
Danish-Japan Technology Transfer program!
デンマーク技術移転プログラム!

SoG	

デンマーク大使館	

ISEP	

全国ご当地!
エネルギー協会	

専門家!
支援企業!

デンマーク側!
グリーンエネルギー!
技術コンソーシアム	

各地の!
地域エネルギー!
事業!
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デンマーク官民共同組織(SoG)によるグリーン技術移転促進プログラム!



グリーンエネルギー	
技術コンソーシアム	

全国各地の!
地域エネルギー!

Danish-Japan Technology Transfer program!
デンマーク技術移転プログラム スキーム(イメージ)!

サブ・コンソーシアムA	
テーマA!

潜熱回収ボイラー!
地域熱供給, スマート熱メータ!

ご当地	

地域A	

テーマB!
潜熱回収木質コジェネ!

地域熱供給, スマート熱メータ!

テーマC!
バイオガスコジェネ!

テーマD!
廃棄物コジェネ!

テーマE!
風力モニタリング等!

地方自
治体	

ISEP/専門家!
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Danish-Japan Technology Transfer program!
デンマーク技術移転プログラム　!

■期待されるメリット	

1.  デンマーク政府・官民共同組織(SoG)のサポート	

2.  個別・単発企業だけでないコンソーシアムでの協働	

3.  体系化され洗練された技術群・設計ノウハウの習得	

　　　(バイオマスボイラ＆CHP、地域熱供給、熱メータなど)	

4.  地域統合的なシステムデザインのアプローチ	

5.  日本の各地域企業への技術移転・協力関係の構築	

6.  国プロ(農水、環境、経産など)への応募可能性	

7.  中長期的な国際交流の展開等、多様な波及効果	 3 



Danish-Japan Technology Transfer program!
デンマーク技術移転プログラム コア技術例：１!

Søren Nymarks Vej 25A  
DK 8270 Højbjerg 

Tlf.: +45 86 299 299  
 Fax +45 86 299 888  
 www.eurotherm.dk 

Products and Solutions 

                Type 
  
Plant size 

Wet 
Wood 
Chips 

Dry 
Wood 
Chips 

Straw Bio-
waste 

Wood 
pellets 

Bri-
quet-

tes 

Eectri-
cal 

Boiler 

                
500K – 1MW         X X X 
1-2 MW X X X X X X X 
2-4 MW X X X X X X X 
4-6 MW X X X X X X X 
6-8 MW X X X X X X X 
8-10 MW X X X X X   X 
10-12 MW X X  X X     X 
12-15 MW X X   X     X 
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超高効率・高含水木質ボイラー（潜熱回収木質ボイラー）	  Eurotherm社ほか	
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HASLEV CHP STATION 
DENMARK 
 
 

•  
 

The  world’s  first  straw  fired  CHP  

Plant 

5 MWe / 13 MJ/s  

Fully automated high efficient CHP 

plant which supplies power to the 

grid and district heating to 2,000 

households. 
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Danish-Japan Technology Transfer program!
デンマーク技術移転プログラム コア技術例：２!

わらボイラー＆コジェネ　（籾殻の可能性？）	
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Green gas is a Danish core competence 

manure 
61% 

sludge 
27% 

landfill 
12% 

What is green gas? 
 - biogas from manure, codigested with organic waste 
 - biogas from sewage sludge and household waste   
 - syn gas from gassification of biomass 
 - biogas from landfill  
 
Green gas production in Denmark 
 
current: 4 PJ/year 
potential: 40-60 PJ/year 
 
 
 
Megatrend: Upgrade and injection into the NG-grid 
Access to a large and liberalised  market, certificates 
Mature technology process 
Storage of windpower 
Combination with other bioenergy technologies 

Danish-Japan Technology Transfer program!
デンマーク技術移転プログラム コア技術例：３!

世界最先端のバイオガス技術　　　　実用化されつつあるガス化技術	
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Biogas installations in Denmark 

Large centralised plants 
 
Farm plants 



Waste: from combustion to refineries 

• One of the countries in the world with a higher waste-to-energy rate 
 
• Large industry throughout the value chain 

 
• New paradigme: increased re-use => reduction of energy use 
 - EU objective: 50% of household waste to be re-used by 2020 

 - New Waste National Strategy to be released during 3Q 2012 

 - ”from  cradle to cradle”  means new business oportunities: 
  - waste to fuel: innovation projects as Renescience or SCF Technologies 

  - waste-mining: minerals and materials from waste, i.e. GENAN or GYPSUM 

  - energy utilisation: green gas and combustion 
 

 
 

 

 GRAPH 

Danish-Japan Technology Transfer program!
デンマーク技術移転プログラム コア技術例：４!

