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つないで生み出す
イノベーション
シンクタンク・ソフィアバンク 代表

藤沢 久美さん

　「第4次産業革命」や「Society 5.0」など、テクノロジーによる産業

構造の変革をリードする言葉はいろいろありますが、日本では、特に大

企業の方々は、まだまだ様子見の雰囲気があるように思います。例えば、

自動運転が普及すれば自動車保険等も大きく変わるはずですが、まだそ

うした段階にありません。また、あらゆるものがデジタル化すると膨大な

情報が取得可能になりますが、ビッグデータをどう整理しビジネスに活

用するか、国がその後押しの検討を始めたところです。

　一方、ベンチャー企業の方、起業しようとしている方に話を聞くと、世

の中にない新しい技術や、それを活用したビジネスをしようとすると、

「法律に書かれていない」「既存の商習慣と相容れない」といったこと

で、諦める人も多いと聞きます。結局、イノベ―ションの実現には、ニーズ

だけではどうにもならないことも多い。だからこそ、新しい技術やビジネ

スを社会にビルトインしていくきっかけづくりこそ、NEDO等の公的機関

がサポートできる部分なのではと思います。

　今や「ベンチャーや中小企業は弱い立場だから、補助金で支援」とい

う時代ではありません。大事なのは「あげる」のではなく「つなぐ」こと。

強い部分を明確化し、強みをさらに強化しながら弱みをどう補完するか。

世界を相手にビジネスをするのが当たり前の時代ですが、私自身が考え

る「グローバル」とは「多様化」です。日本各地域も含めて、あらゆる人・

会社・地域を相手に、自分たちが必要な唯一無二のものとつながるため

には、やりたいことは何か、強みや弱みを明確に言語化し、どんどん発信

していくべきだと思っています。

　IoTやAIといったテクノロジーに加え、今後、ブロックチェーンやシェア

リングエコノミーなどが普及していけば、これまでのビジネスの常識は

さらに大きく変わってくるでしょう。こうしたパラダイムシフトは、あらゆ

る企業にとってチャンスです。技術の進歩は早いので、起業を考えている

人は一人で考え込まずにすぐに動き、発信することが大事です。そして、

NEDOのような支援機関も自らの足で動き、つなぎ役となって、大企業を

含む社会全体のイノベーションを後押ししてもらえたらと思います。

ふじさわ くみ

国内外の投資運用会社勤務を経て、
1996年に日本初の投資信託評価会社を
起業。99年、同社を世界的格付け会社ス
タンダード＆プアーズに売却後、2000年
にシンクタンク・ソフィアバンクの設立に
参画。現在、代表。07年には、ダボス会議
を主宰する世界経済フォーラムより「ヤン
グ・グローバル・リーダー」に選出される。
政府各省の審議委員や日本証券業協会
公益理事等の公職に加え、上場企業の
社外取締役等も兼務。ネットラジオ「藤
沢久美の社長Talk」のほか、『最高のリー
ダーは何もしない』、『なぜ、川崎モデル
は成功したのか？』等、著書多数。

未 来 技 術への提言
Directing the Future
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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。



風力、太陽光等の再生可能エネルギー発電の普及が進めら
れる中で、地球の表面積の7割を占める海洋には、地球の自
転、月・太陽の引力、風等の現象によって、絶えず海水の移動
や運動が起きており、膨大なエネルギーがあります。

海洋エネルギーを利用した海洋エネルギー発電は、波力や
潮流のポテンシャルが高いイギリス等欧州を中心に、実用化
に近い実海域での大規模な実証試験の取り組みへと移行しつ
つありますが、まだ事業化には至っていません。日本において
は、1980年代に波力発電を対象とした実証試験を行っていま
したが、2000年以降、海洋エネルギー発電の研究開発は大き
く縮小していました。

こうした中、NEDOは2009年度から2010年度に海洋エネ
ルギー発電に関する調査研究を先行的に行った上で、2011年
度からは「海洋エネルギー技術研究開発プロジェクト」として、
実用化や事業化促進を目的に、実海域で発電システムの実証を
行う「海洋エネルギー発電システム実証研究」、次世代の海洋

特集		1

期待が高まる
日本の
海洋エネルギー

エネルギー発電装置に関するコンポーネントや部品等の要素
技術の性能や信頼性向上を目指した「次世代海洋エネルギー
発電技術研究開発」、各国の技術や市場の情報収集や海洋エ
ネルギー発電システムの性能評価等を行う「海洋エネルギー発
電技術共通基盤研究」の３つの取り組みを進めています。

本プロジェクトのプロジェクトリーダーである亀本喬司氏は、
海洋エネルギー実用化のためには、造船、海洋土木、機械、電
気といった各分野の技術を結集することが必要であると強調し
ます。「海の状態は地球上、場所によって違います。日本の海洋
エネルギーの技術開発は欧州に比べ10年遅れていると言われ
ていますが、日本を取り巻く海に適した発電デバイスを作れば、
海洋エネルギー先進国になれるはずです」と話します。

日本が先行している発電機や水車の技術を、いかに海へ応
用させるか、日本の機械工学がどこまで海のデバイスに貢献で
きるか。高い造船技術力をアドバンテージとして、エンジニアリ
ングの融合が鍵となります。

四方を海に囲まれた日本は、海洋のエネルギーのポテンシャルが豊富な国です。
波力、海流、潮流等から得られるエネルギーを利用した海洋エネルギー発電は、
新たな再生可能エネルギーとして、新規産業の創出、
国内のエネルギーセキュリティの向上が期待できます。
NEDOは2011年度より海洋エネルギーの実用化を目指し、
波力発電、海流発電、潮流発電等の要素技術の研究開発や、実海域での実証等に取り組んでいます。

離島での発電や海域での電力供給等
海洋エネルギーのポテンシャルに期待

造船、海洋土木、機械、電気と
各分野の技術を結集して実用化へ
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海洋エネルギー発電を実海域で実証する場所については、
事前の調査、および自治体、漁業関係者等、さまざまなステー
クホルダーとの調整が必要です。日本では、内閣府総合海洋政
策推進事務局が「海洋再生可能エネルギー利用促進に関する
今後の取組方針」に基づき、2014年度から、海洋再生可能エ
ネルギーの実証実験のための海域として、「実証フィールド」
の整備を進めています。気象・海象条件や水深、海底地形等の
自然条件のみならず、航行安全、環境や景観の保全、他の海域
利用者等との調整等、さまざまな条件を踏まえて選定されてお
り、NEDOの実証事業にもこの実証フィールドを利用して実証
試験を行っているものがあります。

NEDO新エネルギー部風力・海洋グループの伊藤正治統括
調査員は、「実用化に向けては、海洋環境や漁業等への影響
を踏まえた上で、メンテナンス性等の総合的な視点を持ったコ
スト試算や活用計画が重要です」と話します。海洋エネルギー
発電は、利用するエネルギーにより波のエネルギーを利用した
波力発電、潮の干満の水平方向の流れを利用する潮流発電、
黒潮などの海流の流れを利用する海流発電、温かい表層水と
冷たい深層水の温度差を利用する海洋温度差発電などさまざ

まな発電方式があり、その特徴も異なります。そこで、NEDO
が取り組む海洋エネルギーの発電方法ごとの特徴とともに、ど
のような研究開発が進んでいるのかを紹介していきます。

