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特集

再生可能エネルギー
日本の主力エネルギーを目指す



2050年のカーボンニュートラル実現に向け、さまざまな
技術開発が加速度的に進められています。NEDOは、CO₂
排出量の削減に貢献できる革新的な技術の一つとして、太陽
光エネルギーと光触媒によって水を分解し、そこから得られ
る水素とCO₂を原料とした化学原料を製造する「二酸化炭素
原料化基幹化学品製造プロセス技術開発（人工光合成プロ
ジェクト）」に取り組んでいます。
2019年8月からは、世界最大となる100㎡規模の光触媒

パネル反応システムを開発し、東京大学柿岡教育研究施設
（茨城県石岡市）内に設置して実証試験をスタート。その結

果、水素と酸素の混合気体から、高純度のソーラー水素を安
全かつ安定的に分離・回収することに世界で初めて成功しま
した。
さらにガス流路を適切に設計することで、日照条件に左右

されず安定したガス分離性能を維持し、屋外でも長期間安全
に運転できることを確認しました。なお光触媒反応システム
を適切に設計することで、自然着火や爆発、装置の破損、光
触媒や分離膜の性能劣化等は確認されませんでした。今回の
研究成果は、光触媒パネル反応システムの大規模化や、ソー
ラー水素製造プロセスの安全設計に関する基本原理を示した

画期的な成果として、英国の科学雑誌「Nature」に掲載され
ました。
現在のシステムは紫外光しか吸収できないため、太陽光エ

ネルギー変換効率は1％未満ですが、今後は紫外光と可視
光を吸収できる高効率な光触媒の開発に取り組み、太陽光
エネルギー変換効率5～10％の達成と実用化を目指します。
NEDOは人工光合成技術の社会実装に向け、光触媒パネルの
低コスト化とさらなる大規模化・高効率化のための技術開発
を進めていきます。

植物は太陽光を利用して水を分解し、デンプン等の有機物
を作り出します。この植物の光合成の仕組みを応用したのが、
人工光合成技術です。
人工光合成では、太陽光エネルギーと光触媒を使って水を
水素と酸素に分解し、その水素を工場や発電所等から大量に
排出されるCO₂と反応させることで、プラスチック等の原料
となる基幹化学品（C₂ ～ C₄オレフィン）を作り出します。こ
の技術が実用化に至れば、CO₂排出量削減と同時に、化石資
源に頼らない原料の多様化に大きく貢献できると期待されて
います。

今号では、再生可能エネルギーを特集しました。2050年まで
にカーボンニュートラルを実現するためには、地熱、太陽光発電、
風力など日本の自然環境を上手に利用したエネルギー源と、今ま
で利用してこなかった地上と地中の温度差や植物由来のエネル
ギー源を施策の中に組み入れることが必須です。各再生エネル
ギーを開発する事業者の開発現場の声をお届けしますので、ぜひ
ご覧ください。

C2 ／ C3 ／ C4

目的別オレフィン製造

C2 ～ C4

オレフィン③合成触媒
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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「FocusNEDO」
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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世界初、人工光合成による
ソーラー水素製造に初めて成功。 https://www.nedo.go.jp/news/press/

AA5_101473.html

人工光合成プロジェクト
のニュースリリースは
こちら

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。頂いた感
想は、今後の広報誌等制作の参
考とさせていただきます。

皆さまの声を、
お聞かせください！

VOICE特集

※新型コロナウイルス感染症対策をし、撮影時以外はマスクを着用しています。

人工光合成プロジェクトの概要

水を分解してH2とO2に

発電所、 工場

+ 改質

（既存技術）

プラスチック等の
原料

太陽エネルギー

O2

CO2

+
H2

CO2

H2とO2の混合ガスからH2を分離 分離したH2とCO2からオレフィンを製造

人工光合成とは？

3m²光触媒パネル反応器の外観(左）と、光触媒パネ
ル反応器から生成した水素と酸素の混合気体（右）

H2
H2②分離膜H2O ①光触媒
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2050年カーボンニュートラルの実現に向け
社会実装への期待が高まる再生可能エネルギー。

近年、国内外を問わず規模の大きな自然災害が相次ぎ、地
球温暖化による気候変動のリスクは高まる一方です。こうし
た中、さまざまな国が温室効果ガスの削減目標を引き上げる
など、国際的にも脱炭素社会への挑戦が活発化し、地球温暖
化への対応はもはや制約やコストでなく、「成長の機会」と捉
えることが重要になってきました。
日本政府も2020年10月、2050年までにカーボン

ニュートラルを実現することを宣言し、2030年に向けた温
室効果ガスの削減目標について、2013年度比46％以上の
削減を目指すと表明しています。
現在、日本が年間に排出する温室効果ガスは12億トンを

超えるとされ、2050年までに実質ゼロにするためには、こ
れまで以上に革新的なイノベーションが必要とされます。こ
の困難な課題を解決する上で、大きな役割を果たすのが再生
可能エネルギーの利用拡大です。地熱・再生可能エネルギー
熱（以降、再エネ熱）・太陽光・風力・バイオジェットなどの
再生可能エネルギーは、国内で賄うことが可能であるため、

環境負荷の低減に貢献するだけでなく、日本のエネルギー自
給率を高めることにもつながる重要なエネルギー源です。
2030年の野心的な目標としては、電源構成のうち、再生

可能エネルギーの占める割合を30％台の後半まで引き上げ
ることが期待されています。しかし、この将来有望なエネル
ギーを普及させるためには、今後も多くの技術的な課題を克
服する必要があります。例えば、風力や地熱においては、地
域の偏在、立地の制約が多く、それに伴って環境アセスメン
トに長期間を要すること等が挙げられます。また、風車や太
陽光パネルは落雷や台風、水害等で破損する可能性があり、

安全性の確保が欠かせません。そして、再生可能エネルギー
全体に共通する課題としてあるのが、いまだ高い導入コスト
です。こうした背景の下、NEDOは、再生可能エネルギーの
低コスト化、大量導入に伴う技術的な課題を乗り越えるため
に、技術開発から実証・社会実装まで継続的な支援を行って
います。
次ページからは、再生可能エネルギーの利用拡大に向け、

低コスト化や高付加価値化等、これまでにない革新的な技術
開発に取り組んでいる事例を紹介します。

2050年のカーボンニュートラルを実現するために、
大きな役割を担うのが再生可能エネルギーです。
NEDOはエネルギーの未来図を描き、開発と普及に努めています。

日本の主力エネルギーを目指す

再生可能エネルギー

特集

バイオジェット太陽光 風力再エネ熱

日本の主力エネルギーを目指す 再生可能エネルギー

地熱
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地
熱

01
TOPICS

地下の地熱貯留層に井戸を掘って蒸気を取り出し、その蒸気でタービンを回す地熱発電は、
いまだ課題も多いのが実情です。開発途上にある地熱発電技術の現在の課題と将来性について、
日本地熱学会の海江田秀志会長と、NEDO新エネルギー部の加藤久遠主任研究員に聞きました。

環境保全と両立しながら
地熱のポテンシャルを最大限生かす

東京工業大学特任教授　博士（工学）
一般社団法人電力中央研究所
研究アドバイザー

九州大学大学院工学研究科修士課程
修了。一般財団法人電力中央研究所、
米国ロスアラモス国立研究所等、国内
外で地熱開発の研究に従事。特に地
熱貯留層を人工的に造成する高温岩
体発電システムや、物理探査法による貯
留層の評価に関する研究を進めている。

海江田 秀志氏

日本地熱学会 会長

加藤 久遠

NEDO新エネルギー部
熱利用グループ
主任研究員

INTERVIEW

日本の主力エネルギーを目指す 再生可能エネルギー

NEDO事業の重点課題

国内におけるkW/kWh増の早期実現
<喫緊の課題>

超臨界地熱資源技術開発

①発電原価低減化
生産量増
コスト削減
利用率向上

●

●

●

②地熱資源ポテンシャル拡大

③地域共生・環境保全

国立・国定公園特別地域内開発促進
超臨界地熱資源開発の早期化

●

●

合意形成円滑化
熱電供給システム
環境アセス手法

●

●

●

海江田  国産のエネルギー資源である地熱は、発電だけでな
く給湯等さまざまな利用価値があります。冷暖房や農業等に
も活用でき、地産地消で地域活性化にも貢献できるというメ
リットがあります。しかし、掘っても蒸気が出なければ利用
できないので開発リスクが高く、調査費用や設備費といった
コストも時間もかなりかかります。
また、日本の地熱資源量は世界第3位ですが、地熱利用でき

る土地の8割が国立公園、2割が温泉地にあります。自然公
園法や温泉法、国有林野法などいろいろな法律が絡んでくる
ため利用制限が多く、温泉への影響も懸念され、調査もなか
なかできなかったんです。地熱に特化した法律がないことも
地熱開発が進まない原因の一つです。

海江田  まず、地下評価制度を高めることと、井戸を掘る技
術のコストダウンが不可欠です。現在は、従来型の調査地域

を広げること、また調査期間を短縮し、コストを下げる技術
開発を優先的に行っています。高温でも蒸気や熱水がない場
所に、人工的に水を入れて蒸気を取り出す「地熱増産システ
ム（EGS）」が確立すれば、安定的に発電できるようになりま
す。さらに、今NEDOが取り組んでいるマグマを利用した

「超臨界地熱資源技術」を発展させていけば、利用できる地熱
の資源量はもっと増えていくと思います。
加藤  NEDOは、①低コスト化②地熱資源のポテンシャルを
増やす③地域共生・環境保全という3つのポイントを置いて
研究開発テーマを策定し、中長期的なプロジェクトを進めて
います。 2021年4月に小泉環境大臣（当時）が「地熱開発加
速化プラン」を発表しましたが、ちょうど2020年度まで
NEDOが進めてきた環境保全技術に関するテーマが終了し、
その成果をアピールしていく段階だったので、この発表は非
常にいいタイミングでした。

海江田  太陽光や風力発電では海外の工業製品が多く使われ
ていますが、地熱に関しては日本製が多く、品質も高い。さ
らに、地質が複雑な日本で開発した技術は、東南アジアやア

フリカなどさまざまな場所で応用できるという強みがありま
す。また、JICA（国際協力機構）と九州大学が連携し、海外
から研修生を集めて地熱技術の指導を行っています。こうし
た事業を通して、国際的な人脈やネットワークを構築するこ
とは大きな意義があると思います。
加藤  掘削から発電まで一貫体制で開発ができるのも日本の
強みですね。産油国のサウジアラビアでも再生可能エネル
ギー開発を始めており、紅海沿岸は地熱地帯があるので、今
後、地熱開発のチャンスもあるでしょう。火山を持つ台湾も
地熱開発のポテンシャルが高く、いろんな場所で海外展開の
チャンスはあると考えています。

海江田  国立公園の調査や自治体との調整、事業者の選定な
どに関しては、国が先導して進めてほしいですね。事業者に
とって開発のリスクが少なくなれば、投資が増え、事業に参
入しやすくなります。地熱発電は2030年までに150万kW
を導入目標に設定しています。ハードルは高いですが、これ
までNEDOが実施してきた研究成果が今ようやく見直され、
民間が引き継いで本格的に資源調査が始まりますので、これ
からに期待しています。

さまざまな再生可能エネルギーの中で、地熱利用の
メリットと、研究開発における課題を教えてください。

Q.

そうした課題を解決するために、
研究開発にはどんなテーマが必要でしょうか。

Q.
海外では地熱利用がかなり進んでいる国もあります。
地熱における海外展開はどのようにお考えですか。

Q.

