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未 来 技 術 へ の 提 言

DIRECTING the FUTURE

クリプトン・フューチャー・メディア株式会社 代表取締役

No Maps実行委員長

伊 藤  博 之 さん

1965 年北海道生まれ。北海学園大学経済学部卒業後、北海道大学職
員として勤務、95 年に音楽制作ソフトの開発・配信する会社としてクリ
プトン・フューチャー・メディアを設立し、代表取締役に就任。アメリカ、
ヨーロッパ等世界各国に 100 数社の提携先を持ち、3,000 万件以上の
サウンドコンテンツを日本市場でライセンス販売。2007 年に音声合成
ソフトウェア「初音ミク」を発売。13 年に藍綬褒章を受章。また、16
年から産学官で開催するイベント「No Maps」実行委員長として、産業
の活性化や起業サポート等を推進。北海道情報大学客員教授も兼任。
2019年の「No Maps」は10月16日（水）〜20日（日）に開催。
https://no-maps.jp/

課題解決を一緒に実現。

テクノロジーで可能性を掘り起こす

（インタビュー／ NEDO 広報部）
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「どうして“初音ミク”を開発したんですか」とよく

聞かれます。もともと効果音等さまざまな音をオンライ

ン配信する会社として1995 年に北海道・札幌で起業

したのですが、当時、ピアノやドラムといった楽器の

音がソフトウェア音源になっていました。そこで、ボー

カルがあってもいいのではと、ヤマハさんの音声合成

技術をライセンス契約して、開発することにしました。

製品パッケージを考える際、ボーカルのソフトウェア

とはいえ、マイクや唇というパーツを載せるのは、何

かピンとこなかった。もう少し人間味溢れたもの、「そ

こに人間がいる」というコンセプトの方がわかりやすい

と思ったんです。技術そのものにクローズアップするの

ではなく、価値を膨らませて届けることで、より技術

に気づいてもらえると。そこでパッケージに架空の人物

の姿を社員に描かせ、2004年に女性ボーカルの音源

を製品化したのが最初です。

初音ミクは当社のボーカルソフトウェアとしては３代

目ですが、インターネット上に自作の初音ミクのイラス

ト等を公開する人がたくさん出てきたときは、困った

というより、むしろ嬉しい喜びでした。そこで、個人

で楽しむ範囲で自由に使えるよう、オープンソースな

らぬ、オープンコンテンツ化を思いつきました。初音

ミクが世界に広がれば、ソフトウェアも広がります。

90 年代にインターネットの可能性に目を付け、ネッ

トを使ったビジネスがしたくて札幌で起業したので、

東京で何かしようという発想はまったくありませんでし

た。そして、ネットが普及したおかげで、情報発信の

コストが大幅に下がり、札幌にいながらソフトウェアや

コンテンツを、簡単に世界に届けることができます。

その経験から、北海道で、もっとできることがあるん

じゃないか、技術でどんな可能性を掘り起こしていけ

るのか、ということに関心が広がっていきました。

今の時代だと、モビリティ分野の自動走行やドロー

ンを使った物流、体験を運ぶVR等のテクノロジーは、

北海道の産業や社会課題と大きく関わりがあります。

食や観光、農業等と結び付けば、いろんな可能性が

ある。そういうことにもっと気づいて欲しくて立ち上げ

たのが、毎年10月に札幌で行っている「No Maps」と

いうイベントです。クリエイティブな発想や技術で次の

社会を創ろうと、意見交換や実証実験の場として、

2016年から産学官が連携して開催しています。

とはいえ、北海道の企業や大学だけが対象ではな

く、いろんな地域から参画して欲しいと思っています。

自分たちだけが良ければいいのではなく、日本各地の

人とコラボし、一緒にソリューションを実現できるよう

になることが、このイベントの目的です。

また、イベント内でNEDOと経済産業省北海道経

済産業局等が開催のビジネスプランコンテスト「No 

Maps NEDO Dream Pitch」のおかげで、北海道での

スタートアップの機運も年々高まってきました。社会課

題があるということは、解決すべきニーズがあり、解

決を達成できた暁には産業になる。そういう方向性

に社会が動くように、起業家の育成も同時にやってい

くという、いい循環をつくっていければと思います。
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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。

C o n t e n t s
未来技術への提言
クリプトン・フューチャー・メディア株式会社 代表取締役 
No Maps実行委員長

日本各地で新しいエネルギーシステムや産業の創出
をけん引する方々に登場いただいた今号。特集１で
は地域の特性を生かし、環境負荷低減と地域活性の
好循環を生み出すバイオマスエネルギー事業の取り
組みを紹介します。特集２では、技術成果の普及の
一手、標準化に何が必要か、その項目やタイミングを
ガイドラインでチェック！　巻頭では、初音ミクの生
みの親で、新しい社会システム等の創出を目指した
産学官のイベント「No Maps」を仕掛けるクリプト
ン・フューチャー・メディアの伊藤博之さんにインタ
ビュー。地域の可能性をテクノロジーで堀り起こす
取り組みは、未来の扉が開く予感にワクワクします。
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NEDOプロジェクト事例紹介
徹底解説

「バイオマスエネルギー地域自立システムの
導入要件・技術指針」
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04 地域と共生し、脱炭素社会を目指す！

バイオマスエネルギー
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解説

『標準化マネジメントガイドライン』
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よくわかる! ニュースリリース解説
放射線耐性が高い半導体チップの
宇宙空間での実証実験を開始へ

プロジェクトのその後を追う!
実用化ドキュメント
プレイバックヒストリー
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産業技術実用化開発助成事業／
次世代戦略技術実用化開発助成事業／
バインダレスナノ多結晶ダイヤモンドの実用化開発

NEDO Information
NEDOからのお役立ち情報

16

18

20

＜読者アンケート＞
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。

伊藤 博之さん
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バイオマス
エネルギー

特集

地域と共生し、脱炭素社会を目指す！

1

2015年に合意された「パリ協定」で、日本は2030年度の

温室効果ガスの排出量を、2013年度比26％削減するという

目標が定められました。この目標達成に向けて経済産業省が

策定した「第5次エネルギー基本計画」は、2018年7月に閣

議決定され、2030年までに再生可能エネルギーの電源構成

比率を22～24％まで引き上げると記されています。このう

ち、バイオマスエネルギーが占める割合は3.7～4.6％であ

り、この目標達成を確実なものにしていくための持続的な取

り組みが必要となります。現在、再生可能エネルギーの普及

の柱となっている固定価格買取制度（FIT）も、再生可能エネ

ルギーの拡大に大きく貢献していますが、一方で、制度を支え

FIT制度からの自立を目指す！

地域の資源を活用し、地域の活性化にも貢献するエネルギーとして
早期の社会実装、普及拡大に期待が高まっているのが、バイオマスエネルギーです。
NEDOは「バイオマスエネルギーの地域自立システム化実証事業」を通じて
持続的・自立的なエネルギー供給、健全な事業運営を実現して
“地域と共生”するバイオマスエネルギーの導入促進を推進しています。

