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組織概要等

NEDOとは

NEDOのミッション

NEDOの役割

●  NEDOは、「エネルギー・地球環境問題の解決」や「産業技術力の強化」実現に向けた
技術開発の推進を通じて、経済産業行政の一翼を担う、国立研究開発法人です。

●  自ら研究者を雇うのではなく、技術開発マネジメント機関として、産学官が有する技
術力、研究力を最適に組み合わせ、リスクが高い革新的な技術開発、実証を推進して
イノベーションを社会実装することで、社会課題の解決や市場創出を目指します。

NEDOの技術開発マネジメントでは、プロジェクトの企画・立案から、実施者の公募
等により産学官の強みを結集した体制構築を行い、プロジェクトの運営にあたっては適
宜、開発目標を見直しつつ、研究開発成果の最大化を図ります。

国・経済産業省

政策立案
制度設計

競争力強化
オープンイノベーション

実現

産業界

大学 公的
研究機関

技術戦略策定

プロジェクト企画・立案・
運営・予算管理等

技術開発
マネジメント

技術戦略提言

運営・評価

体制構築

国の指針・予算
プロジェクト参画

新エネルギーおよび省エネルギー技術の開発と実
証試験等を積極的に展開し、新エネルギーの利用拡
大とさらなる省エネルギーを推進します。さらに、
国内事業で得られた知見を基に、海外における技術
の実証等を推進し、エネルギーの安定供給と地球環
境問題の解決に貢献します。

エネルギー・
地球環境問題の解決

産業技術力の強化を目指し、将来の産業において核
となる技術シーズの発掘、産業競争力の基盤となる
中長期的プロジェクトの実施および実用化開発に
おける各段階の技術開発に取り組みます。その際、
産学官の英知を結集して高度なマネジメント能力
を発揮することで、新技術の市場化を図ります。

産業技術力の強化

技術開発マネジメント
による成果の社会実装

研究開発型
ベンチャーの育成

中長期技術開発の
方向性提示

～ 第4期中長期計画に基づく3つの取り組み ～
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の実証等を推進し、エネルギーの安定供給と地球環
境問題の解決に貢献します。

エネルギー・
地球環境問題の解決

産業技術力の強化を目指し、将来の産業において核
となる技術シーズの発掘、産業競争力の基盤となる
中長期的プロジェクトの実施および実用化開発に
おける各段階の技術開発に取り組みます。その際、
産学官の英知を結集して高度なマネジメント能力
を発揮することで、新技術の市場化を図ります。

産業技術力の強化

技術開発マネジメント
による成果の社会実装

研究開発型
ベンチャーの育成

中長期技術開発の
方向性提示

～ 第4期中長期計画に基づく3つの取り組み ～
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組織概要等

NEDOのあゆみ

1974  ●… …新エネルギー技術研究開発についての長期計画「サンシャイン計画」開始
197 8  ●… �省エネルギー技術研究開発についての長期計画「ムーンライト計画」開始

1980 ●… �「新エネルギー総合開発機構」設立

1988 ●… �産業技術研究開発業務を追加し、「新エネルギー・産業技術総合開発機構」に改称

1993  ● 「ニューサンシャイン計画」開始

1996 ●… 石炭鉱害事業団と統合、石炭鉱害賠償等業務の追加

2003 ● �「独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構」設立

2006 ●… …京都メカニズムクレジット取得事業を追加
2007 ●…… 石炭鉱害復旧経過業務終了

2012 ●… 石炭・地熱業務をJOGMECに移管

2014 ●… 技術戦略研究センター設置
2015 ●… …「国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構」に改称
2016 ●… 京都メカニズムクレジット取得事業終了

機構概要 NEDOのあゆみ

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（New Energy and Industrial Technology Development Organization）

2003年10月1日（前身の特殊法人は1980年10月1日設立）

非化石エネルギー、可燃性天然ガスおよび石炭に関する技術ならびにエネルギー使用
合理化のための技術ならびに鉱工業の技術に関し、民間の能力を活用して行う研究開
発、民間において行われる研究開発の促進、これらの技術の利用の促進等の業務を
国際的に協調しつつ総合的に行うことにより、産業技術の向上およびその企業化の促
進を図り、もって内外の経済的社会的環境に応じたエネルギーの安定的かつ効率的な
供給の確保ならびに経済および産業の発展に資することを目的としています。