亀本 喬司 氏
工学博士
NEDO「海洋エネルギー技術研究開発
プロジェクト」プロジェクトリーダー
国立大学法人横浜国立大学 名誉教授

伊藤 正治
NEDO新エネルギー部
風力・海洋グループ 統括調査員

海流発電
一定方向で安定的な流れ

潮流発電
周期的な水平方向の流れ

波力発電
普遍的な上下の動き
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日本近海には、太平洋岸を北東に進む世界有数の流速を持
つ黒潮や、黒潮が分岐して日本海を北東に進む対馬海流等が
あり、高いポテンシャルを有しています。そこでNEDOと（株）
IHIは、「海洋エネルギー発電システム実証研究」で海流の流
れのエネルギーを利用して発電する「水中浮遊式海流発電シ
ステム」を開発し、2017年８月、鹿児島県口之島沖を流れる
黒潮のエネルギーを使った、世界初の100kW級海流発電の実
証試験を行いました。

水中浮遊式海流発電システムは、ブレードや発電機等から

海流は、太陽熱と偏西風等の風によって生じる大洋の大循
環流であり、地球の自転と地形によってほぼ一定の方向に流れ
ています。海流の流れを利用して発電することができれば、常
に一定量の電力を得られることから、安定的な電力供給を担
うベースロード電源の担い手として期待できます。特に離島等
の独立した電力系統で容量が小さい場所では、風力や太陽光
といった変動する再生可能エネルギーの導入が難しい問題が
ありますが、海流は比較的安定した電源として、離島のエネル
ギーセキュリティの向上への寄与も期待できます。

特集		1期待が高まる日本の海洋エネルギー

技術開発の
ポイント

［水中浮遊式海流発電］
・海水を出し入れすることで浮力を調整し、装置の深度を自律的に制御。
・2機のブレードを互いに逆方向に回転させて、安定した姿勢を保持。

世界初！実海域で100kW規模の実証試験
２機のブレードで黒潮の流れから発電

海流発電 一定方向に生じる流れによる

運動エネルギーを安定的に獲得。

離島への導入に期待。

絶えず存在する黒潮等を利用
新たなベース電源として期待

鹿児島県口之島沖で実証試験を実施
世界初！	実海域で海流発電システムを稼働
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構成され、これを用いて海流の流れを回転運動に変換して発
電します。台風等の悪天候の影響を受けず、船舶の航行に干渉
せずに水中で発電するよう、海底に沈めたシンカー（おもり）
から水中に凧揚げをするように浮遊させて設置します。

NEDOとIHIが実証試験を行った鹿児島県十島村の口之島
沖合の海域は、2017年6月に内閣府総合海洋政策推進事務
局から「海洋再生可能エネルギー実証フィールド」として選定
されています。

実証試験では、水中浮遊式海流発電システムの実証機「か
いりゅう※1」を鹿児島県の口之島から約5kmの黒潮海域、水深
約100mの海底にシンカーを設置、深度30〜50mの位置で、
発電性能や姿勢制御システム等を検証しました。実海域におけ
る100kW級の海流発電の実証試験は、世界初となります。

このシステムでは、多様な技術力が発揮されています。本体
の中央には浮体を配置し、海水の出し入れで浮力の調整をする
ことで、装置の深度を自律的に制御します。また、2機のブレー
ドを互いに逆方向に回転させることで、海中で安定した姿勢を
保持し、高い効率で発電を行うことができます。

IHI技術開発本部の長屋茂樹氏は、実証試験のリーダーとし
て、「流れが刻々と変化する海の中で、まずは安定して浮いた
状態を保つことが重要です。さらに、海の中ではどのような問

題が生じるか分かりません。実証試験は、海の中の状態を知
るとともに、装置のポテンシャルを知る貴重な機会であり、つ
いにここまで来たことが感慨深いです」と話します。

機械設計を担当した同社の半田典久氏は「お手本となるも
のがない中で、この規模の装置をどう作るか模索しました。全
体のサイズや径を含む装置のスペックも、全てゼロから決め
ていかなくてはなりませんでした」と当時の苦労を振り返りま
す。生産や工程管理を担当する百々泰氏は「圧力容器は自社が
保有する原子炉の設計・製造技術から、プロペラやローターの
接合部分は産業機械からというように、IHIが保有する既存の
技術がふんだんに生かされています」と話します。

写真右から
半田 典久 氏
株式会社IHI
技術開発本部 総合開発センター
機械技術開発部 海洋技術グループ
主任研究員

長屋 茂樹 氏
株式会社IHI
技術開発本部 総合開発センター
機械技術開発部 海洋技術グループ
部長

百々 泰 氏
株式会社IHI
技術開発本部 総合開発センター
機械技術開発部 生産機械グループ
主任研究員

田窪 祐子
NEDO新エネルギー部
風力・海洋グループ 主任研究員
プロジェクトマネージャー

水中浮遊式海流発電システムの仕組み。得られた電力は海底ケーブルを用いて陸上へ
送られる。

海底接続箱

30～50m

発電ユニット
ライザケーブル

海底

海底ケーブル
シンカーorアンカー

メインテナンス時浮上

流れ方向
係留索

海面

日本国内の技術を結集し、
純国産の海流発電システムを開発

※1 「かいりゅう」は鹿児島県十島村の小中学生が命名。「海の竜」と「海流を利用した発電装置」という2つの意味が込められている。
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鹿児島県甑（こしき）海峡での曳航試験。船速を変えても安定稼働すること等も確かめた。

口之島沖での実証試験に先駆けて、7月下旬には鹿児島県甑
（こしき）海峡で、船舶で装置を曳航して海流を模擬し、海中
での挙動を確認する試験を行いました。

この試験により、設計通りの発電性能があるか、自律制御シ
ステムの動作確認等、実証機の性能を確認しました。その後、
口之島沖の実証試験により、実際の海流の中での発電性能や
係留システムの安定性能等を確認し、発電コストを試算するた
めのデータを得ました。これらのデータを分析することで、実
用化に向けて前進することができます。

NEDO新エネルギー部で本プロジェクトのプロジェクトマ
ネージャーを務める田窪祐子主任研究員は、「海流発電は、比
較的変動しない電源であることから、系統容量の小さい離島
への導入が実用化に向けたファーストステップだと考えます。
離島のエネルギーセキュリティの向上の面でも期待が持てま
す」と話します。

水中浮遊式海流発電システムは事業化に向け、定格出力
2000kWへのスケールアップを検討しています。そのためには
ブレードを大きくするなどの発電装置の大型化に加え、複数機
をつなげたアレイ構造での導入なども考えられます。日本近海
のポテンシャルが大きい黒潮をはじめとする海流を利用した
海流発電システムに大きな期待が寄せられています。

