
 
 
 
○２０２０年代以降の技術確立を目指した革新型太

陽電池について、２拠点（東京大学、産業技術総
合研究所）を中心に、民間企業や海外先端研究機
関との研究協力も含めた研究開発を実施します。 

 
○太陽電池の性能及びコストを根本的に向上させる

ために、既存技術の延長を超えた革新的技術の開
発を行うものです。 

 
○また、２０２０年までに一定程度の実用化が期待

でき、太陽電池の低コスト化・高効率化に資する
可能性のある技術についても開発を加速させます。 

 

【本事業の目標】 
「変換効率４０％」かつ「発電コストが汎用電源

並み（７円／ｋＷｈ未満）」の達成。 
太陽光発電技術における国際競争力の堅持。 
 
 

革新型太陽電池国際研究拠点整備事業 
平成２４年度概算要求額 ２６．５億円（２０．６億円） 

資源エネルギー庁 
新エネルギー対策課 
03-3501-4031 

国 

交付金 

ＮＥＤＯ 

 
 
 
 
 
 

事業の内容 事業イメージ 

事業の概要・目的 

条件（対象者、対象行為、補助率等） 

研究機関・大学等 

委託 

 
  

TCO

ミドルセル

各セルの個別形成 Stacked cell

Intermediate 

substrate

Back contact

トップセル

ボトムセル

○東京大学拠点： 
ポストシリコン超高効率太陽電池の研究開発  

○産業技術総合研究所拠点： 
高度秩序構造を有する薄膜多接合太陽電池の研究開発等 

（例）複数のセルを積層し、各層で異なる波長の光を吸
収させることで、変換効率の向上を図ります。 

3次元量子ドット超格子 

（例）微結晶(量子ドット)を半導体内に埋め込むことに
より新たな帯域(ミニバンド)を形成し、幅広い波長域の
太陽光を電力に変換することを可能とします。 

伝導帯 

価電子帯 

励起 

e – 

励起 
励起 

e – 

長波長光も 

活用 

ミニ バンド 

電力 

ミニバンドの追加により、 2 光子吸収等が可能 

になり変換効率がアップ 

太
陽
光

 

伝導帯 

価電子帯 

励起 

e – 

励起 
励起 

e – 

長波長光も 

活用 

ミニ バンド 

電力 

ミニバンドの追加により、 2 光子吸収等が可能 

になり変換効率がアップ 

太
陽
光

 



 
 
○太陽光発電の導入拡大が求められる中で、より安価な太陽

電池としてシリコンを使用しない有機系太陽電池が注目さ
れています。有機系太陽電池は、その実用化に向けて、国
際的な開発競争が繰り広げられており、実用化間近な状況
にあります。 

○我が国はこれまで太陽光発電分野において技術的に常に
トップに立ってきました。有機系のような新しい分野にお
いてもその地位を維持すべく、早期に実用化を進め、市場
の創造とその確保を進める必要があります。 

○そのような観点から、有機系太陽電池の分野でのトップラ
ンナーの企業等に対して、先行して製品化するための補助
等を実施し、製品市場のあり方をいち早く示すことで新規
市場での先行者利益の獲得を目指すとともに、技術課題の
抽出を行い、更なる性能向上を目指します。 

有機系太陽電池実用化先導技術開発【要望枠】 
３５．０億円（新規） 

資源エネルギー庁 
新エネルギー対策課 
03-3501-4031 

 
 
 
 
 

事業の内容 事業イメージ 

事業の概要・目的 

条件（対象者、対象行為、補助率等） 

【本事業の目標】 

 再生可能エネルギー発電２０％の目標達成への貢献 
 太陽光発電導入目標２０２０年２０倍達成の後押し 
 有機系太陽電池分野での国際競争力の早期確保 
 市場の創出と早期製品投入による先行者利益の獲得 

 

国 民間企業等 

ＮＥＤＯ交付金 

ＮＥＤＯ 
２／３補助 

パイロットプラント 

モジュール製造装置 

モジュールの大量 
生産手法の確立 
（低コスト化など） 
 

設置・実証試験 

有効性の証明 

①要素開発 ②大規模化  ③実証  

効率の向上 
長寿命化、等 

製造プロセス開発 
パイロットプラント構築 

実フィールドで 
の設置・検証 

既存事業 

○抽出された課題の解決により、早期の市場化につなげる 
○研究開発の更なる深掘りや方向性の修正につなげる 

早 
期 
の 
市 
場 
化 

本事業では 
・有機系太陽電池のモジュール大量生産技術開発 
・実用条件でのフィールド実証試験 



次世代風力発電技術研究開発【要望枠】 
平成２４年度概算要求額 １８．２億円（７．８億円） 

＜うち要望枠１２．０億円＞ 

資源エネルギー庁 
新エネルギー対策課 
03-3501-4031 

 
 