技術開発マネジメント関連業務等

経済産業大臣

独立行政法人通則法／国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法

926名（2018年4月1日現在）

約1596億円（2018年度）

理事長　　石塚 博昭
副理事長　宮本 昭彦
理事　　　渡邉 政嘉 ・ 久木田 正次 ・ 佐藤 嘉晃 ・ 今井 淨 ・ 表 尚志
監事　　　中 伸好 ・ 江上 美芽

（2018年4月1日現在）

名称

設立

目的

主な事業内容

主務大臣

根拠法等

職員数

予算

役員

組織図
理 事 長

副 理 事 長
理 事

イノベーション推進部

ロボット・AI部

IoT推進部

材料・ナノテクノロジー部

省エネルギー部

新エネルギー部

環境部

スマートコミュニティ部

総務部

人事部

経理部

検査・業務管理部

資産管理部

システム業務部

評価部

広報部

関西支部

海外事務所

監事
　      監事室

プロジェクトマネジメント室

技術戦略研究センター

AI社会実装推進室

次世代電池・水素部

蓄電技術開発室

国際部

地球環境対策推進室

（2018年4月1日現在）

1970年代に世界を襲った二度のオイルショック。エネルギーの多様化が求められる中、
新エネルギー・省エネルギー技術開発の先導役として、1980年にNEDOが誕生しました。
のちに産業技術に関する研究開発業務が追加され、今日に至るまでNEDOは、技術開発
マネジメント機関として、エネルギー・環境技術、産業技術の開発・実証を推進し、イノベー
ション創出を後押ししています。

1986年
兵庫県六甲アイラン
ドにて、初の大規模
系統連系の実験を
開始

2016年
AIプロジェクト開始

2013年
災害対応ロボットの成
果を披露

2012年
商用モデル実証水素
ステーションを建設

2002年
群馬県太田市の「Pal…
Town城西の杜」で、
住宅553戸を使い、
集中連系型太陽光
発電システム実証研
究を実施

2005年
ロボットスーツな
どの人間支援型ロ
ボットの開発を開始

1995年
垂直磁気記録方式
HDDの研究開発を
開始

1998年
後のBlu-ray…Discに
つながる、光ディスク
の要素技術開発を
開始

1998年
フロン類の回収・破壊
の技術開発を開始

1993年
水素利用国際クリー
ンエネルギーシス
テム技術開発（WE-
NET）で水素に関す
るあらゆる研究を開
始

4 5

組織概要・
事業等

NEDOの
取り組み等

各種資料・
情報のご案内
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組織概要等

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

⾰新的新構造材料等研究開発開発

次世代構造部材創製・加工技術開発開
省エネ製品開発の加速化に向けた

複合計測分析システム研究開発事業開発

⼆酸化炭素原料化基幹化学品製造プロセス技術開発開発

有機ケイ素機能性化学品製造プロセス技術開発開発

機能性化学品の連続精密生産プロセス技術の開発
植物等の生物を用いた

高機能品生産技術の開発
非可食性植物由来化学品製造プロセス技術開発開発

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
（余剰バガス原料から省エネ型セルロース糖製造システム実証事業）

次世代⾃動⾞向け高効率モーター用磁性材料技術開発開発

超先端材料超高速開発基盤技術プロジェクト開発
IoT社会実現のための

超微⼩量センシング技術開発開

頁

5

7

9

11

13

15

17

19

21

23

25

27

　鉄、非鉄、化学をはじめとする日本の材料産業は、世界的高い技術力を有しており、製造業全体を支える重要な基幹産業となっています。

　また、物質の構造をナノ領域（10-9m）で制御するナノテクノロジーの活用により、これまでにない優れた機能・特性を持った 新材料

が登場するようになっています。

　NEDOは、このナノテクノロジーを材料技術に生かしつつ、川上・川下産業、異分野異業種の連携を図り、革新的な材料を創出する

ことで、日本の産業技術力強化を目指しています。 

　また、2019年 10月 1日より材料・ナノテクノロジー部内にバイオエコノミー推進室を新設しました。バイオ産業の更なる発展に向

けて活動を進めていきます。

プロジェクト一覧

材料・ナノテクノロジー部の紹介

材料・ナノテクノロジー部が推進する４つの材料開発領域
軽量・高強度を特徴とする構造材料開発

バイオ材料を基とする生産技術開発

新規高機能を有する先端材料開発

省エネ化学品製造に資するプロセス技術開発
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革新的新構造材料等研究開発