海洋エネルギーポータルサイト

WEBサイト公開中
http://www.todaiww3.k.u-tokyo.ac.jp/nedo_p/jp/

将来、日本近海において、海洋エネルギー発電を本格的に

導入する際には、どの地点にどの種類の海洋エネルギーがど

の程度あるか、すなわち、海洋エネルギーのポテンシャルを

把握することが重要となります。そのため海洋エネルギー評

価のための情報を得られるポータルサイトを開設し、海洋ポ

テンシャルマップを公開しています。

このサイトは、東京大学と海洋研究開発機構（JAMSTEC）

が、NEDOの「海洋エネルギー発電技術共通基盤研究(ポテ

ンシャル推定）」の成果として制作しました。日本の近海にお

ける、海流・潮流・波力・海洋温度差等のポテンシャルの数値

データを、色分けしてマップ表示します。例えば、波力は有義

波高※２の上限値ごと、海流は「夏の気候値」や「黒潮大蛇行

時」等のようにさまざまな条件のデータを表示できます。

波力データは日本全国の沿岸域を1kmメッシュで分割し、

1994年から2014年のデータから、海流・潮流・海洋温度

差データは日本近海を3kmメッシュで分割し、2002年から

2012年のデータから、マップを作成しています。

本実証機の出力は100kWだが、離島等の系統容量が小さい場所を対象に、３
～５倍程度の出力の実用機を検討している。

まずは離島での導入を視野に
エネルギー安定確保への貢献を目指す

海流
ポテンシャルマップ
海流の速度

波力
ポテンシャルマップ
波を受ける単位長さ当
たりのエネルギー

海洋温度差
ポテンシャルマップ
表層水と深層水の温
度差

※2  波高の大きい方から1/3の平均値。

浮力調整装置

GFRP製タービン翼

発電機、制御装置、
各種計測機器
（右側） 姿勢調整装置

耐圧鋼構造物
係留装置
送電ケーブル

タービン翼角変節装置
変圧・送電装置
水中コネクタ

発電機、制御装置、
各種計測機器
（左側）

直径：約11m

全長：約20m
幅：約20m
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潮の干満による潮流は、周期的に生じるため予測が可能で
す。また、海流より流速が速く、エネルギー密度が高いという
メリットがある一方で、流速が一定ではなく、転流することか
ら、時間的に安定したエネルギーを得ることができません。

こうした潮流を利用した発電装置の要素技術開発に取り組
むNEDOの「次世代海洋エネルギー発電技術研究開発」の一
つが、「相反転プロペラ式潮流発電システム」です。委託先は
（株）協和コンサルタンツ、アイム電機工業（株）、前田建設工
業（株）、九州工業大学、早稲田大学のグループで、個々の知
見や技術を持ち寄り技術開発を進めています。

この発電ユニットは主に、相反転し合う前段・後段のプロペ
ラと二重回転電機子から構成されています。プロペラが相反
転することにより、水中での姿勢を安定に保つことが可能に
なります。また、二重回転電機子は磁束の漏れを低減させるた

め、発電効率を向上させる特徴を持っています。2015年度に
実施した水槽試験で、設計通りの性能が確認できたことから、
2017年10月に、長崎県伊王島沖で、船舶で装置を曳航して潮
流を模倣し、海中での性能を確認する曳航試験を予定してい
ます。NEDO新エネルギー部風力・海洋グループの濱本政人
主査は「相反転プロペラ式潮流発電にとって、10月の曳航試験
が初めて実海域で行う試験であり、必要なデータが得られる
よう着実に実施したい」と話します。

適地調査等を担当してきた協和コンサルタンツの左村公氏
は「理論的には知られていた二重回転電機子を持つ相反転式
プロペラの実物を初めて作ったのは私たちです。潮流発電シス
テムとしてブレークスルーの可能性のあるアイデアがあったの
で、挑戦する価値があると思いました」と話します。また、設計
を担当するアイム電機工業の川嶋竜之介氏は「海中の流れは
均一ではありませんが、この相反転式プロペラは姿勢を維持で
きます。陸上の水車で得た成果が、海中でも使えることを確か
めたい」と意気込みを話します。

水槽試験の様子。試作機の前
段・後段の各プロペラの直径
は約1ｍ。2017年10月、長崎県
伊王島沖での曳航試験にも使
用する。

相反転式潮流発電ユニットの仕組み。前段・後段のプロペラと二重回転電機子で、回転
運動による反作用を相殺させ、発電性能も向上させるアイデアは、九州工業大学の金元敏
明特任教授によるもの。

写真左から

左村 公 氏
株式会社協和コンサルタンツ
統括本部 新規事業推進室
課長代理

小田 泰造 氏
アイム電機工業株式会社
開発部 主任

川嶋 竜之介 氏
アイム電機工業株式会社
開発部 課長

濱本 政人
NEDO新エネルギー部
風力・海洋グループ 主査

日本の技術力を結集。相反転式プロペラで
潮流エネルギーを高効率に得る

技術開発の
ポイント

［相反転プロペラ式潮流発電］
・逆方向に回転し合う前段・後段プロペラで、姿勢を維持。
・磁束の漏れを抑えた二重回転電機子※3により、発電機の効率を向上。

流れが均一ではない潮流の中でも安定姿勢を維持
10月には曳航試験を実施予定

潮流発電 月と太陽の引力で生じる潮汐の水平方向の流れである潮流

を利用して発電。潮の干満により規則的に流れるため、

比較的精度良く予測可能。

※3  内軸磁石と外側コイルが相反転で回転する。従来技術は、外側コイルが固定で内軸磁石のみ回転。

前段プロペラ
メカニカルシール

後段プロペラ

相反転式発電機
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特集		1期待が高まる日本の海洋エネルギー

地球で常に生じている風が、海面上に「波」をもたらしま
す。波力エネルギーは海洋のほぼあらゆる場所で得ることが
できます。

波力発電には複数の方式があり、実用化に向けた実証研究
が進んでいる方式の一つが振動水柱型の「空気タービン式波
力発電システム」です。打ち寄せる波を空気室という空間に入
れると、空気室内で海水面が上下動するため空気の動きが生
じます。これによりタービンを回転させて発電します。防波堤
や護岸等にシステムを設置する沿岸固定式であるため、建設
や送電、電力系統への接続のコスト低減が期待できます。

NEDOは「海洋エネルギー発電システム実証研究」の一事
業として、山形県酒田港の岸壁に空気タービン式波力発電シス
テム（定格出力15kW）を設置し、2015年1月より実証試験を
行い、最大13kWの発電出力を確認しました。

NEDO新エネルギー部風力・海洋グループの田村英寿主査
は「今回のような大きな出力の衝動タービンを使った振動水
柱型波力発電の実証試験は世界で初めての試みであり、期待
通りの発電性能が得られました」と成果を話すとともに、「系
統に接続した上で性能等を検証するのが今後は重要になりま
す」と次の段階に向けての課題を整理しています。

酒田港での実証試験の様子。約9カ月間の
試験で得られたデータでは、当地では冬に
高い発電性が期待できることがわかった。

空気タービン式波力発電システムの仕組み。他の波力発
電システムに比べ、構造は簡素で、沿岸固定式のため安
全な形式とされている。

委託先のエム・エムブリッジ株式会社、東亜建設工業株式会社ほか
関係者の皆さん。

機械室・タービン発電機

ユニット構造多重共振型波力装置

空気タービン発電原理

カーテンウォール 空気室

既設ケーソン

プロジェクティングウォール

水面上下動

1次変換

２次変換

往復の空気流が発生

空気の流れ 空気の流れ

ピストンの動き
（水面の動き）

ピストンの動き
（水面の動き）

防波堤や護岸等に設置できる波力発電
酒田港での世界初の実証試験で手応え

技術開発の
ポイント

［空気タービン式波力発電］
・打ち寄せる波から得た空気の動きをタービンの回転運動に変換して発電。
・沿岸固定式であるため、建設や送電のコストの低減が可能。

実証試験で発電性能を確認
系統への接続が視野に

波力発電 海面の上下の動きを発電に利用。

波はあらゆる海域で発生する普遍的な現象のため

さまざまな場所での検討が可能。

田村 英寿
NEDO新エネルギー部
風力・海洋グループ 主査
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陸から離れた湾外等の海域では、防波堤や護岸等の湾内に
比べ、比較的高い波力エネルギーを得ることができます。複数
ある波力発電方式のうち、実用化に向けた実証研究が進んで
いるもう一つの方式が、可動物体型の「機械式波力発電シス
テム」です。海面に浮かべた可動物体を用いて波の運動エネル
ギーを変換して発電します。