木質バイオマス発電所の原価構成の例

る賦課金による国民負担も年々増えており、普及拡大と負担

低減の両立には、FIT制度に頼らない持続可能な事業モデル

の確立を図ることが鍵となります。

NEDO新エネルギー部バイオマスグループでプロジェクト

マネージャーを務める森嶋誠治主任研究員は、「NEDOはこ

れまでも技術開発を含むさまざまな取り組みを行ってきまし

たが、技術のみの最適化を目指すのではなく、確実に社会実

装させていくことが重要です。サプライチェーンや地域特性も

加味しながら、いかに自立的に機能するバイオマスエネル

ギーシステムを構築できるかを念頭に、導入要件の検討や事

業性評価（FS）の調査を行い、地域の特性を生かした最適な

システム化づくりを目指しています」と語ります。

バイオマスエネルギーの原料は、林地残材や家畜排せつ

物、コーヒーかす等の食品廃棄物、稲わら等の農業残渣、下

水汚泥等々、その多くはコストをかけて処理する必要があり

ます。これら、いわばマイナスの資源をプラスの資源へ変換で

きれば、自社工場等の電気やガス、燃料費用を削減でき、余

剰エネルギーは近隣地域に販売、処理過程で発生した残り

かすなどは堆肥や肥料として利用・販売するなど、経済的に

もプラスとなる多様な活用が期待できます。

一方で、これらの実現には、安定的な原料の調達や品質、

確実な熱や電気の需要、運営する事業者や人材、地域内の協

マイナス資源が地域循環を動かし始める

68％
11％

6％

6％
9％

■ 燃料費
■ 減価償却費
■ 人件費
■ 保守点検費
■ 灰処理費

原価構成の7割近くを
燃料費が占めている。
※FIT認定を受け、現在稼動している
　木質バイオマス発電所（5,700kW）

出典：農林水産省 平成25年度木質バイオマス利用支援体制構築事業
「発電・熱供給・熱電供給推進のための調査」
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力、そして自治体との連携等が重要な要素となります。しかし

ながら、例えば、海外の機器を導入しても、地域で調達でき

る原料品質の違いからうまく作動しない、原料が定期的に調

達できない、機器を運転する技術者が地元にいない、電気・

ガス・廃棄物等多くの関係法令のクリアー等、計画通り進ま

ないという問題が各地域で散見されます。

こうした課題を解決するため、NEDOは「原料調達」「エネ

ルギー利用」「エネルギー変換」「全体システム」の４つの要

件を工夫しつなげていくことで、日本各地の地域性に適した

バイオマスエネルギーの自立システム構築を目指す実証事業

（P.06～）や、バイオマスエネルギーの導入を検討している

事業者や自治体の導入要件・技術指針となるガイドラインの

策定（P.10～）等に取り組んでいます。

「バイオマスボイラーや発電機等の機器をいきなり導入す

るのではなく、まずは先の４つの観点や、経済性、地域特性

等を精査・確認することが重要です。そこで、NEDO事業で得

られた知見やノウハウをガイドラインに集約し、新規にバイオ

マスのエネルギー利用を検討している事業者、自治体の皆さ

んに、ぜひこのガイドラインで事前に留意点等を把握してい

ただき、より効率的・効果的な事業計画を策定していただけ

ればと思っています」（森嶋主任研究員）

再生可能エネルギーの中でも、バイオマスエネルギーは地

味で手間のかかるイメージがありますが、「マイナス（経費）を

プラス（利益）へと、正反対のビジネスモデルに転じさせるこ

とが期待でき、その他にも、地域での防災・環境面や地域経

済（地元に利益が還元される）、雇用創出等、地方と共生し、

地域活性化にも貢献できるのがバイオマスエネルギー活用の

大きな特徴です。脱炭素社会に向けて持続的・自立的で安定

したエネルギーとして、また、再生可能エネルギーの主力電

源化への布石として、重要な要素を担うと考えています」と森

嶋主任研究員は熱意を込めて話します。

いかに地域と共生して循環経済を生む仕組みを創出できる

か。そこで次ページからは、NEDOが取り組む「バイオマスエ

ネルギーの地域自立システム化実証事業」の各地域における

プロジェクト例や、「ガイドライン」の具体的な内容について

紹介します。

地域の課題を解決し、真の循環型社会構築へ

森嶋 誠治
NEDO
新エネルギー部
バイオマスグループ
プロジェクトマネージャー
主任研究員

バイオマスエネルギーが
地域で自立・機能するための
４つの工夫

●❶原料調達
●❷エネルギー変換
●❸エネルギー利用
●❹全体システム
　（地域との連携）

変換調達

利用

バイオマス
エネルギーシステム

地域システム

社会システム

環境 社会

経済

地域と共生する
バイオマスエネルギー
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特集1
NEDOプロジェクト事例紹介

地域と共生し、脱炭素社会を目指す！ バイオマスエネルギー

香川県／株式会社富士クリーン

日本初の大型縦型の乾式メタン発酵施設で
ごみからバイオガスを作り熱電併給を目指す

産業廃棄物処理業者として40年以上の歴史をもつ株式会社

富士クリーン。従来の廃棄物処理は限界にきていたと話すのは

同社企画部次長の町川和倫氏です。香川県の面積は都道府県

の中でもっとも小さく、廃棄物処分場は飽和状態になっていた

とのこと。この課題を解決し、地域にも貢献できる事業は何か

を模索する中で生まれたのが、このNEDOプロジェクトでした。

2018年6月には、国内最大の3000㎥規模としては日本初

となる縦型乾式メタン発酵施設を備えたバイオマスプラントが

竣工。プラントは同年10月から本格的に稼動しており、実証実

験を繰り返しながらデータを取得しています。

プロジェクトの特長について町川氏は、「1つ目のポイントは

原料の調達です。中心となるのは可燃ごみといわれる一般廃棄

物で、これに食品会社の野菜のカットくず、畜産廃棄物、下水汚

泥等を加えます。県内は大企業が少ないため、1回の収集で集

まる廃棄物量は多くありませんが、当社にはごみの収集運搬

に関するノウハウの蓄積があり、地元の協力も得られ、回収頻

度を上げることで問題を解決しました」と語ります。

2つ目は収集した廃棄物から高効率でバイオマスを分別・回

収する選別装置の導入だと町川氏は続けます。「当社が採用し

たのは乾式メタン発酵槽です。湿式メタン発酵では使用する原

材料の水分は90％以上で、発酵時に生じるアンモニアや有機

酸を除去する目的で水処理施設を加える必要があります。一

メタン
発酵系

3000㎥の大型縦型
乾式メタン発酵槽の前
に立つ町川氏（左）と同
社のスタッフ。縦型発
酵槽は、コンパクトな設
計で広い土地を必要と
しないのがメリット。

電車の切符等の「難
処理古紙」を活用し
廃棄物の水分を調整
（上）。中央操作室
で施設全体の燃焼
や運転状態などを一
括管理（下左）。ごみ
収集車で、可燃ごみ
を中心とした一般廃
棄物をピットに集め
る（下右）。

ごみ処理問題の課題を解決しながら
環境に優しいエネルギーを生み出す
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NEDOが取り組む「バイオマスエネルギーの地域自立システム化実証事業」は全国各地で進められています。
どんな原材料で、どのようにエネルギーを生成し、地域と連携しているのか。各プロジェクトをリポートします。