○国内の陸上への風力発電への導入にあたっては、

地形の複雑さによる風の乱れ（乱流）、耐雷世界
基準を超える強度の冬季雷、風車音による騒音問
題、ウィンドファーム運用技術の高度化、風車の
大型化に伴う発電機の軽量化等の諸課題が挙げら
れます。 

○本研究開発では、これらの諸課題を解決すべく、
次の研究開発を行います。 

☞ リモートセンシング技術及び風況解析手法の開発 
☞ 小形風車信頼性評価手法の開発 
☞ 設備利用率低下要因の特定と改善策の調査 
☞ 革新的風力発電機技術研究開発 
☞ 風力発電システムへの落雷保護技術の開発 
☞ 風車音低減対策技術の開発 等 

○これらの研究開発により、我が国の地形・気象条
件に適した風力発電技術を確立でき、建設・発電
コストが低減して導入が一層促進され、国内のＣ
Ｏ２削減に大きく貢献することのみならず、国内
風車産業の育成と国際競争力の確保にも結び付け
ます。 

 
 
 
 
 

事業の内容 事業イメージ 

16 

事業の概要・目的 

条件（対象者、対象行為、補助率等） 

国 NEDO 

ＮＥＤＯ交付金 委託 

民間企業等 落雷保護対策 

計測記録装置 

試験ブレード 

デジタルビデオ 

カメラ 

ロゴスキーコイル 

Cu armature windings (Stator)

Superconducting field coils (Rotor)

革新的発電機技術 

②マスト
風速計
で補正

①CFD手法

で一様性の
仮定を補正

③ハブ高度

における風速
推定精度向上

⇒年間発電量
推定精度向上

リモートセンシングによる 

風力発電量評価技術 

音源探査計測結果イメージ 



洋上風力発電等技術研究開発 
平成２４年度概算要求額 ５６．９億円（３７．３億円） 

資源エネルギー庁 
新エネルギー対策課 
03-3501-4031 

 
 
○ 国内の風力発電は、陸域では騒音・低周波騒音や

景観等の社会的受容性の問題で立地適地が減尐し
ており、今後の更なる導入促進のためには洋上へ
の展開が不可欠です。 

○ 本研究開発では、我が国の気象・海象条件に適し
た洋上風力発電の技術を確立するため、次の研究
開発を行います。 

   ☞ 洋上風況観測システム実証研究 
   ☞ 着床式洋上風力発電システム実証研究 
   ☞ 超大型風力発電システム実証研究 
   ☞ 浮体式洋上風力発電システムに係るFS調査 

○ これらの研究開発を実施することにより、国内で
の洋上風力発電技術の確保、経済性の評価、環境
影響評価手法の確立等が可能となり、我が国の風
力発電の導入促進のみならず、国内風車産業の育
成と国際競争力の確保へと結び付けます。 

 
 

 
 
 
 
 

事業の内容 事業イメージ 

事業の概要・目的 

条件（対象者、対象行為、補助率等） 

国 NEDO 

ＮＥＤＯ交付金 

民間企業等 

委託 
(1/1,2/3,1/2） 

風況観測及び着床式発電システム実証研究イメージ 
（提供：東京電力（株）、東京大学、鹿島建設（株）） 

風況観測タワー 

波浪観測装置 

風車 

浮体式洋上ウィンドファームイメージ 
（提供：三井造船（株）、東京大学、東京電力（株） 



 
 
 

  
 

バイオマスエネルギー等高効率転換技術開発 
平成２４年度概算要求額 １９．５億円（２５．６億円） 

 
 
 
 
 

事業の内容 事業イメージ 

事業の概要・目的 

資源エネルギー庁 
新エネルギー対策課 

03-3501-4031 

燃料用エタノール等の製造技術の 
高効率化、低コスト化 

原
料 

前
処
理 

糖
化 

（
エ
タ
ノ
ー
ル
等
） 

発
酵 

転換 

①
先
導
技
術 

 

②
要
素
技
術 

バイオ
マス利
用に適
した植
物の探
索・創
製 

 

収集・
運搬 
技術 

 

破砕・
粉砕技
術等 

 

（
糖
原
料
） 

Ｃ５・Ｃ６糖の糖化・発酵を
同時・連続で行える菌の育種
等の研究開発 
 
網羅的な微生物・酵素・遺伝
子の探索等による糖化酵素創
出に関する基盤技術の開発 
等 

 
酵素再利用、蒸
留・脱水、排水処
理技術等 

 

