて高いことが分かりました。また、「鉄系化合
物修飾酸化チタン光触媒」は、有機物であるアセトア
ルデヒドやイソプロピルアルコールの分解活性が高い
ことが判明しています。さらに、菌やウイルスを不活
化する能力の高いことが明らかになったのが「銅系化
合物修飾酸化チタン光触媒」です（図1）。黒田さん
らは、銅と酸化チタン光触媒の組み合わせを幾度も
試行錯誤することで、可視光でも安定して抗ウイルス
性能を発揮し続ける「銅系化合物修飾酸化チタン光
触媒」の生産に成功しました（図2）。

蛍光灯の光でも抗菌・抗ウイルス効果を発揮
90％を超える不活化機能を達成

　こうして生まれた可視光応答型光触媒を使い、製品
化を目指した企業の１社がTOTOです。可視光応答型
光触媒のなかでも、高い抗菌・抗ウイルス性能を示し
た「銅系化合物修飾酸化チタン光触媒」を使った塗料
を作製。この塗料とタイルを用いて、横浜市立大学附
属病院の壁やトイレで実証試験を行った結果、洗面
器周辺の壁で約96％、小便器前の床で約80％の菌
が抑制され、また、菌が尿を分解することで発生する
アンモニアの量も減りました。
　当時同社で環境建材事業部・環境建材技術部の部
長であった下

し も ひ ご し

吹越光秀さんは「通常、光触媒製品の効
果は目に見えないため、その効果をアピールしにくい

ものです。しかし、今回の実証実験では、可視光応答
型光触媒塗料が菌の増殖を抑制することで、尿分解
から生じるアンモニア臭がなくなり、嗅覚という五感
に訴える効果を示すことができました」と語ります。
　同じく製品化を目指したパナソニックは、どんな場
所にでも手軽に使える、透明のコーティング剤（フィ
ルムシート等）を開発。同社コア技術開発センター環
境部材開発グループの三木慎一郎さんはこの開発を
行うに当たり、光触媒粉末の微細化を黒田さんに求
めたといいます。「問題は十分な抗菌・抗ウイルス効
果を示すために、どの程度の光触媒を配合すべきか
でした。効率的に光を捉えるため、光触媒の量が多く
てもコーティングが十分な強度を保てるように、材料
のつなぎとなる樹脂を工夫しました」と三木さん。
　フィルムの抗菌・抗ウイルス効果を実空間で検証す
るため、多くの人が通過し手に触れる場所として、病院
の受付カウンターや、空港の待合ロビーのカートの握り
ハンドルなどを選んで、可視光応答型光触媒材料で
できた透明フィルムを貼り付けました（写真下）。結果
は、病院も空港も、70～80%の抗菌効果が実証され
ています。

企業の枠を越えて
可視光応答型光触媒の開発と普及に奮闘

　2004年に光触媒に関する最初のJISが制定され、
今年の7月20日には光触媒材料の空気浄化性能に関
するJIS改正が行われました。商品の信頼性がますま
す厳しく問われるなか、本プロジェクトに参画した積水
樹脂（株）が昭和電工セラミックスとともに新たな光触
媒コート剤を製品化するなど、NEDOプロジェクトで生
まれた新しい技術や確かな実証で確立された成果が、
いよいよ本格的に市場への広がりを見せています。　
　

「循環社会構築型光触媒産業創成プロジェクト」とは

　室内外の環境を破壊する有害化学物質への対策や、院内感染

問題をはじめとする抗菌・抗ウイルス対策、土壌汚染対策等、生

活環境を脅かす問題への対策として、NEDOは2007年度から6

年間、光触媒技術の有効活用を目指したプロジェクトを実施。研

究開発にとどまらず、ISO（国際標準化）等の規格制定や製品認

証等に向けた国際的な取り組みを通じた光触媒製品の効果の客

観化等、新たな光触媒技術の開発を推進しました。

ハンドル部分に貼り付けた抗菌・抗ウイルスフィルム。

　本記事は、過去に取材を行った「実用化ドキュメント」に
最新情報を加えて、コンパクトにご紹介しています。元とな
るストーリーには、さらに多くの開発エピソードが紹介され
ていますので、ぜひウェブサイトをご覧ください。

 「実用化ドキュメント」では、プロジェクトに携わった企業
等の開発者にインタビューを行い、ウェブサイトで「実用化
ドキュメント」として紹介。これまでに86件の記事を公開し
ています。