事業期間：2014年度 ～ 2022年度
2019年度政府予算額：29.5億円

アルミ/CFRP：フロアパネル

アルミ/CFRP：トランクリッド

CFRP：リフトゲート

アルミ/CFRP：ルーフ

アルミ/CFRP：ボンネット

アルミ/CFRP：フェンダー アルミ/CFRP：ドア

アルミ：カウル

正突部位：超ハイテン鋼板
側突部位：超ハイテン鋼板

アルミ：パッケージトレイ

アルミ：ショックタワー

車体軽量化に向けたマルチマテリアル化の一例

プロジェクト紹介

最新のニュースリリースはこちら

 プロジェクト概要

 2019年度の研究開発テーマ

軽量構造材料で輸送車両の燃費を改善
（軽量・高強度材料を用いたマルチマテリアル化により、低炭素社会を実現）

　自動車や鉄道、航空機などの輸送機器による CO2排出量は国内総排出量の約 20％を占めており、排出量削減に向
けて燃費改善効果の高い構造重量の軽量化が重要課題の一つとなっています。
　本事業では、鋼板、アルミニウム材、チタン材、マグネシウム材、炭素繊維、炭素繊維強化プラスチック（CFRP）
などの革新的新材料を開発し、構造体の軽量化を目指しています。これら新材料の実用化に向け、特に自動車におい
て、材料の特徴に合わせて適材適所に組み合わせるマルチマテリアル技術、および信頼性に関する評価技術等の開発
を実施しています。

■マテリアル設計技術開発

　異種材料接合部のモデル化も含めた、マルチマテリアル構造最

適化の設計手法を確立します。トポロジー最適化技術に基づく設

計ツールを開発し、最終目標である開発材料 ･接合手法を用いた

マルチマテリアル設計車体の提案につなげます。

■接合技術開発

　難接合材であるハイテン鋼板同士および異種材料の接合技術を

確立します。開発材料と既存材料を交えたマルチマテリアル構造

の実現に向けて、部材・材料の組み合わせに応じて、適切に接合

プロセスを選択できる基準確立につなげます。

■革新材料開発

　高強度，高延性，信頼性のある、鋼板、アルミニウム合金、マ

グネシウム合金、チタン合金、炭素繊維、CFRPの革新材料開

発を実施します。2017年度までに材料の基本特性は得ており、

マルチマテリアル部材の試作に進めています。

■戦略基盤研究

　マルチマテリアル化のための評価技術等を開発します。異材接

合によるガルバニック腐食評価、鋼板の腐食挙動解析、遅れ破壊

（水素脆性）評価、さらに、中性子による構造材料解析技術の研

究を進めるとともに、小型中性子発生装置を立ち上げ、研究を加

速します。
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輸送機器の軽量化へ向けた新規構造部素材、その接合および設計・加工技術の開発

部素材の高性能化

高機能チタン材の開発

超高強度アルミニウム材の開発

高強度マグネシウム材の開発

高強度鋼板の開発

炭素繊維の高効率生産技術の開発

輸送機器適用に向けた熱可塑性炭素
繊維複合材料の設計・加工技術開発

大
学
・
研
究
機
関
と
の
連
携
　
大
型
研
究
施
設
の
活
用

製
品
設
計
・
総
合
評
価

評価技術

材料工学

プロセス技術

構造解析技術

異種材料接合技術

マルチマテリアル設計技術

各種部素材
横断技術

輸送機器への活用

自動車

軽量化
高強度化

高耐久性化

環境
負荷
低減

省エネ

高速鉄道

航空機

産業競争力のある部素材・利用技術の実現

炭素
繊維

Fe

CFRP

Mg

Al

Ti

プロジェクト概要図

サスペンションタワーの解析結果

新規な摩擦線接合装置

脆い組織
＝強度低下

高温で接合
（従来技術）

接合部の断面写真

接合部も母材と
同じ＝良好な継手

溶融温度
以下で接合

 技術開発成果
■マルチマテリアル設計技術

■新規な摩擦線接合技術

　軽量化に向けたマルチマテリアル構造の実現のため、明確な境界を持つ世界で唯一の設計技術

（レベルセット法）を基にしたトポロジー最適化システムの構築を行っています。

　サスペンションタワー構造について、3材料（鋼、アルミニウム、マグネシウム）の最適化を

行い、3次元での表示に成功しました。実用性の観点も加味することにより、マルチマテリアル

車体設計技術の確立につなげていきます。

　高強度鋼 (強度1.2 GPa超級 )同士の接合において、新規な摩擦線接合技術を開発し、強度を維持した良好な継手の確保に成功しました。

　1.2 GPa超級中高炭素鋼板同士におけるマルテンサイト化してもろくなる課題を克服するために、溶融温度（A1点）以下の固相で接

合が可能な摩擦線接合技術を開発することによって、良好な継手を達成することができ、車体重量半減につなげていきます。
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エンジン試験の様子