化学品 
原料 

（プロピレン） 

バイオエ
タノール
から低コ
ストで高
品質なプ
ロピレン
を製造す
るプロセ
ス開発 

プ
ロ
セ
ス 

バイオ燃料 

国 

交付
金 

ＮＥＤＯ 民間企業等 

委託・補助
（2/3） 

条件（対象者、対象行為、補助率等） 

○セルロース系バイオマスから発酵プロセスを経て、
燃料及び化学品原料を高効率・低コストで製造す
る技術の開発を行います。 

 

①エネルギー利用に適した遺伝子組換えを用いた品
種改良技術による高収量エネルギー植物の創出を
行います。 

 
②２０１５年以降に実用化が期待される、バイオ燃
料製造の総合的プロセス開発における、高効率で
低コストな燃料製造方法等の革新的技術に関する
研究開発を行います。 

 
③バイオエタノールを原料とした低コストなプロピ
レン製造技術の開発を目指します。 



 

 
 ○食料と競合しないセルロース系資源作物の栽培か
らエタノール生産に至る一貫生産システムを、革新
的技術を用いて開発します。 

 
① 資源作物の栽培研究と収集運搬技術の開発を行
い、原料とその調達に係るコストの低減を目指しま
す。 

 
② バイオエタノールの製造技術をパイロットプラ
ントを用いた一貫生産システムで研究し、コストや
環境負荷の低減を図ります。 

 
③ バイオ燃料の持続可能性についての基準、評価
指標、評価方法等についての調査研究を実施します。 

 
 
 

セルロース系エタノール革新的生産システム開発事業 
平成２４年度概算要求額 １２．５億円（２４．２億円） 

 
 
 
 
 
 

事業の内容 事業イメージ 

事業の概要・目的 

条件（対象者、対象行為、補助率等） 

資源エネルギー庁 
新エネルギー対策課 

03-3501-4031 

食料問題や環境問題に配慮した、 
バイオエタノール生産システムの確立 

前処理

糖化・発酵

濃縮脱水

原 料

セルロース系
エタノール

セルロース系エタノール製造技術開発

セルロース系資源作物栽培技術開発

パイロットプラントを設置し、データを取得、
経済性等の評価、システム改良等を実施。

①低環境負荷なアンモニア前処理技術を基
本とするシステム

②メカノケミカルパルピング前処理技術を基
本とするシステム

草本系及び木質系バイオマスの栽培研究、
収集運搬技術開発等、原料生産に係る研
究開発を実施。
①草本・木質併用チーム
②木質単独チーム

バイオ燃料の持続可能性に関する研究

温室効果ガス等の環境負荷に関するＬＣ
Ａ評価、生態系保全、食料競合回避といっ
たバイオ燃料の持続可能性について、基
準や指標等の調査検討を実施。

国 

交付
金 

ＮＥＤＯ 
民間企業・

大学等 

委託 



 

 
○食糧生産活動に影響しない原料を用いた次世代技
術の 
 開発と既存技術の高効率化を目指した実用化技術
の開 
 発を行います。 
 

①次世代技術開発（２／３補助、委託） 
 「Cool Earth-エネルギー革新技術計画」（平成２
０年３月）において、2030年頃の実用化を見据える
バイオマスのガス化及び液体化（ＢＴＬ）、微細藻
類由来のバイオ燃料製造技術開発等の次世代技術開
発を実施します。 

 

②実用化技術開発（２／３補助） 
 林地残材の発生場所付近で使用可能な熱分解ガス
化装置の高効率化やバイオガスを既存のインフラで
利用するためのガス精製技術等、２０２０年頃の実
用化を目指した実用化技術開発を実施します。 
 
 

戦略的次世代バイオマスエネルギー利用技術開発事業 
平成２４年度概算要求額 ２５．０億円（１５．８億円） 

 
 
 
 
 
 

事業の内容 事業イメージ 

事業の概要・目的 

資源エネルギー庁 
新エネルギー対策課 

03-3501-4031 

バイオ燃料（ガソリ
ン、軽油、ジェット
燃料等の代替燃料） 

都市ガス等とバイオガスの混合利用 

藻類       セルロース系バイオ
マス  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

①次世代技術開発
（例）   

②実用化技術開発
（例） 

 
 
 
 
 
 
 

ガス化・精製 
培養・ 
油分抽出 

液 化 

ＢＴ
Ｌ 

バイオガス
化 

食品残さ  
下水汚泥等 

メタン発酵施設
等 

国 

交付
金 

ＮＥＤＯ 民間企業等 

委託・補助
（2/3） 

条件（対象者、対象行為、補助率等） 

合成ガス 

工場等 

ガス精
製 
導管注
入 



海洋エネルギー技術研究開発 
平成２４年度概算要求額 ２１．０億円（１０．０億円） 

資源エネルギー庁 
新エネルギー対策課 
03-3501-4031 

 
 