廃棄物リファイナリー、コジェネ等エネルギー利用	
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Danish-Japan Technology Transfer program!
デンマーク技術移転プログラム コア技術例：５!

地域熱供給	
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Danish-Japan Technology Transfer program!
デンマーク技術移転プログラム コア技術例：６!

スマート熱・電メーター＆システム（Kamstrup社）	

Production Fuels  Distribution Consumer 

 
Excess heat from  
industries 

 
Wind energy 

 
Solar energy 

Waste 

 
Geothermal energy 

Bio fuels 

Oil and gas 

Coal 
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Candidate pilot projects!

Ogata/大潟村 	  Biomass	  heat 	  Chaff	  Boiler,	  DH,	  Smart	  metering	

Community	 Theme	 Expected technologies (example)	

Aizu/会津 	  Biomass	  heat 	  Straw	  Boiler,	  DH,	  Smart	  metering	

Takayama/高山	  Biomass	  CHP 	  Wood	  CHP,	  DH,	  Smart	  metering	

Yamagata/山形 	  Biomass	  heat 	  Wood	  Boiler,	  DH,	  Smart	  metering	

Hokkaido 	  Biomass	  heat 	  Pellet	  Boiler,	  Smart	  metering	  
/北海道下川 	  for	  house 	  Smart	  &	  passive	  house	

Akune/阿久根 	  Biogas	  CHP 	  Biogas	  CHP,	  DH,	  Smart	  metering	  

Niigata/新潟 	  Waste	  heat 	  Waste,	  Wood	  boiler,	  DH,	  Smart	  metering	  
	  Biomass	  heat	  

Tokushima/徳島	  Biomass	  heat 	  Wood	  CHP,	  Smart	  metering	

Other/他地域 	  <TBD> 	  <TBD>	   10 

詳細最新別表	



Danish-Japan Technology Transfer program!
6月来日プログラム(続き)!

n  チームA：下川町コース	

•  主テーマ：木質コジェネ、ボイラー＋地域熱供給	

•  Plan Energi社（地域エネルギープランナー）	
	

n  チームB：大潟村コース	

•  主テーマ：ワラボイラー・薪ボイラー＋地域熱供給	

•  Frichs社（バイオマスガス化技術）	

n  チームC：庄内町・鹿追町コース	

•  主テーマ：バイオガス・コジェネ＋地域熱供給	

•  AgroFora社	
11 



「デンマーク技術移転プラットホーム」に向けて!
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n 狙い	  
•  デンマーク技術移転を促進する、継続的な協力枠組み(プラットホーム)	  
•  支援企業を主なメンバーとするコンソーシアム的なもの	  
•  技術協力・事業開発・市場拡大の好循環を目指す	  
	  

n 基本的な枠組み(案)	  
•  デンマーク(SoG)と日本(ご当地協会)の共同のプラットホーム	  
•  一定の協定のもとでの支援企業の参加（セミクローズド）	  
•  参加企業は緊張感のある協業関係(競争と協調)を目指す	  
	  

n 今後の進め方	  
•  6/18(木)にデンマーク　グリーンエネルギー技術ビジネスセミナー(仮称)	  
　　　　※ここでコンソーシアム（プラットホーム）への参加呼びかけ	  
•  秋にコンソーシアム企業(検討中含む)によるデンマーク訪問	  
　　　　※SoGアレンジの視察、外務省アレンジによる日本セミナー(ビジネスマッチング)	  
	  

n 各地域エネルギー事業のみなさまへのお願い	  
•  関心のありそうな（地域）企業のご紹介・ご推薦・勧誘	  



デンマーク・グリーン!
技術コンソーシアム	

全国ご当地!
エネルギー協会!

デンマーク技術移転プラットホーム(イメージ)!

協定	グリーン技術	  
企業群	

地域支援企業群	

・コンソーシアム間の包括協定	  
　　※多地域利用のため非拘束方式にて	  
・双方による市場拡大協力	  
・双方による技術移転協力	  

SoG,	  DK大使館、ISEP支援	  
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