NEDOが三井造船（株）と「海洋エネルギー発電システム実
証研究」の一事業として開発を進めている機械式波力発電装
置では、波の上下運動に合わせてフロート（浮き）や、フロート
に付けたロッドを上下動させます。この上下動が、ロッドに取り
付けられたラック（歯の付いた棒）と、スパーと呼ばれる胴体
内部のピニオン（歯車）により、回転運動に変換されます。こ
の回転運動のエネルギーを利用して発電機が発電をします。

2017年4月から約５カ月間、機械式波力装置の実証試験を

東京都神津島の沖合約800ｍ、水深約30ｍの海域で行いま
した。NEDO新エネルギー部風力・海洋グループの植田俊司
主査は、「実証試験の結果や設置・撤去工事の経験をもとに
コスト分析と課題抽出を行い、将来において日本の波浪条件
に適した実機の開発と実用化を期待します」と語ります。試験
で得られたデータ等を基に、実用化に向けた課題を抽出して
いきます。

鉄製アンカー

中間ブイ

垂直係留索

-30

-20

-10

0

10

水中係留索

波力
発電装置

海
面
か
ら
の
深
さ（
m
）

波力発電装置は、海面下に中間ブイを浮かべて係留

2017年4月から約５カ月間実施された、神津島沖での実証試験の様子。海に面したフ
ロートの直径は2.7m。海面下の分も合わせた装置全高は約13ｍ。波力により赤い矢
印で示すようにロッドとスパーが相対的に上下運動する。

神津島での実証試験に取り組
んだ三井造船、NEDOのメン
バーほか関係者の皆さん。

設置エリアが小さくて済むように、垂直係留索と水平係留索
を組み合わせた係留方法を開発した。

写真右から

鈴木 隆男 氏
三井造船株式会社
技術開発本部  
技術総括部
再生可能エネルギープロ
ジェクトグループ 主管

植田 俊司
NEDO新エネルギー部
風力・海洋グループ 主査

フロートタイプの機械式波力発電
神津島での実証試験で実用化に一歩前進

技術開発の
ポイント

［機械式波力発電］
・波の上下運動を歯車によって回転運動に変換し、発電機で発電。
・海における専有面積が少なく、高効率で電力を得ることが可能。

日本初、機械式波力発電装置を実海域へ設置
係留の方法等の検討へ

ロッド

フロート

スパー

ブリッジ
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特集  2
NEDOバンコク事務所に聞く

東南アジアの
ビジネス新潮流
経済成長目覚ましい東南アジア。今年、設立50周年を迎えたASEANから、

日本とも関係の深い各国の最新情報を

NEDOバンコク事務所職員がレポートします。

NEDOバンコク事務所は、ASEAN10カ国を所管地域として
1993年10月の設立以降、日本で培われたエネルギー・産業関連
技術の活用によって、ASEAN各国が抱えるさまざまな課題解決に
貢献すべく、その端緒となる実証事業に取り組んできました。

その目的は、日本と相手国が一体となったチームを作り、最初の
導入事例をショーケースとして作り出すとともに、当該技術をビジ
ネスとして実証後の普及展開へとつなげることにあります。相手国
にとっては日本の技術に対する認識を深め技術を習得する機会と
して、また、日本側にとっては相手国の市場環境にマッチする技術
へと、価格や性能・運用面でのローカルフィットを導き出す機会とし
て、両国にメリットのある取り組みを展開することが重要です。

NEDOは現在、「エネルギー」「温室効果ガス削減」「資源循
環」の三つの分野に注力し、ASEAN各国で実証事業に取り組ん
でいます。しかし、一言にASEANと言っても、言語、宗教、文化や
政治的背景が異なるほか、経済の発展レベルもさまざまです。他方
で2015年末のASEAN経済共同体（AEC）発足に代表されるよう
に、連結性をより高め、地域としての存在感を高めていく方向にも
向かっています。本特集で
は、NEDOバンコク事務
所の所管国の中でも事業
数が多いタイ、ベトナム、
インドネシアを対象に、事
業概要とともに、背景とな
る各国の状況と併せて紹
介します。

ASEAN各国にエネルギー・環境技術を促進する
NEDOバンコク事務所の取り組み

NEDOバンコク事務所のスタッフ。

古川 善規
NEDOバンコク事務所長

・産業廃棄物発電技術実証事業（エネ実証）
・ベトナム版V-BEMS開発によるホテル省エネ促進実証事業（JCM）
・国営病院における省エネ／環境改善によるグリーンホスピタル促進事業（JCM）
・新技術COBを搭載した特殊LED照明機器による省エネ化及び船上作業改善事業（JCM）

ベトナム

ASEAN基本情報

面積 449万k㎡ 日本(37.8万k㎡)の11.9倍

人口 6億3862万人 日本(1億2699万人)の5.0倍

GDP 2兆5547億米ドル 日本(4兆9394億米ドル)の51.7％

貿易（輸出＋輸入） 2兆2555億米ドル 日本(1兆2518億米ドル)の1.8倍

出典：�目で見るASEAN（外務省アジア大洋州局地域政策課）��
http://www.mofa.go.jp/mofaj/files/000127169.pdf

・ジャワ島の工業団地におけるスマートコミュニティ実証事業（エネ実証）
・石油精製プラントの運転制御最適化による省エネルギー（JCM）
・動力プラント（ボイラー、タービン設備）への運用最適化技術の適用（JCM）
・�携帯電話基地局へのトライブリッド技術導入による低炭素化プロジェクト（JCM）

インドネシア

・コンテナ型データセンターの導入によるJCMプロジェクト実証事業（JCM）

ラオス

・Mobility�as�a�System実証事業（エネ実証）

フィリピン

・10分間充電運行による大型EVバス技術システム（エネ実証）

マレーシア

東南アジアにおける2017年度のNEDO実証事業

（エネ実証）：エネルギー消費の効率化等に資する我が国技術の国際実証事業
（環境・医療実証）：�環境・医療分野の国際研究開発・実証プロジェクト／�

先進的医療機器システムの国際研究開発及び実証
（JCM）：二国間クレジット制度（JCM）に係る地球温暖化対策技術の普及等推進事業

・余剰バガス原料からの省エネ型セルロース糖製造システム実証事業（エネ実証）
・人工関節・手術支援システム構築に係る研究開発・実証（環境・医療実証）

タイ
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タイが定めた10の重点産業の一つに「バイオ燃料・バイ
オケミカル」が挙げられており、NEDOは現在、まさにこの
分野をリードする事業を実施しています。バガスと呼ばれ
るサトウキビ搾汁後の搾りかすから、セルロース糖やオリゴ
糖、ポリフェノール等の高付加価値品の原材料となる有用
物質の製造システムの実証事業です。

日本が開発した高分子膜技術を用いることで、従来の蒸
発技術と比べ50％以上の省エネルギー化を実現するもの
です。2017年10月現在、パイロットプラントを建設中で、世
界有数のサトウキビ産出国のタイにおいて、食糧と競合し
ないバガスの有効利用を実証することで、同国における未
利用資源の有効利用に貢献し、より高付加価値な製品を製
造することを目指します。