〇 海洋エネルギー（波力、潮流・海流等）を活用した

発電技術は、近年、欧米諸国を中心に活発な技術開
発が行われ、今後の市場の拡大には高い期待が寄せ
られています。 

〇 これらの発電技術については、事業採算性を確保し
て自立するためには、装置の発電効率や耐久性の向
上、監視・制御システムの高度化等が不可欠です。 

〇 本研究開発では、要素研究開発と実証研究とを並行
して行い、海洋エネルギーを活用した発電技術の革
新的な技術シーズの育成、システム開発、実証研究
等を多角的に実施し、これまでに叶わなかった海外
市場をリードする技術の創出を戦略的に推し進めま
す。 

〇 また、大学の先導的な技術シーズと民間企業との連
携により、早期の実用化や、国内メーカーによる海
外進出も目指します。 

 
 
 

事業の内容 

事業の概要・目的 

条件（対象者、対象行為、補助率等） 

国 NEDO 

ＮＥＤＯ交付金 

民間企業等 

委託(1/1,2/3） 

 
 
 
 
 

事業イメージ 

空気エネルギー方式発電原理図 

○ 波力発電の原理 

○ 海流発電の原理 ○ 潮汐発電の原理 



 
 
 

○熱利用分野における再生可能エネルギーの普及拡
大には、利用熱量の実績に対して経済的インセン
ティブを付与するグリーン熱証書等の活用が必要
であり、そのためには信頼できる計測方法の確立
が求められます。 

 

（計測コストが大きい液体を媒介とする場合） 
  →簡便かつコストパフォーマンスに優れた計測方法。 
（計測手法が確立されていない気体を媒介とする場合） 
  →正確な計測方法及び計量器メータのスペック。 
 

○信頼できる計測方法の確立のため、以下を実施し
ます。 

 

①計測機器を備えた再生可能エネルギー熱利用システム（太
陽熱、地中熱、雪氷熱等）の試験的な設置、及び各種熱
量データの収集。 

②得られたデータを分析・評価し、計測器メータの基準作成
等。 

再生可能エネルギー熱利用計測技術実証事業 
平成２４年度概算要求額 １．４億円（ ７．６億円） 

資源エネルギー庁 
再生可能エネルギー推進室 

03-3501-2342 

 
 
 
 
 
 

事業の内容 事業イメージ 

事業の概要・目的 

条件（対象者、対象行為、補助率等） 

補助（2/3） 国 

交付金 

ＮＥＤＯ 
大学・ 

民間企業等 

補助
（2/3） 

（測定方法の一例） 

雪氷熱集熱器 
冷蔵倉庫 

補助冷蔵機器 

計測器２ 

液体を媒介とする場合（太陽熱） 

熱交換器 

集熱器 

貯湯槽 
(蓄熱槽) 

補助熱源 

利用機器 

計測器３ 計測器： 
カロリーメータ 
流量計＋温度計  

太陽熱利用設備 

出典 
 ＮＥＤＯ太陽熱ＦＴ業務報告書 

雪氷熱利用設備 

出典 
 ＮＥＤＯ新エネガイドブック 

気体を媒介とする場合（雪氷熱） 
 

計測器１ 

計測器１ 

計測器２ 

計測器４ 



 
 
○中小・ベンチャー企業等が有する、新エネルギー

等に関する潜在的技術シーズを発掘し、その開発
及び実用化を支援する事業です。 

 
○本事業により、周辺技術を中心に、新しいエネル

ギー技術の開発・実用化が促進されることにより、
今後の成長分野である新エネルギー分野における
起業の増加、新産業の創出、さらに新エネルギー
導入の促進が期待されます。 

 
○平成２４年度より、実用化研究（フェーズＣ）に

おいて、助成期間を最長で２年間、上限額を１億
円／年へと拡充し、また、中小・ベンチャー以外
の民間企業へも支援対象を拡大し、新エネルギー
分野での事業化・実用化を促進します。 

 
 
 
 

新エネルギー技術革新・事業創出事業 
平成２４年度概算要求額 ２０．０億円（１６．０億円） 

 
 
 
 
 

事業の内容 事業イメージ 

事業の概要・目的 

資源エネルギー庁 
新エネルギー対策課 

03-3501-4031 

条件（対象者、対象行為、補助率等） 

国 

交付
金 

ＮＥＤＯ 中小企業等 

補助（2/1,2/3） ＮＥＤＯによる事業化・特許戦略等に
関する支援 

マッチング会等で成果を発信 
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