焼却施設の老朽化
堆肥処理の飽和

町川 和倫 氏
株式会社富士クリーン
企画部 次長

方、乾式メタン発酵に必要

な原材料の含水率は70～

80％で、固形物も処理でき

ます。含水率の調整には切

符等の再生が難しい古紙を

利用することで、これらがア

ンモニアや有機酸による障

害を除去してくれます。さら

に、紙に含まれるセルロー

スは、分解されるとバイオ

ガス量がアップする効果が

あることもわかりました」。

3つ目のポイントは、バイオマスエネルギーの利用方法です。

バイオマスエネルギーはガス発電機と蒸気ボイラーに送って電

気と蒸気に変換し、社内施設の駆動用電気や加熱用蒸気とし

て活用しています。この実証実験を安定的に継続できれば、自

社の燃料コストを大幅に削減でき、FITに頼らないバイオマス

エネルギーのシステムを構築できます。将来的にはガス発電機

の数を増やして、周辺地域に売電する計画もあるといいます。

そして、廃棄物の有効活用と環境負荷低減の実現が4つ目の

ポイントです。コストについても「半年から1年というスパンで

バイオマスエネルギーを安定的に生成できることを検証し、

収支をプラスにできたかどうかチェックします」と町川氏。

一般廃棄物や食品工場系残渣物の産業廃棄物を複合利用

したバイオマスエネルギーが日本初なら、3000㎥の大型で縦

地域の課題

国内最大規模の縦型乾式メタン発酵槽の
内部。

● 難処理古紙の利用、地域課題の廃棄物を複合利用
● 混合系バイオマスに対応、排水処理が不要
● 熱電を所内利用（FITに頼らない）
● 余剰電力売電で需要を安定化
● 廃棄物の有効活用によるエネルギー化
● 地域における環境負荷の低減（CO2削減）

プロジェクトのポイント！

❶原料調達 
❷エネルギー変換

❸エネルギー利用

❹全体システム

日本初のバイオマスエネルギーシステムで
地域に貢献

❶原料調達 ❷エネルギー変換

電気

蒸気

❸エネルギー利用

ごみ

下水汚泥
畜産廃棄物

食品工場系残渣物
一般廃棄物
産業廃棄物

メタン発酵
ごみ処理

蓄電

型の乾式メタン発酵施設も日本初。町川氏はこの実証事業に

ついて、「現在日本で普及しているのは横型の発酵槽ですが、

縦型だとコンパクトで、発酵済み原材料が上から落ちてくるた

め、槽の中を水で流す必要もなく水処理施設が不要です。省ス

ペースで済む点がメリットだと思っています。他の方たちも縦型

の導入を検討できるよう、原材料や水分量等さまざまな条件で

どのように変わるか、設備に設けた研究室で、徹底的にデータ

収集を行っています」と語ります。

なお、ごみの埋め立て地を併設している同社は、焼却・埋め

立てノウハウも豊富なため、発酵残渣は発熱量の高い集塵粉

を一緒に燃やすことで発熱量を調整し、CO2削減を実現して

周辺環境への負荷も低減しています。

こうした取り組みは、地元の自治体や企業、学校のみなら

ず、全国から注目を集めており、実証施設が本格稼働してから

は見学者が絶えないとのこと。「もともと見学を想定した造り

にしていますが、若い社員がわかりやすい説明や手作りのパネ

ル等、日々工夫を凝らしています。今後は社会見学プログラム

等に組み入れて集客数を増やし、地域の活性化にも貢献した

いですね」と町川氏は笑顔で話してくれました。

2018年6月7日付け
ニュースリリース

「国内初の縦型乾式メタン発酵
施設が完成、実証開始へ」
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特集1
NEDOプロジェクト事例紹介

熊本県／バンブーエナジー株式会社

竹林荒廃という地域課題を克服して
竹を有効利用したバイオマス熱電併給へ

高齢化による竹林の荒廃、残材等の廃棄コスト低減
地域の課題

❶原料調達
❷エネルギー変換
❸エネルギー利用
❹全体システム

● 地域課題の竹を利用、残材等を燃料利用
● 工場熱需要に最適化、熱電併給
● 安定した熱需要先
● 需要側の要求に即した熱供給と同時に

電力供給することで、総合エネルギー効率を
上げつつ経済的にエネルギーを供給

プロジェクトのポイント！

牧嶋 隆光 氏
バンブーマテリアル株式会社
設備管理部
設備管理課 課長

バンブーエナジー株式会社のある熊本県南関町は、竹林が

豊富でタケノコの産地として名高い一方、近年は土地所有者の

高齢化に伴う竹林の荒廃が課題となっています。こうした課題

を解決し、竹の高付加価値化となる加工を行いながら、バイオ

マス燃料にも活用するNEDOプロジェクトが本格稼働します。

「バイオマス原料としての竹は、含水率が高い、内部が空洞

でエネルギー密度が低い、伐採収集システムが確立されてい

竹材にバークを混入することで
木質バイオマス燃焼炉のクリンカトラブルを防止

石川 智啓
NEDO
新エネルギー部
バイオマスグループ
主査

宮﨑 龍一 氏
バンブーエナジー株式会社
管理部
副部長

バイオマス燃料炉では、原材料の竹と
バーク（写真中）を燃焼させている。

ないといった課題がありました」と、同社で研究開発を担う宮

﨑龍一氏は話します。そこで、同社はタケノコ生産者から竹材を

買い取ることで、原材料を安定的に確保し、竹林整備にもつな

げています。竹の枝葉やチップはエネルギー工場に送り、バイオ

マス燃焼炉とORC熱電併給設備で電気と熱に変換して、自社

設備や同社グループにある竹の建材加工施設等で利用します。

竹は、そのまま燃焼するとクリンカ（焼成物）が発生して燃

焼炉内に付着するため、放っておくと燃焼効率が低下します。

そこで「竹にバーク（樹皮）を混ぜるとクリンカを抑制できる

という研究を受けて実験を重ね、竹とバークが3対7の割合で

クリンカが発生しないことを確認しました」と宮﨑氏。

地元出身で、バンブーマテリアル株式会社設備管理部設備

管理課課長の牧嶋隆光氏は「この規模のORC熱電併給設備

は初めてということで、発電効率等あらゆる条件を徹底的に検

証した上で、慎重にシステムを作り上げてきました。地元の竹

をとことん有効活用して、地域に貢献できるというのはうれし

いですね」と話します。

NEDO新エネルギー部バイオマスグループの石川智啓主査

は、「竹の建材利用と地産地消でバイオマスエネルギーを活用

する循環システムが構築されており、地域の課題をプラスに転

換する発想に感心しました」と期待を寄せています。

木質系

❶原料調達 ❷エネルギー変換 ❸エネルギー利用

竹林資源

チップ化・繊維化
バーク

ボイラー
発電機

建材等の
製品製造

製材所

熱

電気

ORC
熱電併給設備。

地域と共生し、脱炭素社会を目指す！ バイオマスエネルギー
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田島山業株式会社は原木の先端や枝葉部分等の林地残材