高付加価値品の製造を目指して

Thailand ［タイ］
イノベーションが引き出す持続可能な経済成長

NEDOバンコク事務所の齋藤春香主任（前列右から5人目）が出席した、タイ・ウ
ドンタニにある実証事業のプラント建設前に行った地鎮祭の様子。

タイ科学技術省アチャカー
大臣と、タイ科学技術省国
家イノベーション庁（NIA）パ
ンアー長官がNEDOを訪問
し、NEDO古川理事長等と面
談。

タイでのスタートアップ・エコシステムの構築に向け、さまざまな支援や人材交流を開始！
TOPICS

基本情報　国名：タイ王国
1 首都 バンコク
2 通貨 バーツ（Baht）　1Baht≒3.3円
3 人口 6572万人
4 面積 51万4000km2（日本の約1.4倍）
5 GDP 4069億ドル（2016年）
6 1人当たりGDP 6033ドル（2016年）
7 経済成長率 3.2％（2016年）

8 貿易 （1）輸出　2153億ドル（2016年）
（2）輸入　1947億ドル（2016年）

9 日系企業進出数 1748社　（2017年4月）

出典：1～8は外務省Webサイトより、9はJETRO�Webサイトより

　タイは現在、「中所得国の罠」を脱して高所得国入りするた
め、タイ政府がさまざまな政策を打ち出しています。中でもイノ
ベーション主導の経済である「Thailand4.0※」を達成するこ
とで産業の高度化・高付加価値化を図り、持続的な経済成長の
実現を目指しています。具体的には、短・中期的に育成する「S
カーブ」と、長期的に育成する「新Sカーブ」の合計10業種を重
点産業と定め、これらの産業を振興することで持続的な経済成
長を維持する競争力を強化することを目指しています。
　また、タイ湾東部のチャチュンサオ、チョンブリー、ラヨー
ンの３県を「東部経済回廊（EEC：Eastern Economic 
Corridor）」として、高度技術を用いる重点産業、インフラ開
発、観光地開発、R&D等、高付加価値サービス業が重点的に
奨励される地域に設定。タイ政府はEEC地域への投資を呼び
込むため、法人所得税の免除等の恩典を打ち出しています。特
にタイ政府からは、これまでタイ経済の発展に貢献してきた日
本企業の役割が今後も極めて重要であるとの、強い期待が示
されています。

Thailand4.0による競争力強化

注目の最新動向

※�Thailand4.0：労働集約型産業から知識集約型産業へ移行し、産業
高度化を達成する社会。Thailand�1.0は農業、Thailand�2.0は軽工
業、Thailand�3.0は海外直接投資（重化学工業）を指す。

NEDOは2017年度から、新たに日タイ共同研究成果を活用したスタートアップ創出支援に関する取り組みを
開始しました。イノベーションを重視するタイ政府は、その担い手としてスタートアップに着目し、さまざまな促
進策を打ち出しています。

NEDOは日本国内で実施している「研究開発型ベンチャー支援事業」を通じ、研究開発型スタートアップの事
業化を支援する人材やベンチャー・キャピタル（VC）のネットワークの構築をNIAとともに進めており、こうした
実績を生かして、タイでも研究開発の成果をビジネスに結びつけるシステムの構築を計画しています。このシス
テムが、日本の起業家がタイへビジネスを広げる際の足掛かりとなることに期待しています。 「Startup�Thailand�2017」にて、NEDOは

NIAと協力覚書（MOU）を締結。
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ベトナムでは、今、急増するごみの処理が顕著な課題と
なっています。一般的に、埋め立て処理が行われています
が、埋め立て地の逼

ひっぱく

迫や環境衛生面の問題が懸念されてい
ます。NEDOはこの課題解決に向けた対策の一つとして、
産業廃棄物を焼却し、その排熱回収により発電する技術の
実証事業に取り組みました。

本事業は、2014年のベトナム前国家主席と安倍首相と
の日越共同声明でも取り上げられ、両国にとって象徴的な
事業となっています。ダイオキシン対策等、日本の技術を利
用した環境対策を施した設備でごみ処理や電源確保に貢
献する、まさに今のベトナムの時流に沿った事業であるとい
えます。

また、温室効果ガスの排出削減への貢献として、日本の
優れたインバーターエアコン技術を病院に導入し、院内の
快適性や院内空気質の向上を図りながら大幅な省エネル
ギー化を目指す「グリーンホスピタル促進事業」を実施。こ
れは、NEDO初のJCMプロジェクト登録となりました。本
事業ではベトナムの省エネラベル制度と連動して、ルームエ
アコンの性能評価装置を導入・活用し、同国におけるイン

バーターエアコンの普及を後押ししています。さらに、ベトナ
ムで初めて、エアコン用冷媒のフロンの破壊処理にも成功
し、大きな注目を集めました。日本では法律によりフロンの
回収・処理が義務づけられていますが、ベトナムでは関連す
る法規制は未整備です。ベトナム政府もフロン対策の必要
性は認識しており、本成果が、同国の規制整備にも貢献す
るものと考えています。

ごみをエネルギー資源に

地球温暖化対策も重要な課題

Vietnam ［ベトナム］

ルームエアコンの
性能評価装置の
譲渡式。

経済成長と環境対策の両輪実現へ

基本情報　国名：ベトナム社会主義共和国
1 首都 ハノイ
2 通貨 ベトナムドン（VND）　1000�VND≒5円
3 人口 約9270万人
4 面積 約33万km2（九州を除く日本と同程度）
5 GDP 約2019億ドル（2016年）
6 1人当たりGDP 2215ドル（2016年）
7 経済成長率 6.21％（2016年）

8 貿易 （1）輸出1766億ドル（2016年）
（2）輸入1741億ドル（2016年）

9 日系企業進出数 1637社（2017年3月）

出典：1～8は外務省Webサイトより、9はJETRO�Webサイトより

　ベトナムは、年間の経済成長率が6～7％台という高い水準で
推移し、人口も9000万人を突破、2026年までには1億人を超
えると予想され、市場拡大が見込まれています。また、環境を
意識した経済活動が期待されており、特に、2016年に起きた、
ベトナム中部での汚染廃水事件を契機に、国民の間ではより一
層、環境配慮への関心が高まっています。併せて経済発展に伴
い、不足する電力の確保も重要な課題です。現在の同国電源開
発計画では、2030年までに国の発電設備容量における再生可
能エネルギーの割合を21％にまで増やす計画で、再生可能エ
ネルギーの導入促進も同国では注目されている分野です。

2030年までに、再生可能エネルギー割合21％へ

注目の最新動向

NEDOバンコク事務所の安生哲也主任（中央列左から1人目）が出席した、ベトナ
ムでの産業廃棄物発電技術実証事業に関する現地政府機関との会議の様子。

日本の技術で環境対策を施した産業
廃棄物焼却発電施設。

施設の竣工式の様子。
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急速な経済成長が続くインドネシアではエネルギー需
要の伸びが著しく、高度なエネルギー利用方法の確立や環
境対策が喫緊の課題となっています。NEDOでは、エネル
ギー消費の多い工業団地における電力安定化や省エネル
ギーを図る目的で、電力品質の安定化技術やエネルギーマ
ネジメント技術等の実証を実施しています。また、工業団地
同様にエネルギー消費量やCO2排出量が多い石油精製所
に対しても、運転制御最適化技術等の実証をJCM事業と
して行っています。