今後、地熱推進にはどのような連携が必要ですか。Q.
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く給湯等さまざまな利用価値があります。冷暖房や農業等に
も活用でき、地産地消で地域活性化にも貢献できるというメ
リットがあります。しかし、掘っても蒸気が出なければ利用
できないので開発リスクが高く、調査費用や設備費といった
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また、日本の地熱資源量は世界第3位ですが、地熱利用でき

る土地の8割が国立公園、2割が温泉地にあります。自然公
園法や温泉法、国有林野法などいろいろな法律が絡んでくる
ため利用制限が多く、温泉への影響も懸念され、調査もなか
なかできなかったんです。地熱に特化した法律がないことも
地熱開発が進まない原因の一つです。

海江田  まず、地下評価制度を高めることと、井戸を掘る技
術のコストダウンが不可欠です。現在は、従来型の調査地域

を広げること、また調査期間を短縮し、コストを下げる技術
開発を優先的に行っています。高温でも蒸気や熱水がない場
所に、人工的に水を入れて蒸気を取り出す「地熱増産システ
ム（EGS）」が確立すれば、安定的に発電できるようになりま
す。さらに、今NEDOが取り組んでいるマグマを利用した

「超臨界地熱資源技術」を発展させていけば、利用できる地熱
の資源量はもっと増えていくと思います。
加藤  NEDOは、①低コスト化②地熱資源のポテンシャルを
増やす③地域共生・環境保全という3つのポイントを置いて
研究開発テーマを策定し、中長期的なプロジェクトを進めて
います。 2021年4月に小泉環境大臣（当時）が「地熱開発加
速化プラン」を発表しましたが、ちょうど2020年度まで
NEDOが進めてきた環境保全技術に関するテーマが終了し、
その成果をアピールしていく段階だったので、この発表は非
常にいいタイミングでした。
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す。また、JICA（国際協力機構）と九州大学が連携し、海外
から研修生を集めて地熱技術の指導を行っています。こうし
た事業を通して、国際的な人脈やネットワークを構築するこ
とは大きな意義があると思います。
加藤  掘削から発電まで一貫体制で開発ができるのも日本の
強みですね。産油国のサウジアラビアでも再生可能エネル
ギー開発を始めており、紅海沿岸は地熱地帯があるので、今
後、地熱開発のチャンスもあるでしょう。火山を持つ台湾も
地熱開発のポテンシャルが高く、いろんな場所で海外展開の
チャンスはあると考えています。

海江田  国立公園の調査や自治体との調整、事業者の選定な
どに関しては、国が先導して進めてほしいですね。事業者に
とって開発のリスクが少なくなれば、投資が増え、事業に参
入しやすくなります。地熱発電は2030年までに150万kW
を導入目標に設定しています。ハードルは高いですが、これ
までNEDOが実施してきた研究成果が今ようやく見直され、
民間が引き継いで本格的に資源調査が始まりますので、これ
からに期待しています。

さまざまな再生可能エネルギーの中で、地熱利用の
メリットと、研究開発における課題を教えてください。

Q.

そうした課題を解決するために、
研究開発にはどんなテーマが必要でしょうか。
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海外では地熱利用がかなり進んでいる国もあります。
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今後、地熱推進にはどのような連携が必要ですか。Q.
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証機を用いた夏期冷房性能の実験を行い、さらにSSHP小型
実証システムをモデル化したシステムシミュレーションに
よって、最適運転制御手法の構築を進めてきました。今回の
NEDO事業では、これらの成果を一歩進め、実際の建物に
SSHP実証システムを設置し、早期の市場投入を目指して評
価をすることが狙いです。

実証場所となる株式会社豊田自動織機の大府工場では、食
堂棟の空調にSSHPを設置した上で、2021年8月から実証
運転を開始し、性能評価を行っています。「豊田自動織機様
には、単に実証場所を提供いただくだけでなく、ユーザーの
目線でSSHPシステムを導入する際の課題について忌憚の
ない意見をお聞きしたいと思っています。実証システムの稼
働後は、運転データを共有の上、定期的に運転実績の報告と
意見交換をする予定です」と塩谷氏。

豊田自動織機環境マネジメント部CO₂削減推進室活動推
進グループ グループ長の鳥居達也氏は「当社もさまざまな部
署で、脱炭素への取り組みを開始しています。ものづくりの
拠点でカーボンニュートラルを実現する鍵は、いかに低コスト
で省エネルギー技術を導入できるかにあります」と話します。

同じく豊田自動織機コーポレート本部総務部施設室施設グ
ループの竹本篤史氏は「今回は導入して終わりではなく、シ
ステムの運用により蓄積したデータに基づいた提案などを行
うことで、できるだけ高効率なシステムになるように協力し
たい」と抱負を語ります。

SSHPシステムに対して塩谷氏は「このシステムは十分な
日射量があるときは、コンプレッサーを運転せずに運用がで
きる点が大きな特徴です。超省エネルギー設備の提案であ
り、まずエネルギーを極力使わないことに希望があります。
この実証試験を通して、オリジナルの実用的技術として確立
できればと考えています」と話し、NEDO新エネルギー部熱
利用グループの谷口聡子PM（当時）は「再エネ熱利用技術
開発のテーマの中でも、鹿島建設様と豊田自動織機様 がタッ
グを組んだこの事業は、非常にインパクトがあり将来性が期
待できるモデルケースになると考えています」と言います。

塩谷氏は「エネルギー削減率やコスト低減の目標を達成
し、次のステップに進むためにも、ここで生きたデータを取
ることは非常に意義が大きいと思います。こうしたハード技
術の実用化は期間、投資共に一企業では大きな負担になりま

す。NEDOのプロジェクトは大きな支えになっています」と
話し、鳥居氏も「過去、弊社工場の太陽光発電設備導入におい
てもNEDOの補助金を活用させていただきました。1社では
限界があることも、オールジャパンでできる取り組みはあり
がたい」とNEDO事業を評価します。

再生可能エネルギー熱利用には、ヒー
トポンプ等の省エネルギー機器と組み
合わせて使う必要があり、普及拡大のた
めにはシステム導入に関わる複数のプ
レーヤー（事業者）にて構成するコン
ソーシアム体制を組む技術開発が有効
で、加えて業界団体、地域との連携が必
要です。本事業でも、大府市を加えた産
学官のコンソーシアム（行動計画委員
会）とする、成果の普及方策について活
発でフランクな意見交換が行われてい
ます。

塩谷氏は「大府市はゼロカーボンシ
ティを目指すことを表明しており、コン

ソーシアムにも積極的な参加をいただいています。行政のサ
ポートは再エネ熱利用普及の後押しになります」と明るい表
情で語りました。

変換ロスが小さく、エネルギーを有効活用できる
太陽熱・地中熱の利用を拡大するために。

自治体も含めたコンソーシアムを形成し、
再生可能エネルギー熱利用をバックアップ。 

豊田自動織機の大府工場に設置し、
ユーザー目線の提案を取り入れて開発に反映。

再生可能エネルギーの中でも、太陽熱・地中熱等の再エネ
熱利用は初期コストが高いこと等から、太陽光発電や風力発
電等の電気利用に比べ、普及が進んでいないのが現状です。
しかし、再エネ熱の直接利用は変換ロスが小さく､エネル
ギーの有効活用が可能なため、再生可能エネルギーの利用拡
大には熱利用の普及が欠かせません。こうした背景の下、
NEDOは、再エネ熱利用システムのトータルコスト低減を目
指した研究開発を推進しています。目標は、プロジェクト終
了年度の2023年度までに、トータルコスト20％以上低減

（投資回収年数14年以下）、さらに、2030 年までにトータ
ルコスト30％以上低減（投資回収年数8 年以下）とするた

めの行動計画を策定することを目指しています。
再エネ熱利用の普及に向け、天空熱源ヒートポンプ

（SSHP）システムを構築し、その性能向上とコスト低減に取
り組んでいるのが、鹿島建設株式会社の鹿島技術研究所で、
早くから太陽・空気熱源ヒートポンプと地中熱交換器を組み
合わせた技術の開発を行ってきました。この取り組みを進め
る塩谷正樹専任部長は「日本の産業が排出するCO₂量のう
ち、建設活動に関連する割合が最も大きく、建築分野におけ
る低炭素化は喫緊の課題となっています。開発を進めている
SSHPシステムは、天空から得られる太陽熱と空気熱、地中
熱を多角的に利用することが特徴です。多様な熱エネルギー
をヒートポンプの熱源として利用することで、大幅な省エネ
ルギー化を実現することができます」と語ります。同社は、
これまでもNEDO事業において、SSHPユニットの小型実
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天空熱源ヒートポンプ（SSHP）システムの事業化に向け
実建物に設置し、冷暖房性能の検証を進めています。

低コスト・高効率を実現する
熱利用システムへの挑戦

豊田自動織機の大府工場敷地内に地中熱交換器を埋設する工程を紹介します。株式会社豊田自動織機の大府工場にシステムを設置し、事業化を目指した検証を行います。

地下約100mまでボーリングします。
今回は計8つの孔を掘削します。

目標の深さに達したかを確認します。

地中熱交換器を準備します。
今回はダブルUチューブを採用しました。

地中熱交換器の有効長は100mです。
パイプを挿入して、埋設作業を終了します。

1 2

3 4

日本の主力エネルギーを目指す 再生可能エネルギー
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証機を用いた夏期冷房性能の実験を行い、さらにSSHP小型
実証システムをモデル化したシステムシミュレーションに
よって、最適運転制御手法の構築を進めてきました。今回の
NEDO事業では、これらの成果を一歩進め、実際の建物に
SSHP実証システムを設置し、早期の市場投入を目指して評
価をすることが狙いです。

実証場所となる株式会社豊田自動織機の大府工場では、食
堂棟の空調にSSHPを設置した上で、2021年8月から実証
運転を開始し、性能評価を行っています。「豊田自動織機様
には、単に実証場所を提供いただくだけでなく、ユーザーの
目線でSSHPシステムを導入する際の課題について忌憚の
ない意見をお聞きしたいと思っています。実証システムの稼
働後は、運転データを共有の上、定期的に運転実績の報告と
意見交換をする予定です」と塩谷氏。

豊田自動織機環境マネジメント部CO₂削減推進室活動推
進グループ グループ長の鳥居達也氏は「当社もさまざまな部
署で、脱炭素への取り組みを開始しています。ものづくりの
拠点でカーボンニュートラルを実現する鍵は、いかに低コスト
で省エネルギー技術を導入できるかにあります」と話します。

同じく豊田自動織機コーポレート本部総務部施設室施設グ
ループの竹本篤史氏は「今回は導入して終わりではなく、シ
ステムの運用により蓄積したデータに基づいた提案などを行
うことで、できるだけ高効率なシステムになるように協力し
たい」と抱負を語ります。

SSHPシステムに対して塩谷氏は「このシステムは十分な
日射量があるときは、コンプレッサーを運転せずに運用がで
きる点が大きな特徴です。超省エネルギー設備の提案であ
り、まずエネルギーを極力使わないことに希望があります。
この実証試験を通して、オリジナルの実用的技術として確立
できればと考えています」と話し、NEDO新エネルギー部熱
利用グループの谷口聡子PM（当時）は「再エネ熱利用技術
開発のテーマの中でも、鹿島建設様と豊田自動織機様 がタッ
グを組んだこの事業は、非常にインパクトがあり将来性が期
待できるモデルケースになると考えています」と言います。

塩谷氏は「エネルギー削減率やコスト低減の目標を達成
し、次のステップに進むためにも、ここで生きたデータを取
ることは非常に意義が大きいと思います。こうしたハード技
術の実用化は期間、投資共に一企業では大きな負担になりま

す。NEDOのプロジェクトは大きな支えになっています」と
話し、鳥居氏も「過去、弊社工場の太陽光発電設備導入におい
てもNEDOの補助金を活用させていただきました。1社では
限界があることも、オールジャパンでできる取り組みはあり
がたい」とNEDO事業を評価します。