の有効活用を目指し、ごみ収集車をベースにしたチッパー車を

活用して、原木の先端や枝葉をその場でチップ化する実証事業

に取り組んでいます。チップはごみ収集と同様の方法で圧縮で

きるため、輸送効率の大幅アップを実現しました。今後は近隣

のバイオマス発電所等への燃料供給を目指します。

木質系 ごみ収集車をベースとした
チッパー車が林地残材を
収集・チップ化

大分県／田島山業株式会社

❹全体システム
● 持続可能な林業との調和
● 地域全体の収益増

❷エネルギー変換 ❸エネルギー利用

チッピングロータリー
プレス車

森林資源

発電所、温泉等

廃木材を燃料に蒸気を作り
県内のコンビナートに供給

岡山県／
JFE環境サービス株式会社

JFE環境サービス株式会社は、岡山県で増加傾向にある廃

木材をチップに加工した後、焼却炉で燃焼して蒸気を生成し、

県内の水島コンビナートや工場群に供給するバイオマス活用シ

ステム化モデルの実証を行っています。収集した原材料の破砕

設備（破砕機・分別機・分級機）を新たに開発して、処理量の

大幅増を実現。安定的で環境にも配慮した蒸気の供給を可能

にしました。

木質系

❹全体システム
● 地元自治体、地域企業との協力体制に

よるサプライチェーンの構築
● 環境負荷の低減効果

❶原料調達

❷エネルギー変換

❸エネルギー利用

森林資源
廃木材

チップ化

ボイラー

水島コンビナート

蒸気熱

岡山県／
昭和化学工業株式会社
豊富なバイオマス資源を
活用して珪藻土を製造

岡山県の真庭地域では、2015年から「真庭バイオマス発電

所」が稼働し、再生可能エネルギーによる電力供給が行われて

います。そこで、昭和化学工業株式会社は、この事業の拡大に

寄与するため、バイオマス熱風炉で生成した熱を、同社の主力

製品である珪藻土の製造・乾燥工程に利用するモデル事業に

取り組んでいます。

木質系

❹全体システム
● 地域との協力体制構築
● 原料の需給バランス最適化
● 環境負荷の低減効果

❶原料調達

❷エネルギー変換

❸エネルギー利用

チップ化

森林資源

製材所
熱風乾燥炉

珪藻土製造工場

熱
牛舎搾乳施設
園芸ハウス
堆肥作り

阿寒農業協同組合は「釧路市有機質肥料活用センター」に

集まる堆肥化が困難な中・高水分の牛ふん尿を原料として、電

気と熱を生成するプラントを建設し、同センターや大規模酪農

家に供給する実証事業に取り組んでいます。牛ふん尿は固液分

離し、分離した液分に、大規模酪農家の未利用ふん尿を加えて

メタン発酵し、生成バイオガスを地域内エネルギーとして活用し

ます。

北海道／阿寒農業協同組合
堆肥化が困難な
中・高水分の家畜ふん尿を
エネルギーに変えて活用

メタン
発酵系

❹全体システム
● 既設施設の利用による建設費の抑制
● ふん尿処理費の上昇抑制、疾病予防
● 酪農家24戸によるセンター運営

❷エネルギー変換

❶原料調達

❸エネルギー利用

発酵槽

ふん尿

❶原料調達

熱

電気
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2012年度にFIT制度がスタートすると、多くの事業会社が

再生可能エネルギー分野に参入してきましたが、他の新エネ

ルギー分野と比較するとバイオマスエネルギー事

業のハードルは高く、計画が途中で立ち消えになっ

たり海外から取り寄せた装置が作動しないなど、

失敗事例が目立っていました。

こうした事態を打開するため、NEDOは2014～

2017年度にかけてガイドライン（「バイオマスエ

ネルギー地域自立システムの導入要件・技術指

針」）の作成に取り組み、2018年3月にその成果

を一般に公開しました。

NEDO新エネルギー部バイオマスグループの浅

野浩幸主査は、「バイオマスエネルギー事業を推

特集1
「バイオマスエネルギー
 地域自立システムの
 導入要件・技術指針」

バイオマスエネルギー事業を長期的に運営するには的確な情報が必要です。
NEDOは事業に有益な情報をまとめたガイドラインを公表しています。

進する140カ所程度の事業者を訪問し、事業展開の問題点や

苦労したところ等をヒアリングしました。その上でNEDOが経

験してきたことを含めて作成したのが、このガイドラインで

す」と説明します。まずは、経済性、地域特性等を精査・確認

するために「事業性評価（FS）」を行い、FSを通じて、安定的

バイオマス事業参入のハードルを下げるために
ガイドラインを作成

NEDO
ウェブサイトで
公開中

ガイドラインの構成要素と実現までのアクション

底
解 説
徹

構想（ I章） FS・調査（Ⅱ章） 基本設計（Ⅲ章） 詳細設計 着工～運転

事業者／地域の
「強み」の整理

バイオマス利用の
意義・効果

実現までのアクション

導入意義の検討・評価の継続導入意義
の検討

①原料調達

④全体システム

法令対応

資金調達

その他の重要要素

③エネルギー
変換

②エネルギー／
副生物利用

調達原料
の検討

調達可能性調査 調達関連協議・調整

エネルギー利用方法の検討
副生物の処理利用方法の検討
エネルギー変換技術の検討

・事業規模
・採用技術選定 等 設備等の各種設定 工事 試運転

性能確認試験

立地調査／法令調査 ・届出・許認可申請 等
・土木建築設計 等

地域関係者との調整・合意形成

コスト・経済性検討 融資交渉 融資契約

導入要件・技術指針

事業性のある地域システムの全体像と「どういう点を工夫
すれば事業として成立するのか」というポイントに目処を
つけることを目的にヒアリング調査（延べ140カ所程度）

ガイドライン作成のコンセプト

全国ヒアリング調査（2018年3月7日現在）

● 森林組合
● 農業協同組合 1カ所
● 木質事業者 35カ所
● メタン発酵事業者 22カ所
● 燃料化事業者 17カ所
● メーカー 20カ所
● 都道府県庁 12カ所
● 市町村 12カ所
● 大学・研究機関 他 7カ所
● ユーザー 6カ所

事業者、地域の「強み」は？

4つの工夫
 ● 原料調達　● エネルギー利用
 ● エネルギー変換
 ● 全体システム（地域との連携）

地域との合意形成（Win-Winの関係）

事業者のための
「導入要件・技術指針」に明確化

地域と共生し、脱炭素社会を目指す！ バイオマスエネルギー
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な原料の調達やエネルギーの利用、経済性、事業展開等の確