また同時に、廃棄物処理の問題も顕在化してきており、
NEDOはカリマンタン島において廃油のリサイクル技術に関
する実証を行いました。今後は技術の普及に向けたセミナー
等を、同事業でNEDOのカウンターパートであるインドネシ
ア共和国技術評価応用庁（BPPT）等と協力して行っていく
予定です。

ジョコウィ大統領は、就任早 、々インドネシアの財政を圧
迫していたガソリン補助金を撤廃しましたが、さらに2017
年3月2日付の国家エネルギー基本計画に関する大統領規
定（2017年第22号）に、EVとハイブリッド車の開発方針

が盛り込まれるなど、運輸部門での省エネルギー化や脱石
油化の動きも活発になっています。今後NEDOでは、インド
ネシアのニーズに合ったモビリティに関する実証を進めて
いきたいと考えています。また、その普及に欠かせないイン
フラ整備についても、インドネシア政府と協力して取り組ん
でいきます。

インフラの省エネルギー化や環境対策

運輸部門の省エネルギー化・脱石油化に向けて

Indonesia ［インドネシア］

NEDOバンコク事務所の矢部貴大主査（左）と国営石
油会社プルタミナ役員のユリアン氏（右）。JCM事業の
ステアリングコミッティにて。

成長を続ける巨大市場、魅力的な投資先

基本情報　国名：インドネシア共和国
1 首都 ジャカルタ
2 通貨 ルピア（IDR）　1000�IDR≒8～9円
3 人口 約2.55億人（2015年，インドネシア政府統計）
4 面積 約189万km2（日本の約5倍）
5 GDP 8619億ドル（2015年）
6 1人当たりGDP 3605.1ドル（2016年）
7 経済成長率 5.0%（2016年）

8 貿易 （1）輸出1444.3億ドル（2016年）
（2）輸入1356.5億ドル（2016年）

9 日系企業進出数 1533社（2015年11月）

出典：1～8は外務省Webサイトより、9はJETRO�Webサイトより

　インドネシアは国土面積が日本の約5倍、石油や天然ガス、
石炭等の天然資源も豊富です。また、人口がASEAN諸国の全
人口の約4割を占めると共に、総人口に占める生産年齢人口比
率の上昇が続く人口ボーナス期が今後本格化し、2030年ごろ
まで続くと予想されています。人件費の上昇や通関諸手続きの
煩雑さ、法解釈の不透明さなど事業展開上の様々なリスクを有
しているものの、近年の経済成長率は5～6％程度で推移して
おり、今後も着実な成長が期待されます。
　また、インドネシアでは2014年10月に、10年間続いたユ
ドヨノ大統領政権に代わり、ジョコ・ウィドド氏（通称ジョコ
ウィ）が第7代大統領に就任しました。ジョコウィ政権において
優先度の高い経済施策として「インフラ整備」「産業高度化」
「海洋国家構想」等が挙げられ、その中のインフラ整備に関し
ては35GWの発電所建設、工業団地15カ所の建設、SEZ（経
済特区）11カ所の建設等が掲げられています。

豊かな国土と人口ボーナス

注目の最新動向

廃油リサイクル・デモプラント運転開始式の様子。

BPPTと共に行った廃油リサイクル
事業の竣工式の様子。
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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

グリース阻集器	
（グリース・トラップ）
昭和51年1月1日施行された建設省
告示第1597号（改定建設省告示第
1674号）により、汚水が油脂など排
水のための配管設備の機能を著しく
妨げる恐れのある物を含む場合に設
置が義務づけられている簡易な油水
分離装置のこと。

全国で年間31万トンにも上ると
推定
「平成24年度環境研究総合推進費
補助金・研究事業　国立環境研究所
（K2114）」より。

100kVA
kVAはキロボルトアンペア。定格電
力(kW)＝定格出力(kVA)×力率(おお
むね0.8)で有効電力量を算出した場
合、約80kWの発電が可能。

グリーン電力
風力・太陽光・バイオマスなどの再生
可能エネルギーによって発電された
電気のこと。

News Release
Converting Grease Traps Oils into Electricity: 100kVA 
Mobile Power Supply Vehicles equipped with biomass 
generator
– Will aim to establish a New Local Production for Local 
consumption Model of Biomass energy in the Tokyo 
Metropolitan area –

イノベーション推進部の
「ベンチャー企業等による新エネルギー技術革新支援事業」に
関する
2017年9月8日付ニュースリリースをピックアップ！

排水油脂で発電する国内最大級のバイオマス発電車を開発
―首都圏全域へ展開、新エネの地産地消モデルの確立目指す―

〈概要〉

　飲食店や商業施設、食品工場等における排水に関しては、下水道法や水質汚濁防止法で規定する

排水基準以下の濃度で排水することが定められており、下水道や公共用水域へ汚水や油脂が直接流

出することを防ぐためのグリース阻集器（グリース・トラップ）を設置することが事実上義務づけられ

ています。グリース阻集器で集められる主に動物性油脂から構成される排水油脂（以下、トラップグ

リース）の賦存量は、全国で年間31万トンにも上ると推定されていますが、水分含有率が高く、不純

物も多いため、再生燃料化が難しく、未利用資源となっていました。この課題解決に向けて、株式会社

ティービーエムは、NEDOの「ベンチャー企業等による新エネルギー技術革新支援事業」において、

2013年度からトラップグリースを用いたバイオマス発電システム「フード・グリーン発電システム」の

開発に取り組んできました。

　今般、NEDOと（株）ティービーエムは、トラップグリースを発電用燃料化することに日本で初めて成

功し、当該燃料を利用し発電する100kVA規模の発電機を搭載した国内最大級のバイオマス発電車を

開発しました。

　さらに本発電車を活用して、9月10日に開催予定の入間市主催のイベント「第23回いるま太鼓セッ

ション」において、グリーン電力の供給を行う実証試験を実施します。このような排水浄化の過程で分

離回収された排水油脂を原料に製造された発電用燃料を使い発電を行う実証試験は、世界初となり

ます。

　今回の実証試験は、株式会社松屋フーズの全面協力のもと、同社の入間店ほか埼玉県内98店舗か

ら回収された動物性油脂を原料に製造した発電用燃料を使用して発電を行い、同イベントへ電力供給

を行うものです。実証試験では、出店の調理機器や電灯、さらに熱中症対策となるクールスポットをつ

くるミスト発生装置などに、発電車から安定的にグリーン電力の供給ができることを確認します。

　10月29日、30日に開催予定の入間市主催のイベント「第39回入間万燈まつり」においても同様の

実証試験を予定しており、さらに武蔵野市主催で11月開催予定の環境フェスタほか、東京都内での各

種イベントにおける実証試験など2017年度中にさまざまな自治体イベントで実証試験を予定していま

す。

　今後、（株）ティービーエムは、これらの実証試験を積み重ね、2020年までに排水浄化からグリーン

電力を生み出す「フード・グリーン発電システム」を首都圏全域に普及させることで、“新エネルギーの

地産地消モデル”の確立を目指します。

2017年9月8日　ニュースリリース

http://www.nedo.go.jp/news/press/AA5_100827.html
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		これまで捨てていた飲食店や食品工場等の
排水に含まれる油脂を有効活用