再生可能エネルギー熱利用には、ヒー
トポンプ等の省エネルギー機器と組み
合わせて使う必要があり、普及拡大のた
めにはシステム導入に関わる複数のプ
レーヤー（事業者）にて構成するコン
ソーシアム体制を組む技術開発が有効
で、加えて業界団体、地域との連携が必
要です。本事業でも、大府市を加えた産
学官のコンソーシアム（行動計画委員
会）とする、成果の普及方策について活
発でフランクな意見交換が行われてい
ます。

塩谷氏は「大府市はゼロカーボンシ
ティを目指すことを表明しており、コン

ソーシアムにも積極的な参加をいただいています。行政のサ
ポートは再エネ熱利用普及の後押しになります」と明るい表
情で語りました。

変換ロスが小さく、エネルギーを有効活用できる
太陽熱・地中熱の利用を拡大するために。

自治体も含めたコンソーシアムを形成し、
再生可能エネルギー熱利用をバックアップ。 

豊田自動織機の大府工場に設置し、
ユーザー目線の提案を取り入れて開発に反映。

再生可能エネルギーの中でも、太陽熱・地中熱等の再エネ
熱利用は初期コストが高いこと等から、太陽光発電や風力発
電等の電気利用に比べ、普及が進んでいないのが現状です。
しかし、再エネ熱の直接利用は変換ロスが小さく､エネル
ギーの有効活用が可能なため、再生可能エネルギーの利用拡
大には熱利用の普及が欠かせません。こうした背景の下、
NEDOは、再エネ熱利用システムのトータルコスト低減を目
指した研究開発を推進しています。目標は、プロジェクト終
了年度の2023年度までに、トータルコスト20％以上低減

（投資回収年数14年以下）、さらに、2030 年までにトータ
ルコスト30％以上低減（投資回収年数8 年以下）とするた

めの行動計画を策定することを目指しています。
再エネ熱利用の普及に向け、天空熱源ヒートポンプ

（SSHP）システムを構築し、その性能向上とコスト低減に取
り組んでいるのが、鹿島建設株式会社の鹿島技術研究所で、
早くから太陽・空気熱源ヒートポンプと地中熱交換器を組み
合わせた技術の開発を行ってきました。この取り組みを進め
る塩谷正樹専任部長は「日本の産業が排出するCO₂量のう
ち、建設活動に関連する割合が最も大きく、建築分野におけ
る低炭素化は喫緊の課題となっています。開発を進めている
SSHPシステムは、天空から得られる太陽熱と空気熱、地中
熱を多角的に利用することが特徴です。多様な熱エネルギー
をヒートポンプの熱源として利用することで、大幅な省エネ
ルギー化を実現することができます」と語ります。同社は、
これまでもNEDO事業において、SSHPユニットの小型実
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天空熱源ヒートポンプ（SSHP）システムの事業化に向け
実建物に設置し、冷暖房性能の検証を進めています。

低コスト・高効率を実現する
熱利用システムへの挑戦

豊田自動織機の大府工場敷地内に地中熱交換器を埋設する工程を紹介します。株式会社豊田自動織機の大府工場にシステムを設置し、事業化を目指した検証を行います。

地下約100mまでボーリングします。
今回は計8つの孔を掘削します。

目標の深さに達したかを確認します。

地中熱交換器を準備します。
今回はダブルUチューブを採用しました。

地中熱交換器の有効長は100mです。
パイプを挿入して、埋設作業を終了します。

1 2

3 4

日本の主力エネルギーを目指す 再生可能エネルギー
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証機を用いた夏期冷房性能の実験を行い、さらにSSHP小型
実証システムをモデル化したシステムシミュレーションに
よって、最適運転制御手法の構築を進めてきました。今回の
NEDO事業では、これらの成果を一歩進め、実際の建物に
SSHP実証システムを設置し、早期の市場投入を目指して評
価をすることが狙いです。

実証場所となる株式会社豊田自動織機の大府工場では、食
堂棟の空調にSSHPを設置した上で、2021年8月から実証
運転を開始し、性能評価を行っています。「豊田自動織機様
には、単に実証場所を提供いただくだけでなく、ユーザーの
目線でSSHPシステムを導入する際の課題について忌憚の
ない意見をお聞きしたいと思っています。実証システムの稼
働後は、運転データを共有の上、定期的に運転実績の報告と
意見交換をする予定です」と塩谷氏。

豊田自動織機環境マネジメント部CO₂削減推進室活動推
進グループ グループ長の鳥居達也氏は「当社もさまざまな部
署で、脱炭素への取り組みを開始しています。ものづくりの
拠点でカーボンニュートラルを実現する鍵は、いかに低コスト
で省エネルギー技術を導入できるかにあります」と話します。

同じく豊田自動織機コーポレート本部総務部施設室施設グ
ループの竹本篤史氏は「今回は導入して終わりではなく、シ
ステムの運用により蓄積したデータに基づいた提案などを行
うことで、できるだけ高効率なシステムになるように協力し
たい」と抱負を語ります。

SSHPシステムに対して塩谷氏は「このシステムは十分な
日射量があるときは、コンプレッサーを運転せずに運用がで
きる点が大きな特徴です。超省エネルギー設備の提案であ
り、まずエネルギーを極力使わないことに希望があります。
この実証試験を通して、オリジナルの実用的技術として確立
できればと考えています」と話し、NEDO新エネルギー部熱
利用グループの谷口聡子PM（当時）は「再エネ熱利用技術
開発のテーマの中でも、鹿島建設様と豊田自動織機様 がタッ
グを組んだこの事業は、非常にインパクトがあり将来性が期
待できるモデルケースになると考えています」と言います。

塩谷氏は「エネルギー削減率やコスト低減の目標を達成
し、次のステップに進むためにも、ここで生きたデータを取
ることは非常に意義が大きいと思います。こうしたハード技
術の実用化は期間、投資共に一企業では大きな負担になりま

Building）の必要性が高まっています。
大成建設技術センター主任研究員の梅田和彦氏は「特に高

層ビルの場合、壁面は屋上よりも圧倒的に面積が広く、都市
部でZEBを実現するためには壁面の活用が不可欠です」と
このプロジェクトの意義を語ります。

これを受け、本プロジェクトでは都市部の既設の建物の壁
面にPVを設置し、環境性能や発電性能を評価します。また、
BIPV（Building Integrated Photovoltaics：建材一体型太
陽光発電設備）の市場化を目指し、そのデータを広く公開し
ます。

カネカのBIPV事業開発グループリーダーの中島昭彦氏は
「大成建設技術センター人と空間のラボ（ZEB実証棟）に使
用したPVは、以前NEDOと共同開発したヘテロ接合バック
コンタクト結晶シリコン太陽電池です。世界最高のモジュー
ル発電効率24.37％※²を達成したもので、電極を裏面に集約
することで受光面を広くでき、建物デザインも損ないませ
ん」と話します。

カネカはこれまでにNEDO事業で培ってきたノウハウを
生かし、経済性・耐久性を向上させるとともに、モジュール
をより効率よく配置できるよう、セルを割断する方法を検討
しています。また、建築デザイナーの要望に沿うように意匠
性を高め、黒色以外のカラーのセル開発にも取り組みます。

井川主査は「都市部の建物の壁面改修を行うため、周辺へ
の配慮や近隣住民の合意形成もテーマの一つです」と話し、
中島氏は「住民説明会等を実施するとともに、まぶしさを抑
える低反射の防眩タイプPVを採用します。また、自治体に

よって環境条例等があるケースも想定してカラー化を進める
予定です」と対策について話します。

寒暖差が大きい実環境でも問題なく稼働するかは、既設の
建物に設置する本プロジェクトの大きなポイントです。中島
氏は「ラボでの試験では、マイナス70℃から85℃までを
480サイクル繰り返し、耐久性を確認済みです。また、高温
高 湿 試 験 で は85℃、85%と い う 地 上 に は な い 環 境 で、
6000時間耐えることが実証できています。しかし、実際の
環境ではモジュールに荷重がかかり、変形するといった要素
も加わるため、実環境の複合モードで検証することが欠かせ
ません。コストダウンも含めて性能維持できるか、樹脂の材
料や接着剤等を変えて試験しながら取り組んでいます」と展
望を語ります。

一方、大成建設のエネルギー本部ZEB・スマートコミュニ
ティ部 システム計画室長の宮嶋禎朗氏は「壁面や窓にPVを
施工するためには、他の部材とのかねあいや止水、耐久性等
に配慮が必要です。配線の取り回しやその処理の方法等も一
から考える必要がありました。今後は既設の建物に設置する
ケースも増えてくるはずですから、今回はそのノウハウを蓄
積するチャンスでもあります」と課題と本プロジェクトの狙
いを話します。

本プロジェクトでは2024年までに、色むらがなく、建築
物としての耐久性（40年以上）を持つ壁面に設置できる太陽
電池を開発することを目指します。

また、壁面だけでなく窓部分にも設置できるように、可視

す。NEDOのプロジェクトは大きな支えになっています」と
話し、鳥居氏も「過去、弊社工場の太陽光発電設備導入におい
てもNEDOの補助金を活用させていただきました。1社では
限界があることも、オールジャパンでできる取り組みはあり
がたい」とNEDO事業を評価します。

再生可能エネルギー熱利用には、ヒー
トポンプ等の省エネルギー機器と組み
合わせて使う必要があり、普及拡大のた
めにはシステム導入に関わる複数のプ
レーヤー（事業者）にて構成するコン
ソーシアム体制を組む技術開発が有効
で、加えて業界団体、地域との連携が必
要です。本事業でも、大府市を加えた産
学官のコンソーシアム（行動計画委員
会）とする、成果の普及方策について活
発でフランクな意見交換が行われてい
ます。

塩谷氏は「大府市はゼロカーボンシ
ティを目指すことを表明しており、コン

ソーシアムにも積極的な参加をいただいています。行政のサ
ポートは再エネ熱利用普及の後押しになります」と明るい表
情で語りました。

再生可能エネルギーの中でも、太陽熱・地中熱等の再エネ
熱利用は初期コストが高いこと等から、太陽光発電や風力発
電等の電気利用に比べ、普及が進んでいないのが現状です。
しかし、再エネ熱の直接利用は変換ロスが小さく､エネル
ギーの有効活用が可能なため、再生可能エネルギーの利用拡
大には熱利用の普及が欠かせません。こうした背景の下、
NEDOは、再エネ熱利用システムのトータルコスト低減を目
指した研究開発を推進しています。目標は、プロジェクト終
了年度の2023年度までに、トータルコスト20％以上低減

（投資回収年数14年以下）、さらに、2030 年までにトータ
ルコスト30％以上低減（投資回収年数8 年以下）とするた

めの行動計画を策定することを目指しています。
再エネ熱利用の普及に向け、天空熱源ヒートポンプ

（SSHP）システムを構築し、その性能向上とコスト低減に取
り組んでいるのが、鹿島建設株式会社の鹿島技術研究所で、
早くから太陽・空気熱源ヒートポンプと地中熱交換器を組み
合わせた技術の開発を行ってきました。この取り組みを進め
る塩谷正樹専任部長は「日本の産業が排出するCO₂量のう
ち、建設活動に関連する割合が最も大きく、建築分野におけ
る低炭素化は喫緊の課題となっています。開発を進めている
SSHPシステムは、天空から得られる太陽熱と空気熱、地中
熱を多角的に利用することが特徴です。多様な熱エネルギー
をヒートポンプの熱源として利用することで、大幅な省エネ
ルギー化を実現することができます」と語ります。同社は、
これまでもNEDO事業において、SSHPユニットの小型実