実用化ドキュメント

NEDOプロジェクトの成果は、企業の製造工程や私たちの
手に届く最終製品のなかで生かされています。
本シリーズは、高く、困難な壁を乗り越え実用化を達成した
開発秘話とその後を追った、「実用化ドキュメント」の過去の記事を
要約して掲載していきます。

プロジェクトの

 その後を追う！

プレイバック

ヒストリー



出展内容のご案内、アクセス等の詳細情報はこちらから

出展内容のご案内、アクセス等の詳細情報はこちらから

http://www.nedo.go.jp/events/DA_100060.html

http://www.nedo.go.jp/events/CA_100114.html

Information NEDOが実施・出展するイベントのご案内

sucoF「誌報広の）ODEN（構機発開合総術技業産・ーギルネエ新
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、NEDOの活動について、ご紹介します。 

●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」編集担当宛て

●NEDOが実施するプロジェクトの公募情報や最新の成果、活動等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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11
月

2015年度に実施した「NEDO省エネルギー技術フォーラム2015」の
NEDOブースやセミナー等の様子。

2015年度に出展した「第42回国際福祉機器展　H.C.R.2015」のNEDO
ブースの様子。

2
月

12
月

1
月

3
月

特集1
高効率・環境にもやさしい

次世代火力発電
特集2

人に優しい
福祉用具開発

　NEDOは2016年10月26日（水）から28日（金）に、東京ビッ
グサイトで開催される「スマートエンジニアリング
TOKYO2016／省エネ・プラントショー」に出展し、「NEDO省
エネルギー技術フォーラム2016」を開催します。展示ブースで
は、産業、家庭・業務、運輸の各分野における省エネルギー
技術を紹介。ZEB・ZEHやスマート物流システム、次世代エネ
ルギーマネジメントシステムや、海外での省エネルギー事業の
取り組み等を紹介します。
　また、10月28日（金）には東京ビッグサイト西ホール特別講
演会場において、「省エネルギー技術戦略2016」や、省エネル
ギー技術開発を支援するNEDOの制度「戦略的省エネルギー
技術革新プログラム」の制度紹介等も併せて行う予定です。
ぜひ、お越しください。

　NEDOは2016年10月12日（水）から14日（金）に、東京ビッ
グサイトで開催される「第43回国際福祉機器展H.C.R.2016」
に出展します。展示ブースでは、NEDOの福祉機器開発支援
制度の成果として、コミュニケーションロボットや視覚障害者
の方向けの支援ツール、介護作業等の労働負荷を軽減するサ
ポートスーツ等、さまざまな生活シーンで活用される福祉機
器を展示し、デモンストレーションを行います。
　また、健康の増進、心身の機能が低下した高齢者や障害者
の福祉の向上等に役立つ幅広い技術の確立を目指し、NEDO
が長年実施している福祉機器開発の支援制度の紹介も行い
ます。ぜひ、ご来場をお待ちしています。

世界最先端の省エネルギー社会実現に向けた
NEDOの取り組みを紹介

NEDO省エネルギー
技術フォーラム2016
2016年10月26日（水）～28日（金） 
東京ビッグサイト（東京国際展示場） 西3・4ホール

アジア最大規模の福祉機器の総合展示会

第43回国際福祉機器展
H.C.R.2016
2016年10月12日（水）～14日（金） 
東京ビッグサイト（東京国際展示場） 東1～6ホール

10
月

4～7日 
　CEATEC JAPAN 2016
5～6日 
 「次世代人工知能・ロボット
　中核技術開発」
　プライベート展示会
5～6日 
　Innovation for 
　Cool Earth Forum(ICEF)
7日 
　NEDOフォーラム2016
　in　松山
12日
　No Maps NEDO Dream Pitch
12～14日 
　第43回国際福祉機器展
　H.C.R.2016
18日 
　NEDOフォーラム2016
　in　北九州
19～21日
　Japan Robot Week 
　2016
24～25日
　TOKYOイノベーション
　リーダーズサミット
26～28日
　スマートエンジニアリング
　TOKYO2016
　NEDO省エネルギー技術
　フォーラム2016

2日
　NEDOフォーラム2016
　in　大阪
2～6日 
　創エネ・あかりパーク
　2016
10日 
　NEDOフォーラム2016
　in　名古屋
29～12月2日
　POLLUTEC 2016

11月29～2日
　POLLUTEC 2016

2017年

9～10日
　第8回日独環境・
　エネルギーフォーラム
15～17日
　InterAqua2017
　nanotech2017
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