プロジェクト紹介

最新のニュースリリースはこちら

 プロジェクト概要

 2019年度の研究開発テーマ

次世代構造部材創製・加工技術開発

事業期間：2015年度 ～ 2019年度　
2019年度政府予算額：28.6億円

次世代航空機の開発に貢献
高耐熱性エンジン部材と高耐久性ボディーを開発

　エネルギー消費量削減や CO2排出量削減は、国際的な重要課題です。今後 20年間、年率約 5%で成長が見込ま
れる民間航空機産業では、燃費改善、環境適合性向上、整備性向上、安全性向上といったニーズがあり、国際的な産
業競争が激化しています。
　本事業では、複合材料を始めとした日本が強みを持つ材料分野での技術革新を促進し、航空機に必要な信頼性・コ
スト等の課題を解決するための要素技術を開発します。これにより、日本の部素材産業、加工・製造産業の国際競争
力強化を目指します。

■次世代複合材および軽金属構造部材創製・加工技術開発

　構造健全性診断システム、複合材構造の高生産性・低コスト生

産技術、航空機に適用可能なマグネシウム合金部材、軽量化カー

ボンハニカムパネル、複合材本来の特性を生かした軽量化部材を

開発します。

■航空機用複合材の複雑形状積層技術開発

　複合材部材製造の高生産性・低コスト生産に対応可能な安価で

汎用性・量産性を持った小型タイプ自動積層装置を開発します。　　　　　

■航空機用難削材高速切削加工技術開発

　切削理論に基づく数値解析やシミュレーションを駆使して、炭

素繊維複合材、チタン合金、アルミリチウム合金等の航空機用難

削材料を高速加工するための環境対応型加工技術を開発します。

■軽量耐熱複合材 CMC技術開発

　高い力学的特性と耐熱性を有する CMC（Ceramic Matrix 

Composites）材料の航空機エンジンの高温度環境下で使用可能

な部材と、さらに応力負荷が大きく環境条件の厳しい部材に適用

可能な高性能 SiC繊維を開発します。

■航空機用構造設計シミュレーション技術開発

　設計初期段階から空力と構造および強度解析をシームレスに連

成することで、高い次元での多目的最適設計が可能なシミュレー

ターを開発します。
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光ファイバセンサ
ネットワーク

計測システム

・部材の高機能化

・構造診断技術

・複合材積層技術

・難削材加工技術

・シミュレーション技術

軽 量 化
低コスト化
高信頼性化
高耐久性化

環境負荷低減
省エネルギー

安全運航

産業力強化

ハニカムパネルが使用されている航空機内装品（ギャレー） 構造健全性診断技術の一例

SiC繊維

CMC製タービンシュラウド

 技術開発成果
■次世代複合および軽金属構造部材創製・加工技術開発

　複合材の成形品質の安定化を狙ったコミングル材料品質 (炭素

繊維と樹脂繊維の混繊 )向上検討を実施し、L字および L字を組

み合わせた T字形状を試作して、コーナー部の成形方法の課題

抽出を完了しました。

　また、構造健全性診断技術の開発について、モニタリングシス

テムの計測・判定の信頼性向上を実施するとともに、飛行試験の

準備を実施しました。

　また、ハニカムパネル開発では、耐火および機械特性を満たし

ながら、低コスト化を目指し、 必要な材料仕様を探りながら試作

を行い、得られたコアの耐火性および機械物性を取得しました。

■航空機用構造設計シミュレーション技術開発

　CFRPの優れた特性を利用した軽量構造を実現する、空力と

構造を考慮した低コストな航空機設計手法が可能となるツールを

開発し、材料選択による軽量化と航続距離についての統一的な議

論を開始しました。

■軽量耐熱複合材 CMC技術開発

　SiC繊維を用いた軽量耐熱複合材 CMC技術開発において、安

定した製造が可能で、かつ 1400℃（現在適用されている金属材

料では 1200℃）、での水蒸気曝露後にも強度低下の少ない耐水

蒸気性を持つ CMCマトリクス形成方法を確立しました。
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プロジェクト紹介