光透過率20%の半透明の太陽電池モジュールを開発し、窓
の置き換えを狙います。

中島氏は「当社はPVの開発で50年近い歴史があり、住宅
用に製品化したPVにはNEDOのサポートを受けて実現し
たものもあります。建物壁面への設置
がユーザーの標準的な選択肢になるた
めには、コストダウン等解決すべき課題
がまだまだあり、NEDOの支援は頼も
しい限りです」と話し、梅田氏は「さま
ざまな課題を解決するために、NEDO
事業を活用して可能性を追求したい」と
プロジェクトへの期待を込めました。

井川主査は「現在、PVは海外調達品
が多いですが、海外製は供給リスクがあ
るので、国内で生産しているカネカは重
要な存在です。さらにNEDOはこれま
での取り組みに加え、ビル壁面等の新市
場向けにペロブスカイト太陽電池等の
研究開発も後押しして国内企業の競争

太陽光発電の主力電源化に向けて
新たな設置場所・設置環境を開発。

太陽光発電は、低炭素の国産エネルギー源として期待さ
れ、最も普及している再生可能エネルギーの一つです。日本
では太陽光発電の主力電源化を進めていますが、一方で、今
後、導入が拡大するにつれて、地上や住宅屋根等、低コスト・
好条件の設置場所が減少していくという課題があります。

NEDOの井川博之主査は「日本の国土面積当たりの太陽電
池設置量は世界のトップで、今後は設置に適した場所が限ら
れてくることから、NEDOでは、工場の屋根等にも設置でき
る軽量のPV（Photovoltaic太陽光パネル）や建物の壁面に
も設置できるタイプ、自動車等の移動体用等、多用途なPV
の開発を進めています」と話します。

建物の外壁や窓等にPVを設置する際の課題は、発電効率
の向上と建物の外観イメージを損なわない意匠性の両立にあ
り、この解決に向けたプロジェクトを担当するのが株式会社
カネカと大成建設株式会社です。

両社はプロジェクトに先駆け、2020年2月に大成建設技
術センター人と空間のラボ（ZEB実証棟）※¹の壁面の太陽光
発電システムを更新し、高効率化を図りました。壁面PVは
建物の南東面、北東面、南西面合わせて371枚を使用してい
ます。結果として壁面の総出力は10kWから68kWと、約7
倍の創エネルギーを実現しています。

また、太陽光発電による電力量が増えると、系統に負荷が
かかるため、せっかく発電された電力が使われないという問
題も起きています。できるだけ系統に負荷をかけないために
も、建物で発電し自家消費するZEB（Net Zero Energy 

力を高めたいと思います」と話します。

NEDO新エネルギー部
熱利用グループ
プロジェクトマネージャー
（当時）

谷口 聡子 主査
株式会社豊田自動織機
環境マネジメント部
CO₂削減推進室活動推進グループ
グループ長

鳥居 達也 氏
株式会社豊田自動織機
コーポレート本部
総務部施設室
施設グループ

竹本 篤史 氏
鹿島建設株式会社
鹿島技術研究所
専任部長

塩谷 正樹 氏
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将来にわたって太陽光発電の導入量を拡大するため
これまで困難だった建物壁面に設置する技術を開発しています。

太陽光発電の可能性を開くため
建築物の壁面と窓を利活用

大成建設技術センター人と空間のラボ（ZEB実証棟）。太陽光パネルが極力目立たないハイレベルの施工を実施。

日本の主力エネルギーを目指す 再生可能エネルギー

再生可能エネルギー熱 ● 多様な再エネ熱を活用
● 一つの熱源水ループで多様な用途を実現

天空熱源ヒートポンプ（SSHP）

水熱源空調ヒートポンプ

水熱源給湯ヒートポンプ

地中熱交換器

（熱源水ループ）

（熱源水ループ）

加熱
冷却

暖房
冷房

集熱／放熱

採熱／放熱

採熱
（冷房排熱）

採熱放熱

加熱
（給湯予熱）

（太陽熱・空気熱）

Focus NEDO 2021 No.83 1110 Focus NEDO 2021 No.83



証機を用いた夏期冷房性能の実験を行い、さらにSSHP小型
実証システムをモデル化したシステムシミュレーションに
よって、最適運転制御手法の構築を進めてきました。今回の
NEDO事業では、これらの成果を一歩進め、実際の建物に
SSHP実証システムを設置し、早期の市場投入を目指して評
価をすることが狙いです。

実証場所となる株式会社豊田自動織機の大府工場では、食
堂棟の空調にSSHPを設置した上で、2021年8月から実証
運転を開始し、性能評価を行っています。「豊田自動織機様
には、単に実証場所を提供いただくだけでなく、ユーザーの
目線でSSHPシステムを導入する際の課題について忌憚の
ない意見をお聞きしたいと思っています。実証システムの稼
働後は、運転データを共有の上、定期的に運転実績の報告と
意見交換をする予定です」と塩谷氏。

豊田自動織機環境マネジメント部CO₂削減推進室活動推
進グループ グループ長の鳥居達也氏は「当社もさまざまな部
署で、脱炭素への取り組みを開始しています。ものづくりの
拠点でカーボンニュートラルを実現する鍵は、いかに低コスト
で省エネルギー技術を導入できるかにあります」と話します。

同じく豊田自動織機コーポレート本部総務部施設室施設グ
ループの竹本篤史氏は「今回は導入して終わりではなく、シ
ステムの運用により蓄積したデータに基づいた提案などを行
うことで、できるだけ高効率なシステムになるように協力し
たい」と抱負を語ります。

SSHPシステムに対して塩谷氏は「このシステムは十分な
日射量があるときは、コンプレッサーを運転せずに運用がで
きる点が大きな特徴です。超省エネルギー設備の提案であ
り、まずエネルギーを極力使わないことに希望があります。
この実証試験を通して、オリジナルの実用的技術として確立
できればと考えています」と話し、NEDO新エネルギー部熱
利用グループの谷口聡子PM（当時）は「再エネ熱利用技術
開発のテーマの中でも、鹿島建設様と豊田自動織機様 がタッ
グを組んだこの事業は、非常にインパクトがあり将来性が期
待できるモデルケースになると考えています」と言います。

塩谷氏は「エネルギー削減率やコスト低減の目標を達成
し、次のステップに進むためにも、ここで生きたデータを取
ることは非常に意義が大きいと思います。こうしたハード技
術の実用化は期間、投資共に一企業では大きな負担になりま

Building）の必要性が高まっています。
大成建設技術センター主任研究員の梅田和彦氏は「特に高

層ビルの場合、壁面は屋上よりも圧倒的に面積が広く、都市
部でZEBを実現するためには壁面の活用が不可欠です」と
このプロジェクトの意義を語ります。

これを受け、本プロジェクトでは都市部の既設の建物の壁
面にPVを設置し、環境性能や発電性能を評価します。また、
BIPV（Building Integrated Photovoltaics：建材一体型太
陽光発電設備）の市場化を目指し、そのデータを広く公開し
ます。

カネカのBIPV事業開発グループリーダーの中島昭彦氏は
「大成建設技術センター人と空間のラボ（ZEB実証棟）に使
用したPVは、以前NEDOと共同開発したヘテロ接合バック
コンタクト結晶シリコン太陽電池です。世界最高のモジュー
ル発電効率24.37％※²を達成したもので、電極を裏面に集約
することで受光面を広くでき、建物デザインも損ないませ
ん」と話します。

カネカはこれまでにNEDO事業で培ってきたノウハウを
生かし、経済性・耐久性を向上させるとともに、モジュール
をより効率よく配置できるよう、セルを割断する方法を検討
しています。また、建築デザイナーの要望に沿うように意匠
性を高め、黒色以外のカラーのセル開発にも取り組みます。

井川主査は「都市部の建物の壁面改修を行うため、周辺へ
の配慮や近隣住民の合意形成もテーマの一つです」と話し、
中島氏は「住民説明会等を実施するとともに、まぶしさを抑
える低反射の防眩タイプPVを採用します。また、自治体に

よって環境条例等があるケースも想定してカラー化を進める
予定です」と対策について話します。

寒暖差が大きい実環境でも問題なく稼働するかは、既設の
建物に設置する本プロジェクトの大きなポイントです。中島
氏は「ラボでの試験では、マイナス70℃から85℃までを
480サイクル繰り返し、耐久性を確認済みです。また、高温
高 湿 試 験 で は85℃、85%と い う 地 上 に は な い 環 境 で、
6000時間耐えることが実証できています。しかし、実際の
環境ではモジュールに荷重がかかり、変形するといった要素
も加わるため、実環境の複合モードで検証することが欠かせ
ません。コストダウンも含めて性能維持できるか、樹脂の材
料や接着剤等を変えて試験しながら取り組んでいます」と展
望を語ります。

一方、大成建設のエネルギー本部ZEB・スマートコミュニ
ティ部 システム計画室長の宮嶋禎朗氏は「壁面や窓にPVを
施工するためには、他の部材とのかねあいや止水、耐久性等
に配慮が必要です。配線の取り回しやその処理の方法等も一
から考える必要がありました。今後は既設の建物に設置する
ケースも増えてくるはずですから、今回はそのノウハウを蓄
積するチャンスでもあります」と課題と本プロジェクトの狙
いを話します。

本プロジェクトでは2024年までに、色むらがなく、建築
物としての耐久性（40年以上）を持つ壁面に設置できる太陽
電池を開発することを目指します。

また、壁面だけでなく窓部分にも設置できるように、可視

す。NEDOのプロジェクトは大きな支えになっています」と
話し、鳥居氏も「過去、弊社工場の太陽光発電設備導入におい
てもNEDOの補助金を活用させていただきました。1社では
限界があることも、オールジャパンでできる取り組みはあり
がたい」とNEDO事業を評価します。

再生可能エネルギー熱利用には、ヒー
トポンプ等の省エネルギー機器と組み
合わせて使う必要があり、普及拡大のた
めにはシステム導入に関わる複数のプ
レーヤー（事業者）にて構成するコン
ソーシアム体制を組む技術開発が有効
で、加えて業界団体、地域との連携が必
要です。本事業でも、大府市を加えた産
学官のコンソーシアム（行動計画委員
会）とする、成果の普及方策について活
発でフランクな意見交換が行われてい
ます。

塩谷氏は「大府市はゼロカーボンシ
ティを目指すことを表明しており、コン

ソーシアムにも積極的な参加をいただいています。行政のサ
ポートは再エネ熱利用普及の後押しになります」と明るい表
情で語りました。

再生可能エネルギーの中でも、太陽熱・地中熱等の再エネ
熱利用は初期コストが高いこと等から、太陽光発電や風力発
電等の電気利用に比べ、普及が進んでいないのが現状です。
しかし、再エネ熱の直接利用は変換ロスが小さく､エネル
ギーの有効活用が可能なため、再生可能エネルギーの利用拡
大には熱利用の普及が欠かせません。こうした背景の下、
NEDOは、再エネ熱利用システムのトータルコスト低減を目
指した研究開発を推進しています。目標は、プロジェクト終
了年度の2023年度までに、トータルコスト20％以上低減

（投資回収年数14年以下）、さらに、2030 年までにトータ
ルコスト30％以上低減（投資回収年数8 年以下）とするた

めの行動計画を策定することを目指しています。
再エネ熱利用の普及に向け、天空熱源ヒートポンプ

（SSHP）システムを構築し、その性能向上とコスト低減に取
り組んでいるのが、鹿島建設株式会社の鹿島技術研究所で、
早くから太陽・空気熱源ヒートポンプと地中熱交換器を組み
合わせた技術の開発を行ってきました。この取り組みを進め
る塩谷正樹専任部長は「日本の産業が排出するCO₂量のう
ち、建設活動に関連する割合が最も大きく、建築分野におけ
る低炭素化は喫緊の課題となっています。開発を進めている
SSHPシステムは、天空から得られる太陽熱と空気熱、地中
熱を多角的に利用することが特徴です。多様な熱エネルギー
をヒートポンプの熱源として利用することで、大幅な省エネ
ルギー化を実現することができます」と語ります。同社は、
これまでもNEDO事業において、SSHPユニットの小型実