度が高いと見込まれるものについては、「実証事業」で事業

化や普及拡大を検証するためのデータの取得を実施。また、

FSや実証事業で技術的な課題が明らかになれば「要素技術

開発」により技術課題の克服を目指すというステップを、より

わかりやすく整理しました。

ガイドラインは木質系とメタン発酵系に大別されており、

序章には全体概要のほか、バイオマスエネルギー事業の検討

を開始する前に認識しておきたい心構えや考え方等も記載さ

れています。この内容を踏まえて、Ⅰ章では事業開始までにク

リアすべき要件と、その事業を持続的なものにするための要

件を簡潔に記しています。

Ⅱ章では、事業性評価まで踏み込んで記載したと浅野主査

は話します。「原料調達・エネルギー利用・エネルギー変換・

システム全体という4つのフレームワークを使って、事業計画

立案時の留意点や事業性評価のポイント等について説明しま

した。例えば、原料は豊富でもエネルギーの需要がなければ

事業は成立しません。4フレームを使って、抜け漏れがないか

しっかり確認することが大切です」。

最後のⅢ章では、バイオマスエネルギー事業全体の基本

設計を考える上で、認識しておくべき留意点やポイントを整理

しました。「プラントに設置する機械の選定方法や法規制へ

の対応、地域住民への説明と連携、地域活性化等について解

説しています。細かい点までおろそかにせずに基本設計の内

容を詰めておくと、事業がスムーズに展開していくと考えてい

ます」（浅野主査）。

ガイドラインの中身について浅野主査は、「データを並べ

たものではなく、魂のこもった内容にしないといけないと肝

に銘じていました。ポイントはNEDOの実証事業がスタート

していたことです。関係者にヒアリングして集めたエピソード

の中から、うまくいったことはもちろん、うまくいかなかったこ

とまで含めて記載することで貴重なアドバイスを提供できた

と思います」と力強く話します。

ガイドラインは現在も継続してアップデートを重ねており、

2020年度に最終バージョンを作成する予定です。

浅野 浩幸
NEDO
新エネルギー部
バイオマスグループ
主査

設備・技術のチェック項目の例

バイオマスエネルギー事
業の実施には、法制度を
含めた数多くのハードル
が待ち構える。相応の覚
悟がないとスムーズに展
開しない。

失敗したエピソードも含む、
貴重なアドバイスを多数記載

空気

電気

熱

排水

灰

水

排ガス

※熱供給事業の場合は、この他にボイラ・圧力容器設置届出（労働安全衛生法に基づく）等が必要となる

● 環境影響評価
● 公害防止協定

● 工場立地法
● 景観法 建築基準法

● 建築確認申請
● 工事完了検査

● 工場立地に関する届出
● 建築物等の新築等の届出

消防法 電気事業法

● 危険物貯蔵所・取扱所
　設置許可申請
● 指定可燃物の届出

系統連系接続申請

設計時の
留意事項

燃料製造設備
（チッパー）

選別設備

燃料供給
搬送設備

燃料貯留設備
燃料投入設備

ボイラー燃焼設備

蒸気タービン発電設備

復水器

排ガス処理設備

灰出し設備

通風設備

受変電
設備

● 騒音発生施設の届出
● 振動発生施設の届出

● 騒音規制法
● 振動規制法
● 公害防止条例

● 工事計画届出
● 主任技術者選任届出
● 保安規程届出
● 溶接安全管理審査申請

● 土壌汚染に関する届出
● 水質に関する特定施設
　の届出

● ばい煙発生施設の届出
● 粉じん発生施設の届出

● 土壌汚染対策法
● 水質汚濁防止法

● 大気汚染防止法
● 公害防止条例

● 電気事業法

● 環境影響評価法
● 環境影響評価条例
● 公害防止条例
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NEDO は、エネルギーからロボット等幅広い技術分野に

おいて、要素技術開発から実用化に向けた実証等さまざまな

段階の技術開発プロジェクトを行っています。こうしたプロ

ジェクトを推進する上で、NEDO とプロジェクト実施者が、

標準や標準化活動に対して共通認識を持ち、国際標準化を

含めた規格策定を目標に、効率的にプロジェクトマネジメント

を進めていくための指針となるよう、「標準化マネジメントガ

イドライン」を作成し、2019 年 1月に公開しました。

 「標準化マネジメントガイドライン」の作成を進めた、

NEDO 技術戦略研究センター（TSC）標準化・知財ユニット

の関口敦司主幹は、本ガイドラインの内容について「新たに

開発した技術の標準化と一言で言っても、技術そのものを標

準化するのか、その技術による効果の評価方法を標準化す

るのかなどさまざまな考え方が可能です。開発した技術のど

の部分を開示するか、しないかを決めるオープンクローズ戦

略は、非常に重要です。特に社

会実装を目的に国際標準化活動

を行おうとする場合、どこをオー

プン領域に定め、いつ、どのよう

に行動すればいいのかが鍵となる

ことから、今回のガイドラインで

必要な検討要素等を整理しまし

た」と話します。

そもそもなぜ標準化が必要な

のか。この疑問に対して関口主幹

は次のように説明します。

 「標準化と知的財産権は、とも

に技術開発を推進する上で考え

なければならないものです。知的

財産権が使用者を限定することを

オープンクローズ戦略を考える上で
必要な検討要素をわかりやすく整理

解説

『標準化マネジメント
 ガイドライン』

特集

グローバル展開への第一歩！

2

技術開発の成果をどのように展開するか。研究を行う初期段階から、
いち早く、国際標準化等を視野に入れたマネジメントが必要となります。
こうした背景を踏まえ、NEDOの技術開発プロジェクトでも、
成果の標準化を検討するための必要作業を整理した
「標準化マネジメントガイドライン」を作成し、2019 年1月に一般公開しました。

NEDOウェブサイトで公開中

関口 敦司
NEDO
技術戦略研究センター（TSC）
標準化・知財ユニット
主幹

出典：日本規格協会「知的財産と標準化によるビジネス戦略」よりNEDO作成

標準化の類型 概要・特徴 標準と特許の組み合わせ
（典型例）

（ A ）

製品の仕様の
標準化

●製品の仕様（フォーマット）を標準化
●製品普及による市場拡大を実現しつ

　 つ、標準必須特許によるライセンス 
   収入増

自社特許を含めて標準化

標準
特 許

（ B）

インターフェース部分の
仕様の標準化

●他社製品とのインターフェース部分
　 の仕様を標準化
●相互接続確保による市場拡大を実現   
   しつつ、コア技術のクローズ化により
   価格低下抑制

自社特許等の周辺を標準化
標準

標準

特 許
等

（ C）

性能基準・評価方法の
標準化

●自社製品・技術でなければ実現でき
　 ない水準やその評価方法を標準化
●自社製品の差別化による市場創出・

　 獲得を実現

自社特許等を含む製品の評価方
 法を標準化 特 許

等

標準
評価

戦略的標準化の主な類型
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TOPIC

標準化に関する基礎知識
標準の成立過程による分類

デジュール標準は、国際標準化機関、標準化団体等によ
り、公的なものとして策定される標準です。一定の普及が
確実です。

ある特定の標準の策定に関心のある企業が自発的に形成
したフォーラムで、合意によって作成される標準がフォーラ
ム標準です。変化の早い技術分野で増えてきました。

標準化活動の結果で成立する標準ではなく、企業活動の
結果、特定企業の製品が市場をほぼ独占し、その製品技術
が標準と同様の経済効果を持つようになったものをデファ
クト標準といいます。

目的としているのに対し、標準化の目的は『みんなに使っても

らう』ことです。例えば、技術開発の成果を標準化して幅広

いユーザーを獲得することに成功すると、新たな競争相手が

現れても既存ユーザーはシステム変更の手間や費用等を考慮

して乗り換えをためらいます。これは『スイッチングコスト』

と呼ばれるものです。一方、公開することのデメリットもあり

ますので、技術開発した成果のどの部分を知的財産権として

保護し、どの部分を標準化して利益獲得の窓口にするのか、

その判断プロセスについて、ガイドラインを参考にしながら

検討してほしいと思います」

ガイドラインは全 5 章で構成されています。第 1章は本ガ

イドラインの目的や位置づけ、第 2 章では JIS（日本工業規

格）や ISO（国際標準化機構）、IEC（国際電気標準会議）

といった成立の場の違いによる種類や、標準に関する基礎知

識が記されています。第 3 章は標準化によってどんなメリッ

トを得られるのか。第 4 章では、標準化と知的財産の関係

を説明しており、標準化の類型を 3 つに分類（P.12 参照）し

て、概要と特徴、標準と特許の組み合わせ、さらに具体的事

例を紹介しました。そして、最後の第 5 章は、国際標準化活

動に取り組むためのチェックポイント（P.15 参照）を記載し

ています。次のページから、具体的な事例等を紹介します。

基礎的解説から具体的な活用手法まで
チェックシートで、必要な検討事項をチェック！

出典：日本規格協会「知的財産と標準化によるビジネス戦略」よりNEDO作成

製品差別化 ライセンス
価格

ライセンス
相手 普及 標準の改良

デファクト
標準

自社
独自製品で
市場を
占有可能

自由 自由
開発企業の
事業戦略
次第

市場を失わ
ない範囲で
自由に
改良できる

フォーラム標準
コンソーシアム

標準 標準化され
た部分の
差別化は
困難

フォーラム
の規則に
よるが
通常安価

制限すると
独禁法違反
となる
可能性あり

フォーラム
メンバーが
多いほど
普及は早い

フォーラム
メンバーが
合意すれば
改良可能

デジュール
標準

合理的な
価格で
提供する
義務あり

誰にでも
無差別に
提供する
義務あり

最も普及
しやすい

改良に時間
がかかる

プロジェクト企画・立案

NEDOプロジェクト担当者
（NEDO職員）

NEDOプロジェクト実施者
（委託・助成事業者）

プロジェクト応募

各技術分野の標準化に関する
国際的な動きを把握

自社技術の標準化戦略を検討

標準化マネジメント
ガイドライン

研究開発先導研究 早期の
国際市場
獲得

国際的な
技術普及

標準および標準化活動に対して
共通認識を持つ

国際標準化等の
規格策定を目標

効率的に
プロジェクトマネジメント

推進

標準の成立過程による分類と性格

NEDOの技術開発プロジェクトと標準化マネジメントについて
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NEDO は、プロジェクトの円滑な推進