		100kVA規模の発電機を搭載した、	
日本最大級のバイオマス発電車を開発！

注目技術

　油脂分を多く含む排水をそのまま下水道へ流すと、油脂
分が冷えて固まることで、下水道管の閉塞や悪臭源等さま
ざまな弊害を引き起こします。また、油脂分が河川に流出す
ると、環境に悪影響を及ぼす恐れもあることから、排水時
の油脂類の排出は、下水道法や水質汚濁防止法で厳しく制
限されています。そのため、飲食店等では排水の油脂を分
離するグリース阻集器等を設置。収集さ
れる油脂は水分含有率や酸価が高く、不
純物も多いため再資源化が難しいことか
ら、これまで産業廃棄物として焼却処分
されていました。これを、化学薬品を一切
使用せず、また副産物も出さない発電用
燃料化することで、「フード・グリーン発
電」が実現しました。

　食品産業由来のバイオマス燃料としては、これまで、主に
フライヤーや天ぷら油から発生した「廃食用油」、いわゆる
“使用済み植物油”をバイオディーゼル燃料としてリサイク
ルする例は広く知られていましたが、食品産業の不要な排
水油脂をエネルギーに変換する、都市型地産地消の新しい
バイオマス発電として注目されています。

水質を浄化し廃棄物を有効活用するバイオマス発電

フード・グリーン発電システム
新エネルギーに関する画期的な技術等を後押しすることで、ビジネスの活性化と
再生可能エネルギーの可能性を広げていきます。

◆ 解  説

「廃食用油」ではなく「排水油脂」を資源化へ

◆ 今 後 の 展 望

都市部での新エネルギーの地産地消モデル確立へ
　NEDO事業を通じて本技術の開発に成功した（株）
ティービーエムは、今回開発したバイオマス発電車による実
証を重ね、創エネ、CO2削減、リサイクル、水質浄化をもた
らす「フード・グリーン発電」による、都市型“新エネルギー

の地産地消モデル”の普及に取り組んでいきます。NEDO
は、こうした独自の発想や画期的な技術を後押しすること
で、再生可能エネルギーの普及やエネルギー源の多様化に
貢献することを目指します。

		日本初！	排水から分離回収した排水油脂の
発電用燃料化に成功

		災害時には非常用独立電源としての	
利用も期待

開発した100kVAバイオマス発電車の外観

排水浄化から生み出すグリーン電力　全体図

非常時の電源 スポーツイベント お祭り
CO2削減
気候変動対策

災害対策 新エネの
地産地消

都市

飲食チェーン コンビニ / スーパー ショッピングセンター 商業ビル / ホテル 食品工場

① 排水の浄化を通して 排水油脂（トラップグリース）を分離回収

② 排水油脂を発電燃料化（化学合成なし＆副産物なし）

③ 100ｋW×24ｈ×365日　発電可能

河川・海洋 下水処理場

④  市街地やイベントに 
グリーン電力を直接供給

海・川を
キレイに

資源循環

グリーン
電力創出

FIT売電
(その他バイオマス)

国内最大級！

世界初の実証試験！
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	実用化
ドキュメント
Vol.6
家電リサイクルプラントの開発・実証

自治体・メーカーと連携しながら
白物家電のリサイクルシステムを
ゼロから構築

「家電リサイクルプラントの開発・実証」とは　

　1990 年代初頭、最終処分場の不足等、廃棄物処理は大きな

社会問題でした。中でもテレビや冷蔵庫等の使用済み家電品は、

減量化と資源化を経済的かつ総合的に行うリサイクルシステムの

構築が、緊急の課題でした。そこで NEDO は、1992 年度に家

電リサイクルに関する初めての国家プロジェクトを、自治体やメー

カーと連携して実施。家電リサイクル実現に寄与しています。

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

回収されたアルミ。素材ごとのリサイ
クル率を高めることで地上資源を有
効利用した循環型社会の構築に貢
献している（提供:東京エコリサイクル
（株））

　

　大型家電をはじめとした廃工業製品の埋立処分場
不足が社会問題となっていた1991年、数多くの工業
製品の製造を手がけていた日立製作所は、廃工業製
品の中からリサイクル可能な資源を回収する方法を検
討し始めていました。また同時期に、経済産業省に
おいて、液化天然ガス（LNG）の冷熱を未利用エネ
ルギーとして何かに使用する方法はないかとの議論が
されており、日立製作所では、冷やすことで壊れやす
くなる鉄やプラスチックの特性（脆化特性）を生かし、
冷熱を利用して廃工業製品を破砕する方法を考案し
ていました。
　また、冷蔵庫やエアコン等には、オゾン層破壊が
問題視されていた「フロン」がコンプレッサーや断熱
材ウレタンの発泡剤として利用されているため、その

回収技術も並行して開発する必要がありました。
　そこで日立製作所は 1992 年度から1997 年度ま
で、NEDO プロジェクト「家電リサイクルプラントの
開発・実証／未利用エネルギー（冷熱）を利用した
廃工業製品の低温破砕技術の開発」に参加、これら
の課題解決に向けた技術開発をスタートしました。

　プラント内で効率良くリサイクルを実施するため、
工程全体を一つのシステムととらえ、低温破砕技術、
フロン回収技術、アルミ・銅・プラスチックの選別技術、
プラスチック再生利用技術等、工程ごとに必要な家電
リサイクル処理の要素技術開発に着手しました。リサ
イクルシステム全体をスムーズに行うには、選別や回
収を見据え、破砕の段階で複合材をある程度剥離さ
せて、素材ごとに分ける必要があります。
　しかし、冷蔵庫に使用されているコンプレッサー等
の複合金属材料は非常に硬く、常温による破砕だと
素材ごとに剥離することが難しい点が課題でした。そ
こで、極低温に冷やすことで脆くなる鉄やプラスチッ
クの特性を生かし、LNG 製造の際に発生する液体窒
素を用いて、常温破砕の半分以下のエネルギーで効
率良く破砕する「低温破砕技術」を開発。しかし、破
砕に必要な液体窒素の輸送コストが多額となるなどの
リスクが明らかになったこと、常温による破砕技術の

未利用エネルギーを活用した
廃工業製品リサイクルに着目

　家電メーカーにとって新しい技術であったリサイ
クル分野の研究開発を後押しするために行われたの
が、「家電リサイクルプラントの開発・実証」プロジェ
クトです。環境保護の観点から家電メーカーとしてリ
サイクルの重要性をいち早く感じ取り、単独でこのプ
ロジェクトに参加した株式会社日立製作所は、本プ
ロジェクトで家電リサイクルシステムの礎を築き、東
京エコリサイクル株式会社をはじめとする３社を設立
し、家電リサイクルを推進しています。

破砕・選別・回収・再生利用という工程を
一つのシステムとして開発
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　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、コンパクトに紹介しています。基となるス
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、ウェブサイトで紹介。これ
までに93件の記事を公開しています。

実用化ドキュメント
一般廃棄物最終処分場の残余年数
と最終処分量の推移（一般廃棄物の
排出及び処理状況等について（平成
25 年度版及び平成 17 年度版）（環
境省）を基に作成）。