光透過率20%の半透明の太陽電池モジュールを開発し、窓
の置き換えを狙います。

中島氏は「当社はPVの開発で50年近い歴史があり、住宅
用に製品化したPVにはNEDOのサポートを受けて実現し
たものもあります。建物壁面への設置
がユーザーの標準的な選択肢になるた
めには、コストダウン等解決すべき課題
がまだまだあり、NEDOの支援は頼も
しい限りです」と話し、梅田氏は「さま
ざまな課題を解決するために、NEDO
事業を活用して可能性を追求したい」と
プロジェクトへの期待を込めました。

井川主査は「現在、PVは海外調達品
が多いですが、海外製は供給リスクがあ
るので、国内で生産しているカネカは重
要な存在です。さらにNEDOはこれま
での取り組みに加え、ビル壁面等の新市
場向けにペロブスカイト太陽電池等の
研究開発も後押しして国内企業の競争

太陽光発電の主力電源化に向けて
新たな設置場所・設置環境を開発。

太陽光発電は、低炭素の国産エネルギー源として期待さ
れ、最も普及している再生可能エネルギーの一つです。日本
では太陽光発電の主力電源化を進めていますが、一方で、今
後、導入が拡大するにつれて、地上や住宅屋根等、低コスト・
好条件の設置場所が減少していくという課題があります。

NEDOの井川博之主査は「日本の国土面積当たりの太陽電
池設置量は世界のトップで、今後は設置に適した場所が限ら
れてくることから、NEDOでは、工場の屋根等にも設置でき
る軽量のPV（Photovoltaic太陽光パネル）や建物の壁面に
も設置できるタイプ、自動車等の移動体用等、多用途なPV
の開発を進めています」と話します。

建物の外壁や窓等にPVを設置する際の課題は、発電効率
の向上と建物の外観イメージを損なわない意匠性の両立にあ
り、この解決に向けたプロジェクトを担当するのが株式会社
カネカと大成建設株式会社です。

両社はプロジェクトに先駆け、2020年2月に大成建設技
術センター人と空間のラボ（ZEB実証棟）※¹の壁面の太陽光
発電システムを更新し、高効率化を図りました。壁面PVは
建物の南東面、北東面、南西面合わせて371枚を使用してい
ます。結果として壁面の総出力は10kWから68kWと、約7
倍の創エネルギーを実現しています。

また、太陽光発電による電力量が増えると、系統に負荷が
かかるため、せっかく発電された電力が使われないという問
題も起きています。できるだけ系統に負荷をかけないために
も、建物で発電し自家消費するZEB（Net Zero Energy 

力を高めたいと思います」と話します。

NEDO新エネルギー部
熱利用グループ
プロジェクトマネージャー
（当時）

谷口 聡子 主査
株式会社豊田自動織機
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CO₂削減推進室活動推進グループ
グループ長

鳥居 達也 氏
株式会社豊田自動織機
コーポレート本部
総務部施設室
施設グループ

竹本 篤史 氏
鹿島建設株式会社
鹿島技術研究所
専任部長

塩谷 正樹 氏
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Building）の必要性が高まっています。
大成建設技術センター主任研究員の梅田和彦氏は「特に高

層ビルの場合、壁面は屋上よりも圧倒的に面積が広く、都市
部でZEBを実現するためには壁面の活用が不可欠です」と
このプロジェクトの意義を語ります。

これを受け、本プロジェクトでは都市部の既設の建物の壁
面にPVを設置し、環境性能や発電性能を評価します。また、
BIPV（Building Integrated Photovoltaics：建材一体型太
陽光発電設備）の市場化を目指し、そのデータを広く公開し
ます。

カネカのBIPV事業開発グループリーダーの中島昭彦氏は
「大成建設技術センター人と空間のラボ（ZEB実証棟）に使
用したPVは、以前NEDOと共同開発したヘテロ接合バック
コンタクト結晶シリコン太陽電池です。世界最高のモジュー
ル発電効率24.37％※²を達成したもので、電極を裏面に集約
することで受光面を広くでき、建物デザインも損ないませ
ん」と話します。

カネカはこれまでにNEDO事業で培ってきたノウハウを
生かし、経済性・耐久性を向上させるとともに、モジュール
をより効率よく配置できるよう、セルを割断する方法を検討
しています。また、建築デザイナーの要望に沿うように意匠
性を高め、黒色以外のカラーのセル開発にも取り組みます。

井川主査は「都市部の建物の壁面改修を行うため、周辺へ
の配慮や近隣住民の合意形成もテーマの一つです」と話し、
中島氏は「住民説明会等を実施するとともに、まぶしさを抑
える低反射の防眩タイプPVを採用します。また、自治体に

よって環境条例等があるケースも想定してカラー化を進める
予定です」と対策について話します。

寒暖差が大きい実環境でも問題なく稼働するかは、既設の
建物に設置する本プロジェクトの大きなポイントです。中島
氏は「ラボでの試験では、マイナス70℃から85℃までを
480サイクル繰り返し、耐久性を確認済みです。また、高温
高 湿 試 験 で は85℃、85%と い う 地 上 に は な い 環 境 で、
6000時間耐えることが実証できています。しかし、実際の
環境ではモジュールに荷重がかかり、変形するといった要素
も加わるため、実環境の複合モードで検証することが欠かせ
ません。コストダウンも含めて性能維持できるか、樹脂の材
料や接着剤等を変えて試験しながら取り組んでいます」と展
望を語ります。

一方、大成建設のエネルギー本部ZEB・スマートコミュニ
ティ部 システム計画室長の宮嶋禎朗氏は「壁面や窓にPVを
施工するためには、他の部材とのかねあいや止水、耐久性等
に配慮が必要です。配線の取り回しやその処理の方法等も一
から考える必要がありました。今後は既設の建物に設置する
ケースも増えてくるはずですから、今回はそのノウハウを蓄
積するチャンスでもあります」と課題と本プロジェクトの狙
いを話します。

本プロジェクトでは2024年までに、色むらがなく、建築
物としての耐久性（40年以上）を持つ壁面に設置できる太陽
電池を開発することを目指します。

また、壁面だけでなく窓部分にも設置できるように、可視

発電効率の向上、低コスト化等
高い目標をクリアするために。

都市部の建物に実際に設置することで
さまざまなデータ、ノウハウを収集。

光透過率20%の半透明の太陽電池モジュールを開発し、窓
の置き換えを狙います。

中島氏は「当社はPVの開発で50年近い歴史があり、住宅
用に製品化したPVにはNEDOのサポートを受けて実現し
たものもあります。建物壁面への設置
がユーザーの標準的な選択肢になるた
めには、コストダウン等解決すべき課題
がまだまだあり、NEDOの支援は頼も
しい限りです」と話し、梅田氏は「さま
ざまな課題を解決するために、NEDO
事業を活用して可能性を追求したい」と
プロジェクトへの期待を込めました。

井川主査は「現在、PVは海外調達品
が多いですが、海外製は供給リスクがあ
るので、国内で生産しているカネカは重
要な存在です。さらにNEDOはこれま
での取り組みに加え、ビル壁面等の新市
場向けにペロブスカイト太陽電池等の
研究開発も後押しして国内企業の競争

太陽光発電は、低炭素の国産エネルギー源として期待さ
れ、最も普及している再生可能エネルギーの一つです。日本
では太陽光発電の主力電源化を進めていますが、一方で、今
後、導入が拡大するにつれて、地上や住宅屋根等、低コスト・
好条件の設置場所が減少していくという課題があります。

NEDOの井川博之主査は「日本の国土面積当たりの太陽電
池設置量は世界のトップで、今後は設置に適した場所が限ら
れてくることから、NEDOでは、工場の屋根等にも設置でき
る軽量のPV（Photovoltaic太陽光パネル）や建物の壁面に
も設置できるタイプ、自動車等の移動体用等、多用途なPV
の開発を進めています」と話します。

建物の外壁や窓等にPVを設置する際の課題は、発電効率
の向上と建物の外観イメージを損なわない意匠性の両立にあ
り、この解決に向けたプロジェクトを担当するのが株式会社
カネカと大成建設株式会社です。

両社はプロジェクトに先駆け、2020年2月に大成建設技
術センター人と空間のラボ（ZEB実証棟）※¹の壁面の太陽光
発電システムを更新し、高効率化を図りました。壁面PVは
建物の南東面、北東面、南西面合わせて371枚を使用してい
ます。結果として壁面の総出力は10kWから68kWと、約7
倍の創エネルギーを実現しています。

また、太陽光発電による電力量が増えると、系統に負荷が
かかるため、せっかく発電された電力が使われないという問
題も起きています。できるだけ系統に負荷をかけないために
も、建物で発電し自家消費するZEB（Net Zero Energy 

※1 人と空間のラボとして2020年2月にリニューアル
※2 Martin. A. Green et al. (2017), Progress in Photovoltaics: Research and 
　　Applications, 25, 668-676.

力を高めたいと思います」と話します。

大成建設株式会社
技術センター都市基盤技術研究部
空間研究室
空間・設備チーム主任研究員

梅田 和彦 氏
大成建設株式会社
エネルギー本部
ZEB・スマートコミュニティ部
システム計画室長

宮嶋 禎朗 氏
株式会社カネカ
PV＆Energy management 
Solutions Vehicle
BIPV事業開発グループリーダー

中島 昭彦 氏
NEDO新エネルギー部
太陽光発電グループ

井川 博之 主査

右は従来型のモジュール。左の新しく開発した太陽光発電モジュールは、電極を裏面に
集約することで建物の外観イメージを損なわない形状が可能になった。

日本の主力エネルギーを目指す 再生可能エネルギー

ソリッドタイプ（外壁部）とシースルータイプ（窓部）の特徴

従来型

ソリッドタイプ（外壁部）
高い意匠性を有する太陽電池

電極線が外観から見えないセル構造

電極線

日射

採光発電

遮熱
断熱

眺望

高い透過率を有する太陽電池
シースルータイプ（窓部）

両面太陽電池

表裏で同時発電

Low-E層
可視光

近赤外線

複層ガラス
日射

空気層
ガラス
Low-E層

両面太陽電池

屋外
室内

光反射防止層

電極（金属等）
a-Si層（i/ドープ層）

a-Si層（i/ドープ層）

パッシベーション層

c-Si

バックコンタクト構造 高電流化

抵抗損失低減

高電圧・高FF化
低光反射、
低光吸収

高光反射

低表面再結合測定
（高品質パッシベーション）

低抵抗（垂直方向）

低抵抗（ライン抵抗）

大成建設技術センター人と空間のラボ（ZEB実証棟）前にて撮影
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Building）の必要性が高まっています。
大成建設技術センター主任研究員の梅田和彦氏は「特に高

層ビルの場合、壁面は屋上よりも圧倒的に面積が広く、都市
部でZEBを実現するためには壁面の活用が不可欠です」と
このプロジェクトの意義を語ります。

これを受け、本プロジェクトでは都市部の既設の建物の壁
面にPVを設置し、環境性能や発電性能を評価します。また、
BIPV（Building Integrated Photovoltaics：建材一体型太
陽光発電設備）の市場化を目指し、そのデータを広く公開し
ます。