を目的として、標準化および知財（データ

含む）戦略の観点から必要とされるサポー

トを実施しています。具体的には、プロジェ

クトを始める前に、まず NEDO 内では、

技術戦略研究センター（TSC）がさまざ

まな技術分野においてポジショニング分

析等を踏まえた技術戦略を立てています。

そして、各技術開発プロジェクトを推進す

る担当部の NEDO プロジェクト担当者に

対し、基本計画を作る際、各国がどうい

う標準を作っているのか、どのような標

準化活動をしているのか、情報収集を行

うようサポートします。

プロジェクトが実施段階に移行した後も、

中間評価等プロジェクトを見直すタイミングで、適宜、標準化・

知財・データマネジメントに関する対応も検討します。

このように、NEDO 内では関係各部が連携して標準化の

後押しを行っていますが、もちろん標準化は目的ではなく手

段であるため、必須ではありません。選択肢の一つとして検

討してほしいと、関口主幹は続けます。「ISOやIEC 等の国

際機関では、新しい標準として提案するためには、最低5カ

国の賛同が必要です。こうした仲間づくりやコミュニケーショ

ンも重要になります。技術開発は“できました”で終わるの

ではなく、世の中にどう使ってもらうかが大切だと思います。

そのため、標準化は、NEDO プロジェクトにおける技術開

発の成果を世の中に広める、一つの手段として認識してほし

いと思っています」。

標準案が国際標準になるには高い壁が立ちふさがります

が、本ガイドラインは NEDO プロジェクトはもちろん、各社

の技術開発マネジメントにおいても参考にしていただき、積

極的な国際標準化の検討に、役立てていただければと思い

ます。

NEDOプロジェクトにおける
標準化に向けた具体的アクション事例

マネジメント事例

ISOが光触媒の性能試験方法に関する国際標準を発行
－NEDOプロジェクトの成果が国際標準化に貢献－

NEDO は「循環社会構築型光触媒産業創成プロ
ジェクト」において、室内光に多く含まれる可視光を
利用して、室内環境でも高い効果を得られる光触媒
を開発。この技術を用いて、シックハウス症候群等
の原因とされるアセトアルデヒドを対象ガスとした、
客観的で再現可能な試験方法を国際標準として提
案しました。そして、NEDO プロジェクトの主要メン
バーは国際会議に参画し、専門家と議論・調整を重
ねてきた結果、2018 年 3 月、ISO（国際標準化機構）
から国際標準（ISO19652）が正式発行されました。
これは可視光応答型光触媒の有害物の分解性能試
験方法を初めて国際標準化したもので、日本製の光
触媒製品が広く世界に普及することや、国際競争力
の強化が期待されています。

特集2 グローバル展開への第一歩！　解説『標準化マネジメントガイドライン』

NEDOにおける標準化・知財戦略のプロジェクトマネジメントサポート

プロジェクトの円滑な推進のため、標準化活動の面で必要な支援を実施

基本計画
原案

予算
要求

公募前 公募
中
間
評
価

プロジェクト期間中

標準化の観点から、
基本計画原案の
チェック

公募説明会、採択者説明会にて説明

標準化の観点から、基本計画のチェック
知財方針・データ方針の策定支援

中間評価結果を踏まえた、
標準化に関する対応の検討
（基本計画の改定を含む）

「循環社会構築型光触媒産業創成プロジェクト」の実施体制（上段）と主な成果（下段）（なお、実施体制は
プロジェクト当時のもの）。

NEDOプロジェクトで研究開発した新規可視光応答型光触媒製品

病院受付カウンターおよび窓口固定ガラス 空港カウンター

空気清浄機
（盛和鋼業）

フィルム
（パナソニック）

ガラス
（日本板硝子）

軽量アルミ板
（積水樹脂技術研究所）

タイル
（TOTO）
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国際標準化に向けた
標準化マネジメントのポイント

過去の事例を分析して注意点を整理したリストです。標準化の活動段階に応じて分類しており、
研究開発の企画段階から国際標準の発行後まで、気をつけるべき点についてまとめています。
ガイドラインにはさらに細分化した項目が並びますが、ここではポイントを限定して記載します。

■…研究開発企画段階 ■…国際標準化検討段階 ■…国際標準化活動段階 ■…国際標準発行後段階

①産業界として（国として）明確なビジョンが
　共有されているか ■■

②市場獲得（または市場創造）が念頭にあるか ■■

③国際標準化・認証・規制を視野に入れた戦略シナリオと
　ビジネスモデルが描けているか ■■

④各プレーヤーの役割は明確か ■■

市場獲得を念頭において標準化すべき領域を適切に定義し、市場獲
得のための成功要因を押さえることが大切です。

「標準化しない」ほうが市場で優位なポジションを築ける場合、「標準
化しない」ことが適切なケースもあります。

市場を得るためのビジョン・戦略１

①先行技術や既往規格について十分な調査を　
　行っているか ■■

②他国の動向など交渉に必要な情報収集ができ
　ているか ■■■■

先行技術や既往規格の情報は規格提案の構成や内
容に影響するほか、国際標準化活動を有利に進める
上でも重要です。
標準化活動の議論を有意義なものにするため、他国
や競合企業の動向や意向をできるだけ把握すること
が求められます。

情報3

①標準化活動の経験やスキル、交渉力のあるキーパーソンを
　確保しているか ■■■

②知的財産戦略に精通したキーパーソンを
　確保しているか ■■■

③適切なプロジェクト体制を構築しているか ■■■

④プロジェクト関係者の意識啓発をしているか ■■■

⑤技術の正しさ・比較優位性を科学的データ等によって
　説明できる体制を構築しているか ■■■

⑥国際標準化会議には適任者を派遣しているか ■■

⑦標準化人材が職場の理解や適切な評価を得られるような
　サポートを行っているか ■■

⑧国際標準化活動を継続し、規格のメンテナンスを行う
　適切な体制を整えているか（人材の確保を含む） ■

標準化は競争と非競争領域を棲み分ける面もあるため、チームには
知的財産戦略にも精通した人材が必要です。
プロジェクトの関係者がビジョンや戦略を共有し、同じ方向を向いて
いることがとても重要です。

人材・体制4

①国際標準化活動に必要な予算を
　計画的に確保しているか ■■

国際会議に参加する渡航費などに加え、審議資料や
関連資料を国内の関係者で検討するための活動予
算が必須です。
国際会議を日本で開催する場合は、ホスト国として
の予算措置も必要になります。

予算5

①国際標準化に持ち込む場は適切か ■
②国際提案に持ち込むタイミングは適切か ■
③国内の仲間づくりに向けたアクションを
　とっているか ■■■

④国内の関係者を巻き込んだ体制づくりを
　しているか ■■■

⑤海外の仲間づくりに向けたアクションを
　とっているか ■■■

⑥海外のライトパーソンへの根回しが
　できているか ■■■

標準化活動とは交渉（合意点の模索）のことであり、
人間関係の構築が決め手となることも多くあります。
国際提案した規格は、協働して一緒に作成するとい
うWin-Win の関係を構築するスタンスが大切です。

標準をとるための戦術2
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2019年1月18日付けニュースリリース
https://www.nedo.go.jp/news/press/AA5_101053.html

NEDO 省エネルギー部の
「戦略的省エネルギー技術革新プログラム」
に関するニュースリリース

専門用語や技術用語、
難しい技術等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。

今回ピックアップするのはこちら！

ここを
解説!