作業員の手によって解体されるブラウ
ン管テレビ。手作業によるこの工程が、
素材の回収純度に影響を与える。

　「実用化に至らなかった技術も、その技術の適用可
能性を検証できたことは成果の一つです」と、東京エ
コリサイクル代表取締役社長の川上信彦さんは語りま
す。現在用いられているリサイクル技術の多くは、時々
の資源の市況等に合わせて取捨選択された結果です。
実用化の如何に関わらず、このプロジェクトを通して
開発されたものは、現在のシステムで用いられていな
い技術も含めて、家電リサイクルシステム構築に向け
た検討の土台となっています。
　プロジェクト後半には、家電リサイクルのパイロット
プラントが日立製作所の工場敷地内に完成し、試験運
転を開始。消費者団体や業界団体、教育関係者等、
連日多くの見学者が訪れるようになりました。これは、
リサイクルへの世間の意識が決して高いものではな
かった1990 年代初頭では考えられないものでした。
　このような取り組みを受け、ついに、1998 年に家
電リサイクル法が制定、2001年から施行されます。
その結果、日本全国にリサイクルプラントが設置され、
使用済み家電品の処理等が進んだことで、家電リサイ
クル法施行当時（2001年）は１万トンあった最終処
分量も 2012 年度には５千トンにまで減少し、最終処
分場の残余年数も年々増加しています。
　日立製作所 水ビジネスユニット 水事業部 サービス
事業推進部 資源循環推進グループ課長の根本武さん
は「リサイクルは日本のみならず世界的に取り組む必
要のある問題。ビジネスとして成立するよう、収集方
法等の技術以外も重要だと考えています」と語ります。
　現在では、真空断熱材等、製品の高機能化に伴い
新規部材が増えてきているため、既存のリサイクル技
術では対応できない製品が出てきており、新たな技術
の確立が求められています。このように、常に進化を
求められる中、2016 年 4 月には家電リサイクル処理
台数 600 万台を達成した東京エコリサイクル。現在
は家電リサイクル技術を応用し、ＯＡ機器や産業用空
調機等にも対象製品を拡大しながら、レアアースリサ
イクルにも積極的に取り組んでいます。消費者やメー
カーに対してリサイクルへの意識改革を与えた NEDO
と日立製作所の取り組みは、着手してから 25 年が経
過した現在も、その輪を着実に広げつつあります。

進歩もあって、「低温破砕技術」の実用化は見送られ
ることになりました。ただ、この技術自体は非常に優
れたもので、この低温破砕の技術開発に着目したこ
とが、家電リサイクルシステムの始まりとなったのです。

　リサイクルを正確に行うためには、破砕によって剥
離した鉄・非鉄金属・プラスチック等を正確に選別し、
純度を高めることも必要不可欠です。そこで、混在す
る破砕片から対象素材を高純度で選別する方法とし
て、まず、鉄の選別には、磁石を利用して鉄を回収す
る磁力選別機を導入。これ自体は既存の技術ですが、
効率良く鉄を回収するため、磁力選別機の形状から
設置台数等まで幾度も試行錯誤を繰り返し、その結
果、鉄の回収率・純度共に 99％という非常に高い成
果を達成しました。
　銅やアルミ等の非鉄金属の選別には、アルミ缶の
選別で使われる渦電流選別機に改良を加えました。
渦電流によって磁場を発生させ、それに反発する銅
やアルミ等をはね飛ばす選別方法で、既存技術の応
用ですが、渦電流の発生メカニズム等を考慮し、シス
テムの最適化を実施。そうした努力が実を結び、回
収率が銅 97％、アルミ 95％、純度が銅 92％、ア
ルミ 90％と、こちらも非常に高い成果を上げること
ができました。断熱材ウレタンや冷蔵庫のコンプレッ
サー内に含まれる「フロン」についても、日立製作所は、
断熱材フロンと冷媒フロンの回収・分解の要素技術
開発を行い、90％以上のフロンを回収することが可
能としています。

新技術・既存技術を家電リサイクル用にアレ
ンジして鉄・非鉄金属・プラスチックを選別

NEDOプロジェクトがリサイクルに対する
世間の認識を変えるきっかけに

東京エコリサイクルの内部風景。テレ
ビ・エアコン・冷蔵庫・洗濯機等、製品
ごとにラインを設けて解体している。



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/CD_100055.html

http://www.nedo.go.jp/events/DA_100072.html

Information NEDOが実施・出展するイベントのご案内
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http://www.nedo.go.jp/nedomail/index.html
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2015年度に出展した「2015 国際ロボット展」の様子。

展示とセッションで、NEDOが取り組む最先端省エネ技術を紹介する
「NEDO省エネルギーフォーラム2017」。

多様なロボット・AI技術が一堂に集まる

2017 国際ロボット展
2017年11月29日（水）～12月2日（土） 
東京ビッグサイト東6ホール

2030年の省エネルギー目標に向けて

NEDO省エネルギー技術
フォーラム2017
2017年11月20日（月）～11月22日（水） 
東京ビッグサイト東1ホール

2017年

1日
　NEDO「TSC Foresight」

セミナー （第2回）
1日
　バイオマスエネルギーの

地域自立システム化実証事業
ワークショップin 札幌

1～5日
　創エネ・あかりパーク2017
6日
　SIP／次世代パワー

エレクトロニクス
公開シンポジウム2017

8日
　NEDOフォーラム in 三重
13日
　SIP 革新的設計生産技術公開

シンポジウム2017
21日
　NEDOフォーラム in 熊本
29日～12月2日
　2017 国際ロボット展

10
月

11
月

1日
　エコプロ2017

12
月

1
月

14～16日
　nano tech 2018

2
月

3
月

3～6日
　CEATEC 2017
4～5日
　Innovation for Cool Earth 

Forum（ICEF）
５～6日
　NEDO「次世代人工知能・ロボット
　中核技術開発」ワークショップ
　（ビジネスマッチングイベント）
6日
　NEDOフォーラム in 山形
11日
　“No Maps NEDO Dream Pitch” 

with 北海道起業家万博
11～13日
　BioJapan2017
16日
　“Robots on the Rise： 

Building the Future of Robotics 
in Japan and the US”

23～24日
　イノベーションリーダーズ

サミット2017
27日
　NEDOフォーラム in 長野

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。

　NEDOは2017年11月20日（月）から11月22日（水）に、東京ビ
ッグサイトで「INCHEM TOKYO 2017/工場の省エネ・環境対策
コーナー」に出展し、「NEDO省エネルギー技術フォーラム
2017」を開催します。
　展示ブースでは、「世界最先端の省エネ社会実現に向けた
NEDOの取り組み」をテーマに、エネルギー転換・供給部門か
ら、産業、家庭・業務、運輸といった需要サイドの省エネルギー
技術、海外での省エネルギー実証等、NEDOが実施しているさ
まざまな省エネルギー技術について紹介します。
　また、11月22日（水）には「2050年を見据えた省エネルギー
技術の革新に向けて」をテーマに、有識者を交えた革新的な省
エネルギー技術の今後について、NEDOセッションを実施しま
す。ご来場、お待ちしています。

　NEDO は 2017 年 11 月 29 日（水）から 12 月 2 日（土）まで、
東京ビッグサイトで開催される「2017 国際ロボット展」に出
展します。
　NEDO ブースでは「Robots & AI for Happiness」をテーマに、
インフラ維持・管理やものづくりの現場等のさまざまなシーン
において、NEDO が取り組むロボット・AI 技術がどのように
社会に実装され、人や社会の役に立つか、デモやプレゼンテー
ションでわかりやすく紹介します。
　また、併せて 11 月 29 日（水）にはフォーラムを開催し、
NEDO が取り組む技術開発と社会実装の両面から、きたるべ
きロボット・AI 社会に向けた展望について議論を行います。
ご来場、お待ちしています。

2018年

本誌をお読みいただいた
感想をお聞かせください。
いただいた感想は、今後
の広報誌等制作の参考と
させていただきます。
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