カネカのBIPV事業開発グループリーダーの中島昭彦氏は
「大成建設技術センター人と空間のラボ（ZEB実証棟）に使
用したPVは、以前NEDOと共同開発したヘテロ接合バック
コンタクト結晶シリコン太陽電池です。世界最高のモジュー
ル発電効率24.37％※²を達成したもので、電極を裏面に集約
することで受光面を広くでき、建物デザインも損ないませ
ん」と話します。

カネカはこれまでにNEDO事業で培ってきたノウハウを
生かし、経済性・耐久性を向上させるとともに、モジュール
をより効率よく配置できるよう、セルを割断する方法を検討
しています。また、建築デザイナーの要望に沿うように意匠
性を高め、黒色以外のカラーのセル開発にも取り組みます。

井川主査は「都市部の建物の壁面改修を行うため、周辺へ
の配慮や近隣住民の合意形成もテーマの一つです」と話し、
中島氏は「住民説明会等を実施するとともに、まぶしさを抑
える低反射の防眩タイプPVを採用します。また、自治体に

よって環境条例等があるケースも想定してカラー化を進める
予定です」と対策について話します。

寒暖差が大きい実環境でも問題なく稼働するかは、既設の
建物に設置する本プロジェクトの大きなポイントです。中島
氏は「ラボでの試験では、マイナス70℃から85℃までを
480サイクル繰り返し、耐久性を確認済みです。また、高温
高 湿 試 験 で は85℃、85%と い う 地 上 に は な い 環 境 で、
6000時間耐えることが実証できています。しかし、実際の
環境ではモジュールに荷重がかかり、変形するといった要素
も加わるため、実環境の複合モードで検証することが欠かせ
ません。コストダウンも含めて性能維持できるか、樹脂の材
料や接着剤等を変えて試験しながら取り組んでいます」と展
望を語ります。

一方、大成建設のエネルギー本部ZEB・スマートコミュニ
ティ部 システム計画室長の宮嶋禎朗氏は「壁面や窓にPVを
施工するためには、他の部材とのかねあいや止水、耐久性等
に配慮が必要です。配線の取り回しやその処理の方法等も一
から考える必要がありました。今後は既設の建物に設置する
ケースも増えてくるはずですから、今回はそのノウハウを蓄
積するチャンスでもあります」と課題と本プロジェクトの狙
いを話します。

本プロジェクトでは2024年までに、色むらがなく、建築
物としての耐久性（40年以上）を持つ壁面に設置できる太陽
電池を開発することを目指します。

また、壁面だけでなく窓部分にも設置できるように、可視

発電効率の向上、低コスト化等
高い目標をクリアするために。

都市部の建物に実際に設置することで
さまざまなデータ、ノウハウを収集。

光透過率20%の半透明の太陽電池モジュールを開発し、窓
の置き換えを狙います。

中島氏は「当社はPVの開発で50年近い歴史があり、住宅
用に製品化したPVにはNEDOのサポートを受けて実現し
たものもあります。建物壁面への設置
がユーザーの標準的な選択肢になるた
めには、コストダウン等解決すべき課題
がまだまだあり、NEDOの支援は頼も
しい限りです」と話し、梅田氏は「さま
ざまな課題を解決するために、NEDO
事業を活用して可能性を追求したい」と
プロジェクトへの期待を込めました。

井川主査は「現在、PVは海外調達品
が多いですが、海外製は供給リスクがあ
るので、国内で生産しているカネカは重
要な存在です。さらにNEDOはこれま
での取り組みに加え、ビル壁面等の新市
場向けにペロブスカイト太陽電池等の
研究開発も後押しして国内企業の競争

太陽光発電は、低炭素の国産エネルギー源として期待さ
れ、最も普及している再生可能エネルギーの一つです。日本
では太陽光発電の主力電源化を進めていますが、一方で、今
後、導入が拡大するにつれて、地上や住宅屋根等、低コスト・
好条件の設置場所が減少していくという課題があります。

NEDOの井川博之主査は「日本の国土面積当たりの太陽電
池設置量は世界のトップで、今後は設置に適した場所が限ら
れてくることから、NEDOでは、工場の屋根等にも設置でき
る軽量のPV（Photovoltaic太陽光パネル）や建物の壁面に
も設置できるタイプ、自動車等の移動体用等、多用途なPV
の開発を進めています」と話します。

建物の外壁や窓等にPVを設置する際の課題は、発電効率
の向上と建物の外観イメージを損なわない意匠性の両立にあ
り、この解決に向けたプロジェクトを担当するのが株式会社
カネカと大成建設株式会社です。

両社はプロジェクトに先駆け、2020年2月に大成建設技
術センター人と空間のラボ（ZEB実証棟）※¹の壁面の太陽光
発電システムを更新し、高効率化を図りました。壁面PVは
建物の南東面、北東面、南西面合わせて371枚を使用してい
ます。結果として壁面の総出力は10kWから68kWと、約7
倍の創エネルギーを実現しています。

また、太陽光発電による電力量が増えると、系統に負荷が
かかるため、せっかく発電された電力が使われないという問
題も起きています。できるだけ系統に負荷をかけないために
も、建物で発電し自家消費するZEB（Net Zero Energy 

※1 人と空間のラボとして2020年2月にリニューアル
※2 Martin. A. Green et al. (2017), Progress in Photovoltaics: Research and 
　　Applications, 25, 668-676.

力を高めたいと思います」と話します。

大成建設株式会社
技術センター都市基盤技術研究部
空間研究室
空間・設備チーム主任研究員

梅田 和彦 氏
大成建設株式会社
エネルギー本部
ZEB・スマートコミュニティ部
システム計画室長

宮嶋 禎朗 氏
株式会社カネカ
PV＆Energy management 
Solutions Vehicle
BIPV事業開発グループリーダー

中島 昭彦 氏
NEDO新エネルギー部
太陽光発電グループ

井川 博之 主査

右は従来型のモジュール。左の新しく開発した太陽光発電モジュールは、電極を裏面に
集約することで建物の外観イメージを損なわない形状が可能になった。

日本の主力エネルギーを目指す 再生可能エネルギー

ソリッドタイプ（外壁部）とシースルータイプ（窓部）の特徴

従来型

ソリッドタイプ（外壁部）
高い意匠性を有する太陽電池

電極線が外観から見えないセル構造

電極線

日射

採光発電

遮熱
断熱

眺望

高い透過率を有する太陽電池
シースルータイプ（窓部）

両面太陽電池

表裏で同時発電

Low-E層
可視光

近赤外線

複層ガラス
日射

空気層
ガラス
Low-E層

両面太陽電池

屋外
室内

光反射防止層

電極（金属等）
a-Si層（i/ドープ層）

a-Si層（i/ドープ層）

パッシベーション層

c-Si

バックコンタクト構造 高電流化

抵抗損失低減

高電圧・高FF化
低光反射、
低光吸収

高光反射

低表面再結合測定
（高品質パッシベーション）

低抵抗（垂直方向）

低抵抗（ライン抵抗）

大成建設技術センター人と空間のラボ（ZEB実証棟）前にて撮影
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NEDO 新エネルギー部
風力･海洋グループ
統括研究員

佐々木 淳 氏

風
力

04
TOPICS

広大な洋上を生かし、日本の複雑な海域・地質に対応する
多様な洋上風力発電の技術開発を進めています。

日本の環境に合わせた洋上風力の
低コスト化を目指す

北九州市沖で実証を行っている日本初のバージ型浮体式洋上風力発電システム「ひびき」

※海域面積は、離岸距離30km未満、社会的制約なし、年平均風速7m/s以上を基に推計
※浮体式の図示位置は、適用範囲もしくは最適水深ではありません

※海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律

日本の主力エネルギーを目指す 再生可能エネルギー

洋上風力の種類

日
本
の
ポ
テ
ン
シ
ャ
ル（
海
域
面
積
）

重力式基礎

モノパイル式基礎

ジャケット式基礎

バージ型浮体

セミサブ型浮体

スパー型浮体浮体式の海域は
着床式の約5倍

水深
50m

水深
100m

水深
200m

TLP浮体
（Tension Leg Platform：緊張係留式）

①着床式：21,000km²
　（水深：0～50m未満）

②浮体式：42,000km²
　（水深：50m以上～100m未満）

③浮体式：56,000km²
　（水深：100m以上～200m未満）

② + ③浮体式：98,000km²

水深の深い海域に対応する
バージ型浮体式の実証運転もスタート。

日本の気候・地盤に対応する技術で
国際的競争力を強化。

日本のエネルギー供給を支えるエネルギー源の一つとし
て、再生可能エネルギーの大量導入が可能な風力発電への期
待が高まっています。ヨーロッパを中心に世界的に導入が拡
大しており、日本でも2018年に閣議決定された「第5次エ
ネルギー基本計画」の中で、洋上風力発電の導入促進および
着床式洋上風力の低コスト化、浮体式洋上風力の技術開発や
実証を通じた安全性・信頼性・経済性の評価を行うことが盛
り込まれました。NEDOは、2008年から水深50m未満の
海域に対応する着床式洋上風力発電技術、2014年からは水
深100m未満の海域に対応する浮体式洋上風力発電技術の
研究開発に着手。現在は北九州市沖で日本初となるバージ型

浮体式の実証運転を行っています。
「風力発電等技術研究開発事業」および「風力発電等導入支
援事業」のプロジェクトマネージャー（PM）を務めるNEDO
新エネルギー部の佐々木淳統括研究員は、「2019年に再エネ
海域利用法※が施行され、最大30年間、海域の計画占用がで
きるようになったことで事業環境が整備されました。また、
2020年12月に洋上風力発電の産業競争力強化に向け、国と
関連する産業界による官民協議会が開かれ、明確な目標が設
定されたことも大きな後押しになりました」と説明します。
しかし、資本費や運転維持費の高さ、設備利用率の低さ等

から、他国と比較して発電単価が高いのが実情です。そこで、
NEDOはさらなる低コスト化を目指し、施工技術の確立や、
量産化・大型化に対応した新しい風車の研究開発を推進して
います。

本事業の課題の一つは、海域の地形が複雑な日本では、設
置場所に合わせた多様な技術が必要だということです。
「ヨーロッパは遠浅の海が多く、海底の地質が比較的安定
しています。一方、日本の近海は急に深くなるところが多く、
地盤もさまざまです。また、台風や地震等、日本特有の自然環
境に耐えられる強度も必要です。ヨーロッパの技術に倣いなが
ら、さまざまな地質や気候等に対応する風車や、維持管理の技
術開発が不可欠です。ただ、こうした風力発電技術は、日本と
似た環境を持つアジアの国々にも応用が可能で、台湾をはじ
め、急成長が見込めるアジア市場への展開も期待できます」
もう一つの大きな課題は、長期スパンのメンテナンスや維

持管理の効率化です。そこで、AIやセンサーでデータを収集
し、故障予測を行う維持管理システムや、ドローンや3D
レーザースキャナを活用したチェックシステム、風車に接岸
できる船舶の開発等も進めています。
佐々木PMは、事業を進める上で「常に事業者の話に耳を

傾けることを心がけている」と話します。「自立したエネル
ギーである再生可能エネルギーを自給自足することは、エネ
ルギーセキュリティにつながります。目標数値や、2050年

カーボンニュートラルの達成に向けて、国の政策を着実に実
行していかなければなりませんが、まだまだハードルは高
い。市場で何が求められているかを把握し、企業と一緒に考
え、国と事業者をつないで具現化していくのが私たちの役割
です。また、地元の理解も不可欠です。風力発電のメリット
を知ってもらい、地元の事業者や漁業者と共存共栄していけ
るよう理解を広げていくことも大切だと考えています」と思
いを語りました。
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NEDO 新エネルギー部
風力･海洋グループ
統括研究員