1

2
用語解説

1. FPGA
Field Programmable Gate Arrayの
略。ユーザーが論理回路を自由に書き
換えられる論理LSI。短期間の仕様変
更にも対応可能で、必要であれば出荷
後のハードウエア変更も可能。現在の
市場規模は6,000億円で、今後も市場
は成長が予想されます。

2. NanoBridge-FPGA（NB-FPGA）
独自の 金 属 原 子 移 動 型スイッチ
「NanoBridge」を搭載したFPGA。金
属原子は放射線の影響を受けにくく、
強い放射線耐性を持ちます。またス
イッチとして採用することで、LSIの低
消費電力・小型化が可能となります。 
【主な仕様】
・論理ソース：100K-ASICゲート相当
・内部動作電圧：1.1V、入出力電圧：1.8V、
　最大内部クロック：256MHz
・搭載回路：ブロックRAM、PLL
・パッケージ：QFP、BGA

関連事業

【事業名】
戦略的省エネルギー技術革新プログ
ラム／100万LUT規模原子スイッチ
FPGAの開発

【事業期間】
2016年度～2018年度

放射線耐性が高い半導体チップの宇宙空間での
実証実験を開始へ
―JAXAの小型衛星に搭載し、動作の信頼性を評価―

〈概要〉

　画像など大容量データの高速処理ニーズの高まりやIoT化の加速を背景に、高い電力効率

と処理性能を両立できる半導体チップとして、ユーザーが電子回路を書き換え可能なFPGA

の採用が広がっています。FPGAは、電気信号を切り替えるためのトランジスタの素子サイズ

を微細化することで、チップに搭載する回路規模を大きくしていますが、微細化するほどトラ

ンジスタのリーク（漏れ）電流が増え、それによる消費電力の増加が課題となっていました。

　そこで国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO）のプロジェクト

において、日本電気株式会社（以下、NEC）は、信号切り替えに独自の金属原子移動型スイッ

チ「NanoBridge」を用いることで、省電力と小型化を実現したFPGA「NanoBridge-

FPGA（NB-FPGA）」を開発しました。

　NB-FPGAは、日本独自の動作原理（原子スイッチ）に基づく革新的なFPGAです。書き換

え可能でありながら回路構成情報を保存するメモリが不要なため、放射線の影響で回路構成

情報が書き換わってしまうソフトエラーの発生確率が極めて小さく、信頼性が高いほか、現在

の最先端FPGAと比較して消費電力を10分の1、チップサイズを3分の1に抑えられ、低消費

電力と小型化の両立が可能です。これらの特長を生かして、今般、国立研究開発法人宇宙航

空研究開発機構（JAXA）が2019年1月18日にイプシロンロケット4号機で打ち上げた革新

的衛星技術実証1号機の中の小型衛星「小型実証衛星1号機（RAPIS-1）」に、NB-FPGAを

搭載し、JAXAとNECが共同で、放射線が非常に強い宇宙空間での動作・信頼性に関する実

証実験を行います。
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放射線が飛びかう宇宙空間でも、より少ない電力で大容量データの高速処理を実現し、
さまざまな信頼性の高い省エネルギー技術への展開を目指します。

現在、宇宙空間で実証実験中！

放射線耐性の高い半導体チップ

今回、JAXAが開発したカメラ
モジュールにNB-FPGAを実装し
RAPIS -1に搭載しました。ソフトエ
ラーの評価回路を一定期間動作さ
せ、正常な動作完了を知らせる信号
が評価期間中に継続出力されること
を確認します。また、衛星の太陽電池
パネルの開閉前後の画像と衛星から地球を撮影した画像を、

NB-FPGAに書き込まれた画像圧縮回路で圧縮し、その圧縮
データが地上へ正常に送信されることを確認します。実証は打
ち上げ後、1年間の中で行う予定です。
　今後、NECは本実証で得られた結果を検証し、NB-FPGA
のさらなる性能向上を目指し、早期事業化を推進します。人工
衛星機器に加え、高い信頼性が要求される自動車、医療分野
への展開を進めるとともに、IoT機器の高度化および省エネル
ギー化、IoT機器産業の発展に貢献します。

ソフトエラーの動作確認や大容量の画像送信等を検証

ここが
ポイント！

日本独自の動作原理（原子スイッチ）に基づく、革新的な半導体チップを開発！
微細化したトランジスタのリーク（漏れ）電流を低減
消費電力を10分の1、チップサイズを3分の1に抑えられ、低消費電力と小型化の両立が可能
放射線が飛びかう宇宙空間での動作・信頼性の実証実験を宇宙で実施中

NanoBridge -FPGA（縦：
28mm×横：28mm）

「NanoBridge-FPGA」を実装
したカメラモジュール
（JAXA開発）

革新的衛星技術実証1号機
（イプシロンロケット4号機へ
の搭載イメージ）

©JAXA

©JAXA

小型実証衛星1号機（RAPIS-1）

小型実証衛星１号機（RAPIS-1）TMSAP展開（展開後）

パドル展開確認用モニタカメラ（CMRD2）にて撮影。
実証テーマの一つNB-FPGAにてデータを圧縮し試験電波で伝送。
この画像は小型実証衛星１号機（RAPIS-1）と地上局の通信確認のため
の試験電波により取得されたものです。

©JAXA
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NEDOプロジェクト

ダイヤモンドは宝飾品、貴金属として人々に愛され、「宝石

の王様」とも呼ばれています。一方、ものづくりの世界に欠か

せない工具材料でもあります。ものづくりが飛躍的に進化し、

加工対象の材料素材も多様化、高硬度化、複合化が進み、よ

り加工が難しくなるに伴い、工具材料としての人工ダイヤモン

ドにも年 、々より強く、より硬い材質となることが、期待・要求

されてきました。

こうした中、創業以来、電線（銅線）を製造してきた住友

電気工業株式会社は、電線を細く長く伸ばすための「線引き

ダイス」という工具も作っていたことから、より硬くて強い工

具を目指して人工ダイヤモンドの開発を進め、日本で唯一、

1980年代より人工ダイヤモンドの量産を実施してきました。

長らく「単結晶ダイヤモンド」の研究開発を続けてきた同社

「スミダイヤバインダレス」
による切削、研磨。

住友電気工業が量産に成功した多結
晶ダイヤモンド。

ものづくりの“切る・削る・磨く”を革新、最硬・最強の「超ダイヤモンド」を開発
住友電気工業株式会社

Vol.12

BEGINNING 開発への道

より硬くて強い工具として求められる
人工ダイヤモンド

プレイバックヒストリー
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中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、
「NEDO実用化ドキュメント」の過去の記事を要約して紹介していきます。

プロジェクトの

その後を追う！

　NEDOは2000年度から2006年度まで、民間企業等の研究

開発を支援し、国際競争力の強化、新事業・新市場の創出、活力

ある経済社会の創出を図ることを目的に、「産業技術実用化開

発助成事業」を実施しました。そのカテゴリーの一つである「次

世代戦略技術実用化開発助成事業」は、その時点で事業計画が

定まっていないものの、開発に成功すれば、その成果が市場の製

品・サービスに広く利用される可能性が大きく、複数の新分野に

も技術革新の波及が期待される実用化研究開発に対して支援を

行ってきました。住友電気工業株式会社は2005年度に本事業

に採択され、工具材料として最適な多結晶ダイヤモンドの量産化

に向けて、開発を加速させました。

「産業技術実用化開発助成事業／次世代戦略技
術実用化開発助成事業／バインダレスナノ多結晶
ダイヤモンドの実用化開発」とは
（2005年度～2006年度）

産業技術実用化開発助成事業／次世代戦略技術実用化開発助成事業／
バインダレスナノ多結晶ダイヤモンドの実用化開発
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の形に加工するまでが大変なのです。そこで、熱化学反応研