佐々木 淳 氏

風
力

04
TOPICS

広大な洋上を生かし、日本の複雑な海域・地質に対応する
多様な洋上風力発電の技術開発を進めています。

日本の環境に合わせた洋上風力の
低コスト化を目指す

北九州市沖で実証を行っている日本初のバージ型浮体式洋上風力発電システム「ひびき」

※海域面積は、離岸距離30km未満、社会的制約なし、年平均風速7m/s以上を基に推計
※浮体式の図示位置は、適用範囲もしくは最適水深ではありません

※海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律

日本の主力エネルギーを目指す 再生可能エネルギー
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域
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積
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モノパイル式基礎

ジャケット式基礎

バージ型浮体

セミサブ型浮体

スパー型浮体浮体式の海域は
着床式の約5倍

水深
50m

水深
100m

水深
200m

TLP浮体
（Tension Leg Platform：緊張係留式）
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海域利用法※が施行され、最大30年間、海域の計画占用がで
きるようになったことで事業環境が整備されました。また、
2020年12月に洋上風力発電の産業競争力強化に向け、国と
関連する産業界による官民協議会が開かれ、明確な目標が設
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しかし、資本費や運転維持費の高さ、設備利用率の低さ等
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ら、さまざまな地質や気候等に対応する風車や、維持管理の技
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似た環境を持つアジアの国々にも応用が可能で、台湾をはじ
め、急成長が見込めるアジア市場への展開も期待できます」
もう一つの大きな課題は、長期スパンのメンテナンスや維
持管理の効率化です。そこで、AIやセンサーでデータを収集
し、故障予測を行う維持管理システムや、ドローンや3D
レーザースキャナを活用したチェックシステム、風車に接岸
できる船舶の開発等も進めています。
佐々木PMは、事業を進める上で「常に事業者の話に耳を
傾けることを心がけている」と話します。「自立したエネル
ギーである再生可能エネルギーを自給自足することは、エネ
ルギーセキュリティにつながります。目標数値や、2050年

カーボンニュートラルの達成に向けて、国の政策を着実に実
行していかなければなりませんが、まだまだハードルは高
い。市場で何が求められているかを把握し、企業と一緒に考
え、国と事業者をつないで具現化していくのが私たちの役割
です。また、地元の理解も不可欠です。風力発電のメリット
を知ってもらい、地元の事業者や漁業者と共存共栄していけ
るよう理解を広げていくことも大切だと考えています」と思
いを語りました。
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開発したSAF/バイオジェット燃料を
国内線定期便のフライトに実装。

2030年頃の商用化を目指し、
微細藻類技術のロードマップを策定。

̶バイオ燃料利用の現状を教えてください。
現在、航空機燃料は石油由来の炭化水素を用いています

が、航 空 業 界 に お け るCO₂削 減 の 切 り 札 と し て、SAF
（Sustainable Aviation Fuel：持続可能な代替航空燃料) ／
バイオジェット燃料の開発が推進されています。国連専門機
関であるICAO（国際民間航空機関）は、2019年を基準に、
国際線航空輸送のCO₂排出量を増やさない長期的な目標を
設定し、CORSIA※（国際民間航空輸送を対象としたカーボ
ンオフセット制度）を策定しました。これによって、2027 
年からはSAFの導入やカーボン･クレジット取引の組み合わ
せによるCO₂排出量の削減が義務化されます。
̶現在、従事されているプロジェクトはどんなものですか。

NEDOは、SAFの原料調達から航空機への給油までを手
がけるサプライチェーンの構築と2030 年頃の商用化を視

野に、2017年から「バイオジェット燃料生産技術開発事業」
を開始し、木くずを気化から液化（ガス化FT合成）する燃料
生産技術や、大量に培養した微細藻類から抽出した油脂を精
製する燃料生産技術の研究開発等を進めてきました。これま
でに実施したパイロットスケールの事業では、これらを原料
としたSAFの一貫生産体制を構築しています。2021年6
月には、羽田･札幌間、羽田･伊丹間の国内線定期便へ給油し、
サプライチェーンの実証を行いました。実際にSAFを給油
した航空機が離陸したときは、取り組んできた事業が具現化
し、2030年頃の社会実装を実体験することができたので感
慨深かったですね。

̶SAF普及において重要なのはどんなことでしょうか。
初期のSAF普及においては、単一技術ではなく、多角的な

燃料技術開発が必要です。例えば微細藻類は、培養さえでき

れば比較的原料として利用しやすいですが、一方で農業と同
様に環境整備やサポートが不可欠です。回収のしやすさも重
要なので、どういった環境設定が全体最適への道筋か等を研
究しています。木質原料に関しては、日本は森林資源が豊富
でポテンシャルは高いですが、急峻な山林から原料にできる
廃木材の搬出には手間もかかるため、量も限定的となる側面
もあります。廃食油の最大活用についても、食用の前提にお
いては限界があります。当面は多種多様な原料の利点を比較
検討しながら、NEDOとしては商用化に向けた足の速い技術
や、微細藻類等の着実に進捗させていく原料を組み合わせた
SAF開発で、2030年頃までに成果を出していきたいと考え
ています。微細藻類原料について、その方向性を示すものと
して、実用化に向けたロードマップを策定しました。
̶これからの展望をお聞かせください。

航空機エンジンの電動化や水素化への技術変革も予見され
ている中、現有航空機にそのまま利用可能となるSAFの技
術開発は速やかに集中的に行っていくことが求められます。

コロナ禍で航空需要は一時的に低迷していますが、今後再び
回復すれば増えていくことが予想されています。CO₂排出量
削減の義務化によって、航空各社がSAFを使えばマーケッ
トが広がり、参加事業者は増え、投資も容易となる。さらに
SAFの需要も高くなるでしょう。技術的には日本的な “匠の
技” も不可欠だと考えています。これまでのNEDO事業で
培った技術や、現在の航空燃料供給を担っている石油事業者
のノウハウ等も活用しながら、オールジャパンの英知を結集
して進めていくことが重要
だと思います。

木くずや藻を原料にした代替航空燃料生産とサプライチェーンの
早期構築に向けた取り組みを紹介します。

木くずや微細藻類から
持続可能な航空燃料を生み出す
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NEDO 新エネルギー部
バイオマスグループ

柴原 雄太 主査

東京国際空港発・新千歳空港行きのJAL515便に、微細藻類および木質バイオマス由来のバイオジェット燃料を同時搭載

株式会社JERA新名古屋火力発電所内のガス化FT合成プラント。木くず
を原料にSAFを一貫生産する実証試験を実施。

微細藻類由来のSAFを給油した東京国際空港発・大阪国際空港行きのANA031便。

※Carbon Offsetting and Reduction 
Scheme for International Aviation

タイ・サラブリ県にて微細藻類の大規模培養池を設置し、パイロットスケール屋外培養試験を実施
（右：藻体ボツリオコッカス）。

日本の主力エネルギーを目指す 再生可能エネルギー
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世界でも実用化例がなかった、砂漠で働く
ソーラーパネル清掃ロボットというわれわ
れのチャレンジに対して、研究開発から実証
試験、事業化に至るまで、複数の支援事業を
通じて一貫して支援いただくことで、ベン
チャー企業でありながら、世界の太陽光発電
プレーヤーから注目を集めるまでになりま
した。成果の一端として、UAE・ドバイの世
界最大級の大規模太陽光発電所に60台を超
える製品が導入され、2000時間以上の稼働
実績を誇っています。これにより同市場で

の拡大に弾みがつき、その他のロボット化
ニーズにも応えられる技術基盤を獲得する
ことができました。

　

大規模納入を達成したソーラーパネル清掃
ロボットは、一つの区画の清掃が終わると次の
区画に人が持ち運ぶという半自動方式ですが、
次なる目標はロボットの全自動化です。現在
もNEDO事業の大規模実証フェーズに採択い
ただいており、これを通じた開発および現地実
証によって製品の完成度を高め、日本発のロ
ボット技術を世界に実装していきます。

また、当社が掲げる「テクノロジーでロボッ
トを当たり前の存在にし、人々を苦役から解放
する」というミッションの実現に向けて、ソー
ラーパネル清掃ロボット事業での経験を生か
して、幅広い分野・業界で活躍するロボットを
世の中に送り出し、高まるロボット化ニーズに
国内外で応えていきます。

蓄電池電流密度分布映像化装置の実用化に
向けてNEDOにご支援いただきました。国
内外の企業、研究所が製造した市場流通品、
研究開発品としての蓄電池における欠陥や劣
化を分析する実証試験を実施し、その有効性
を確認しました。さらに、事業期間内に、主
に製造現場における抜き取り検査を想定した
ハイスループットタイプの蓄電池電流密度分
布映像化装置を開発することに成功しまし
た。超高感度磁気センサー間の干渉を防ぎな
がら、世界的にも最大規模の2次元アレイ化

を達成し、国内外の製造現場や研究機関から
高い評価を得ることができました。

蓄電池電流密度分布映像化装置を電池の生
産ラインへ導入するために、計測フローの高
速化、全自動化に向けた装置開発に着手して
います。アフターコロナ社会におけるEV

（電気自動車）市場の回復に向けた、車載用高
性能電池の開発競争が世界的にも激化してお
り、エネルギー密度、寿命と共に “高い安全
性” を保証する技術が、覇権獲得競争の鍵と
なっています。現在、世界の主要蓄電池製造

メーカー、ユーザーメーカーが高い関心を示
しており、当社としては、日本の蓄電池が世
界で最も優れたものとして流通するために、
装置基本性能の向上に資する研究開発、あら
ゆるタイプの蓄電池検査への普及活動の双方
を精力的に進めていきたいと考えています。

NEDO

NEDO担当者からのコメント
日本発のスタートアップ企業として、海外で着
実に実績を積み上げられていることには本当に
勇気づけられます。海外に目を向け、民間投資
の他、効率よく助成金も活用いただいた良い
ロールモデルではないかと思います。

株式会社未来機械
代表取締役社長　三宅 徹 さん

File.17 File.18

Startups Future 経済の活性化には、「新技術」を競争力とした起業家の育成が重要です。

そこでNEDOは、研究開発型ベンチャーをはじめ、さまざまな角度でスタートアップ支援を実施

しており、その中から、未来に向かって成長を続ける注目のスタートアップ企業を紹介します。

ソーラーパネル清掃ロボットをはじめとする
屋外作業ロボットの開発、製造、販売ならびに技術コンサルタント

Q1. NEDO支援事業を
どのように活用？

Q2. 未来機械の
“その先”とは？

事業規模

ステージ
／時間

（2019年度終了）

2019年度で制度は終了 2019年度で制度は終了

大学、研究機関、ベンチャーの
起業家の育成支援プログラム

TCP
Technology
Commercialization
Program

事業化支援人材の
伴走支援による
起業支援

NEP
NEDO
Entrepreneurs
Program

シード期の研究開発型ベンチャー
（STS）への事業化支援
ベンチャーキャピタル等と
連携してシード期の
ベンチャーを支援

STS
Seed-stage
Technology-based
Startups

橋渡し研究開発促進（CRI）に
よる実用化支援
研究開発型ベンチャー企業の
実用化開発を支援

CRI
Collaboration with
Research
Institute

SCA
Startups in
Corporate
Alliance

企業間連携スタートアップ（SCA）
に対する事業化支援
事業会社と共同研究等を行う
研究開発型ベンチャーを支援

PCA
Product
Commercialization
Alliance

TCP
NEP

STS CRI・SCA

PCA

ソーラーパネル清掃ロボット

香川大学発ベンチャー企業として株式会社未来機械を設立し、
三宅徹が代表取締役社長に就任。
NEDO次世代ロボットプロジェクト プロトタイプロボット開発
支援事業「ユビキタスロボット“WallWalker”の研究開発」に採択。

2004年

ソーラーパネル清掃ロボットの原理試作モデル
による中東での実証試験の成功を発表。

2013年

NEDO STS事業「人とロボットの協働最適化と
遠隔保守・運用システムの研究開発」に採択。

2015年

NEDO 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 
フェーズＣ「LCOE低減に貢献する
ソーラーパネル清掃ロボット実用化
研究開発」に採択。

2017年

四国電力ほか８者による総額約7億円の資金調達を実施。2018年
UAE・ドバイ向けにソーラーパネル清掃ロボットの大規模納入を達成。
NEDO 新エネルギー等のシーズ発掘・事業化に向けた技術研究開発事業 フェーズＤ

「LCOEの大幅な低減に資する次世代ソーラーパネル清掃ロボットの開発・大規模実証事業」に採択。

2020年

スタートアップ支援のその先へ

イノベーター
イノベーター

鉱工業技術の研究開発を対象に
NEDOが支援するシームレスなスタートアップ支援メニュー

NEDOベンチャー支援 で検索
https://www.nedo.go.jp/activities/ZZJP2_100063.html

株式会社Integral Geometry Science
代表取締役　木村 建次郎 さん

NEDO担当者からのコメント
みえないものがみえる非破壊画像診断システム
は、未然に蓄電池のトラブルを防ぐ世界初の画
期的装置です。現在はインライン生産機の試作
を電池製造メーカーの要求に合わせて進めてお
り、早期の事業化が期待できます。

リチウムイオン2次電池の自己放電箇所を
非破壊で検出する電流経路映像化システムの開発

Q1. NEDO支援事業を
どのように活用？

Q2. Integral Geometry 
Scienceの“その先”とは？ 

リチウムイオン電池非破壊検査機

応用数学史上の未解決問題である波動散乱逆問題の解析解の導出に
世界で初めて成功し、Integral Geometry Instruments合同会社を設立。

２０１２年

世界初の積分幾何学を用いて微細な電気信号を再構成する
数学ならびに計測機器の開発に成功し、高分解能電流経路

（電気信号）映像化システムを販売する。

２０１3年

株式会社Integral Geometry Science 設立。２０１５年
第1回日本医療研究開発大賞において、
内閣官房健康・医療戦略室より
日本医療研究開発機構理事長賞を受賞。
NEDO「ベンチャー企業等によるエネルギー
革新技術支援事業」フェーズABCDに採択され、
蓄電池の健全性診断技術と社会インフラへの展開、
蓄電池の発火を未然に防ぐ世界初の発電状況画像
診断の実用化に向け研究開発を行う。

２０１７年

世界最高性能の超高分解能UWBレーダの開発に関してi-construction大賞を受賞。国土交通省にて国土交通大臣より表彰。
時価総額177億円（2020年12月時点）となり、医療画像診断技術、ハードウェアからシステムまで開発する
スタートアップとしては国内最大規模となっている。

２０２０年

https://ig-instrum.co.jp/
http://miraikikai.jp/
http://miraikikai.jp/en/

日本語HP
英語HP

J-Startupとは、世界で戦い勝てる企業を作り、世界に新しい革新を提供する
事業です。選ばれたJ-Startup企業を官民で集中支援し、成功モデルを創出す
る取り組みで、NEDOは、経済産業省、JETROと共に事務局を担っています。

提案時から概ね3年で継続的な
売り上げを立てる具体的な計画
がある研究開発型スタートアップ

（PCA）を支援
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世界でも実用化例がなかった、砂漠で働く
ソーラーパネル清掃ロボットというわれわ
れのチャレンジに対して、研究開発から実証
試験、事業化に至るまで、複数の支援事業を
通じて一貫して支援いただくことで、ベン
チャー企業でありながら、世界の太陽光発電
プレーヤーから注目を集めるまでになりま
した。成果の一端として、UAE・ドバイの世
界最大級の大規模太陽光発電所に60台を超
える製品が導入され、2000時間以上の稼働
実績を誇っています。これにより同市場で

の拡大に弾みがつき、その他のロボット化
ニーズにも応えられる技術基盤を獲得する
ことができました。

　

大規模納入を達成したソーラーパネル清掃
ロボットは、一つの区画の清掃が終わると次の
区画に人が持ち運ぶという半自動方式ですが、
次なる目標はロボットの全自動化です。現在
もNEDO事業の大規模実証フェーズに採択い
ただいており、これを通じた開発および現地実
証によって製品の完成度を高め、日本発のロ
ボット技術を世界に実装していきます。

また、当社が掲げる「テクノロジーでロボッ
トを当たり前の存在にし、人々を苦役から解放
する」というミッションの実現に向けて、ソー
ラーパネル清掃ロボット事業での経験を生か
して、幅広い分野・業界で活躍するロボットを
世の中に送り出し、高まるロボット化ニーズに
国内外で応えていきます。

蓄電池電流密度分布映像化装置の実用化に
向けてNEDOにご支援いただきました。国
内外の企業、研究所が製造した市場流通品、
研究開発品としての蓄電池における欠陥や劣
化を分析する実証試験を実施し、その有効性
を確認しました。さらに、事業期間内に、主
に製造現場における抜き取り検査を想定した
ハイスループットタイプの蓄電池電流密度分
布映像化装置を開発することに成功しまし
た。超高感度磁気センサー間の干渉を防ぎな
がら、世界的にも最大規模の2次元アレイ化

を達成し、国内外の製造現場や研究機関から
高い評価を得ることができました。

蓄電池電流密度分布映像化装置を電池の生
産ラインへ導入するために、計測フローの高
速化、全自動化に向けた装置開発に着手して
います。アフターコロナ社会におけるEV

（電気自動車）市場の回復に向けた、車載用高
性能電池の開発競争が世界的にも激化してお
り、エネルギー密度、寿命と共に “高い安全
性” を保証する技術が、覇権獲得競争の鍵と
なっています。現在、世界の主要蓄電池製造

メーカー、ユーザーメーカーが高い関心を示
しており、当社としては、日本の蓄電池が世
界で最も優れたものとして流通するために、
装置基本性能の向上に資する研究開発、あら
ゆるタイプの蓄電池検査への普及活動の双方
を精力的に進めていきたいと考えています。

NEDO

NEDO担当者からのコメント
日本発のスタートアップ企業として、海外で着
実に実績を積み上げられていることには本当に
勇気づけられます。海外に目を向け、民間投資
の他、効率よく助成金も活用いただいた良い
ロールモデルではないかと思います。

株式会社未来機械
代表取締役社長　三宅 徹 さん
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Startups Future 経済の活性化には、「新技術」を競争力とした起業家の育成が重要です。

そこでNEDOは、研究開発型ベンチャーをはじめ、さまざまな角度でスタートアップ支援を実施

しており、その中から、未来に向かって成長を続ける注目のスタートアップ企業を紹介します。

ソーラーパネル清掃ロボットをはじめとする
屋外作業ロボットの開発、製造、販売ならびに技術コンサルタント

Q1. NEDO支援事業を
どのように活用？

Q2. 未来機械の
“その先”とは？

事業規模

ステージ
／時間

（2019年度終了）

2019年度で制度は終了 2019年度で制度は終了

大学、研究機関、ベンチャーの
起業家の育成支援プログラム

TCP
Technology
Commercialization
Program

事業化支援人材の
伴走支援による
起業支援

NEP
NEDO
Entrepreneurs
Program

シード期の研究開発型ベンチャー
（STS）への事業化支援
ベンチャーキャピタル等と
連携してシード期の
ベンチャーを支援

STS
Seed-stage
Technology-based
Startups

橋渡し研究開発促進（CRI）に
よる実用化支援
研究開発型ベンチャー企業の
実用化開発を支援

CRI
Collaboration with
Research
Institute

SCA
Startups in
Corporate
Alliance

企業間連携スタートアップ（SCA）
に対する事業化支援
事業会社と共同研究等を行う
研究開発型ベンチャーを支援

PCA
Product
Commercialization
Alliance

TCP
NEP

STS CRI・SCA

PCA

ソーラーパネル清掃ロボット

香川大学発ベンチャー企業として株式会社未来機械を設立し、
三宅徹が代表取締役社長に就任。
NEDO次世代ロボットプロジェクト プロトタイプロボット開発
支援事業「ユビキタスロボット“WallWalker”の研究開発」に採択。

2004年

ソーラーパネル清掃ロボットの原理試作モデル
による中東での実証試験の成功を発表。

2013年

NEDO STS事業「人とロボットの協働最適化と
遠隔保守・運用システムの研究開発」に採択。

2015年

NEDO 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 
フェーズＣ「LCOE低減に貢献する
ソーラーパネル清掃ロボット実用化
研究開発」に採択。

2017年

四国電力ほか８者による総額約7億円の資金調達を実施。2018年
UAE・ドバイ向けにソーラーパネル清掃ロボットの大規模納入を達成。
NEDO 新エネルギー等のシーズ発掘・事業化に向けた技術研究開発事業 フェーズＤ

「LCOEの大幅な低減に資する次世代ソーラーパネル清掃ロボットの開発・大規模実証事業」に採択。

2020年

スタートアップ支援のその先へ

イノベーター
イノベーター

鉱工業技術の研究開発を対象に
NEDOが支援するシームレスなスタートアップ支援メニュー

NEDOベンチャー支援 で検索
https://www.nedo.go.jp/activities/ZZJP2_100063.html

株式会社Integral Geometry Science
代表取締役　木村 建次郎 さん

NEDO担当者からのコメント
みえないものがみえる非破壊画像診断システム
は、未然に蓄電池のトラブルを防ぐ世界初の画
期的装置です。現在はインライン生産機の試作
を電池製造メーカーの要求に合わせて進めてお
り、早期の事業化が期待できます。

リチウムイオン2次電池の自己放電箇所を
非破壊で検出する電流経路映像化システムの開発

Q1. NEDO支援事業を
どのように活用？

Q2. Integral Geometry 
Scienceの“その先”とは？ 

リチウムイオン電池非破壊検査機

応用数学史上の未解決問題である波動散乱逆問題の解析解の導出に
世界で初めて成功し、Integral Geometry Instruments合同会社を設立。

２０１２年

世界初の積分幾何学を用いて微細な電気信号を再構成する
数学ならびに計測機器の開発に成功し、高分解能電流経路

（電気信号）映像化システムを販売する。

２０１3年

株式会社Integral Geometry Science 設立。２０１５年
第1回日本医療研究開発大賞において、
内閣官房健康・医療戦略室より
日本医療研究開発機構理事長賞を受賞。
NEDO「ベンチャー企業等によるエネルギー
革新技術支援事業」フェーズABCDに採択され、
蓄電池の健全性診断技術と社会インフラへの展開、
蓄電池の発火を未然に防ぐ世界初の発電状況画像
診断の実用化に向け研究開発を行う。

２０１７年

世界最高性能の超高分解能UWBレーダの開発に関してi-construction大賞を受賞。国土交通省にて国土交通大臣より表彰。
時価総額177億円（2020年12月時点）となり、医療画像診断技術、ハードウェアからシステムまで開発する
スタートアップとしては国内最大規模となっている。

２０２０年

https://ig-instrum.co.jp/
http://miraikikai.jp/
http://miraikikai.jp/en/

日本語HP
英語HP

J-Startupとは、世界で戦い勝てる企業を作り、世界に新しい革新を提供する
事業です。選ばれたJ-Startup企業を官民で集中支援し、成功モデルを創出す
る取り組みで、NEDOは、経済産業省、JETROと共に事務局を担っています。

提案時から概ね3年で継続的な
売り上げを立てる具体的な計画
がある研究開発型スタートアップ

（PCA）を支援
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