磨という手法を選び、研磨する量や金属との反応による摩耗

の度合等を研究して、きれいに磨かれたナノ多結晶ダイヤモン

ドの表面をつくりあげることに成功。加工を可能にするだけ

ではなく、破損のもととなるダイヤ表面の小さな欠けもなくす

ことができました。安定的にすぐれた特性のナノ多結晶ダイヤ

モンドを量産できるようにする。そして、切削工具として使う

ために思う形に加工する。こうした新しい技術を、NEDO事

業を利用して確立することができました。

切削工具や耐摩工具等の各用途により適した材質改善や、

素材のさらなる大型化等の技術開発と試験販売等の期間を

経て、住友電気工業は2011年にナノ多結晶ダイヤモンド「ス

ミダイヤバインダレス」を使った工具製品の発売を開始しまし

た。「スミダイヤバインダレス」は、従来にない革新的なダイヤ

モンド材料として、硬質材料の精密加工分野において大きな

変革をもたらしています。

角谷さんが量産化に向けて開発し
たマルチアンビル装置の内部。

において、「多結晶ダイヤモンド」の研究開発を行っていたの

が、同社アドバンストマテリアル研究所技師長を務める角谷均

さんです。原子が規則正しく並んでいる単結晶に対し、多結晶

とは、さまざまな方向に向いた小さな単結晶が集まった固体

のこと。この不規則な構造で強度が増すため、人工（工業用）

ダイヤモンドの用途に好都合と考えていました。

そこで角谷さんは、1mm程度の純粋な多結晶ダイヤモンド

の合成に成功していた愛媛大学理学部地球深部ダイナミク

ス研究センター長の入舩徹男教授とともに研究を重ねます。

試料により高い超高圧を発生させるマルチアンビル装置を使

い、15万気圧2300℃以上の高い圧力と温度で、それまでの

人工、天然ダイヤモンドよりはるかに強く、硬い「ナノ多結晶ダ

イヤモンド」の開発に成功したのです。しかし、製品化するに

は乗り越えるべき課題がまだまだあったといいます。「切削工

具の刃で使うには最低でも5mmの直径が必要です。そして、

新たなマルチアンビル装置への投資も必要でした」。

「ナノ多結晶ダイヤモンドを量産化して、それを住友電気

工業の新たなシンボルに」という目標に向け、住友電気工業

は2005年度の「NEDO産業技術実用化開発助成事業／次

世代戦略技術実用化開発助成事業」に応募し、採択されまし

た。この事業で住友電気工業が目指したのは、直径5mmの

多結晶ダイヤモンドを量産すること。ナノ多結晶ダイヤモンド

の合成には、従来の2倍を超える超高圧、超高温の状態を数

十分間にわたり保ち続ける必要があり、これまで工業的に経

験のない、超高圧、超高温条件の安定発生と高度な制御技

術の構築が必要でした。温度と圧力の他にも、原料であるグ

ラファイトについてもさまざまな種類を試しました。適した圧

力温度条件の探索と出発物質（グラファイト原料）の状態に

よる影響の把握に、試行錯誤を積み重ねた結果、NEDOプロ

ジェクト終盤の2007年3月、角谷さんたちは入舩教授らの助

言も得て、ついに目標であった直径5mmの高硬度なナノ多結

晶ダイヤモンドを安定製造することに成功しました。

しかし角谷さんたちには、もう一つ大きな課題がありまし

た。それは、世界一硬いナノ多結晶ダイヤモンドをどうやって

切削工具の形に加工するか。ナノ多結晶ダイヤモンドは摩耗し

にくいので、切削工具としては優れていますが、このため製品

BREAKTHROUGH プロジェクトの突破口

温度と圧力、原料の見直しを経て
量産化を実現

FOR THE FUTURE 開発のいま、そして未来

革新材料に対応する切削工具として
ものづくりに貢献

　本記事は、過去に取材を行った「NEDO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。

 「NEDO実用化ドキュメント」は、プロジェクトに携
わった企業等にインタビューを行い、ウェブサイトで紹
介。これまでに100件の記事を公開しています。

実用化ドキュメント

ナノ多結晶ダイヤモンドの合成条件。



HOT TOPICS 注目の情報をご紹介

NEDOのイベントスケジュール

2019 年

WHAT'S NEW 最新ニュースをお届けします

インフラの老朽化が課題となる中、
NEDOは効率的で効果的なインフラ維持
管理・更新のためのさまざまな技術開発を
推進してきました。その中で、センサシス
テム技術・イメージング技術・非破壊検査
装置技術について、わかりやすく紹介した
動画を公開中です。ぜひご覧ください！

「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」全体紹介
https://www.nedo.go.jp/content/100887966.pdf

「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」技術資料集
https://www.nedo.go.jp/content/100888002.pdf

わかりやすい全体紹介や詳しい技術内容は、以下のパンフレットもご参照ください。

https://www.nedo.go.jp/hyoukabu/index.html

3
月

28日〜29日
　SIP「次世代
　パワーエレクトロニクス」
　公開シンポジウム

6
月

4日
　スマートコミュニティ
　サミット2019

7
月

10日〜12日
　第14回再生可能
　エネルギー世界展示会

8
月

29日〜30日
　イノベーション・ジャパン
　2019 
　～大学見本市＆
　ビジネスマッチング～

9
月

25日〜27日
　第46回 国際福祉機器展
　H.C.R.2019

NEDO実用化ドキュメント
NEDO Project Success Stories

インフラを効率よく維持管理・更新するための
新技術を動画でご紹介！

国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構
2019年2月

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

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
センサシステム技術・イメージング技術・非破壊検査装置技術センサシステム技術・イメージング技術・非破壊検査装置技術

インフラモニタリング技術インフラモニタリング技術

NEDOインフラ
モニタリング技術紹介

4
月

8日〜11日
　35th
　Space Symposium

18日〜20日
　バリアフリー2019

5
月

高く、困難な壁を数多く乗り越え、実用化を達成した
NEDOプロジェクトの開発秘話が盛りだくさんの「NEDO実用
化ドキュメント」。4月から新たなストーリーが公開されます。
これまでにも100件の記事を掲載しており、中小・ベンチャー
企業の事例や産学官連携の事例等盛りだくさんですので、ぜひ
ご覧ください！

国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構
2019年2月

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

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
センサシステム技術・イメージング技術・非破壊検査装置技術センサシステム技術・イメージング技術・非破壊検査装置技術

インフラモニタリング技術インフラモニタリング技術

Information NEDOからのお役立ち情報

 

●本誌の定期送付・送付中止・送付先変更や、その他のお問い合わせはこちらまで。
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。
https://www.nedo.go.jp/nedomail/index.html
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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。

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。

NEDOインフラモニタリング技術の紹介動画は、
YouTubeから「NEDOインフラモニタリング」で検索！

【インフラ維持管理用ロボット技術】
インフラ構造物の周辺および災害現場で、人間の立ち入りが困難な箇所へ的確かつ迅速に移動し、
インフラの維持管理および災害復旧に必要な情報を取得できるロボットについても、動画でご紹介しています。

NEDO Channelで公開の
「スーパーアコースティック
センサによる橋梁センシ
ングシステムの開発」より
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