最新のニュースリリースはこちら
事業期間：2018年度 ～ 2022年度　
2019年度政府予算額：1.0億円

新しい機能性部素材の開発に貢献
計測分析機器データを統合的に解析

 プロジェクト概要

 2019年度の研究開発テーマ

　計測分析機器は、ものづくり産業発展の源泉であり、その国際競争力を高めることは日本の産業全体の国際競争力
を維持・向上させる上で必要不可欠です。近年、ものづくりの現場では、部素材の組成やナノメートルスケールから
製品レベルまでの構造が複雑化することで、構造と機能との相関解析が困難となる状況が増加しており、各種計測分
析機器データの統合的な解析を容易に行う環境作りが必要となってきています。
　本事業では、国内メーカーが強みを持つ電子顕微鏡や質量分析装置、X線分析装置などの各種計測分析機器のデー
タを統合させるプラットフォームを構築し、AI等を活用した高度な解析を可能とする複合計測分析システムの開発
を行います。

■データプラットフォーム構築技術の開発

　データ品質を保証する共通データフォーマットの最適化を行

い、個々の計測分析装置によるデータ共通データフォーマットに

変換するコンバータの開発を行います。

■試料保持技術の開発

　同一試料の同一部位を測定可能とする共通試料ホルダの開発

と、精密位置合わせ技術の開発を行います。

■ AI活用したビッグデータ解析のモデル実証による

評価技術の開発

　各々の計測分析装置の測定結果を共通的にハンドリングし、AI

活用した相関解析に向けて解析結果を視覚化するビューアを開発

します。

省エネ製品開発の加速化に向けた複合計測分析システム研究開発事業
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形状計測

組成計測

構造計測

CPS複合計測
分析装置

電子状態計測

データデータ

データ

データ

サイバー空間で
統合解析

試料
共通試料ホルダ

試料
共通試料ホルダ

試料
共通試料ホルダ

試料
共通試料ホルダ

個別装置の
バーチャル統合

複合計測分析システムの概要図

 技術開発成果
■データプラットフォーム構築技術の開発　

　データ品質を保証する共通データフォーマットの仕様を決定

し、以下に示す計測分析装置によるデータ共通データフォーマッ

トに変換するコンバータ作成に取り組んでいます。

・液体クロマトグラフ

・ガスクロマトグラフ

・液体クロマトグラフ質量分析計

・ガスクロマトグラフ質量分析計

・赤外分光光度計

・蛍光 X線分析装置

・走査電子顕微鏡

・透過電子顕微鏡

・エネルギー分散型 X線分析装置

・電子線プローブマイクロアナライザ

・核磁気共鳴装置

・電子線後方散乱回折装置

・原子間力プローブ顕微鏡

・ラマン分光分析装置

■試料保持技術の開発　　

　走査電子顕微鏡、電子線プローブマイクロアナライザ、顕微赤

外分光光度計、ラマン分光分析装置間で共通で利用可能な試料ホ

ルダーの試作を行い、ミクロンオーダーの精密位置合わせが可能

であることの確認を行っています。

■ AI活用したビッグデータ解析のモデル実証による評価技術の

開発

　材料開発でユーザーニーズの高い解析を複合階層構造解析用

（マクローミクロ分析結果の相関解析用）と、粒界構造解析用（ミ

クローミクロ分析結果の相関解析用）とに分け、それぞれの解析

に最適な統合ビューアの開発を進めています。

　これまで蓄積したデータから、AI活用した相関解析によるモデル実証を行い、省エネ製品開発の加速に有効であることを確認致します。

 今後の展望
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新規開発磁性材料を組み込み試作した高効率モーター 超高精度モーター損失分析評価装置

プロジェクト紹介

最新のニュースリリースはこちら
事業期間：2014年度 ～ 2021年度
2019年度政府予算額：4.0億円

新材料・新設計でモーターの省エネ化を実現
次世代自動車向け高効率モーター用磁性材料技術開発

 プロジェクト概要

 2019年度の研究開発テーマ

　日本の総消費力電力の過半はモーターが占めています。一方で、自動車の電動化に伴い今後、モーター需要が広が
ると予想されており、モーターの性能効率を向上させ、省エネ化を推進する動きが世界中で活発になっています。モー
ターの効率は磁石や鉄心（軟磁性材料）等の磁性材料に大きく依存しますが、本事業では資源リスクが高い重希土類
（主にジスプロシウム）を使用しない高性能磁石や低損失軟磁性材料の開発を行い、高効率で小型化も可能なモーター
の開発を行っています。

■新規高性能磁石の開発

　次世代自動車等向けに要求される 180℃の使用環境下での最

大エネルギー積が、ネオジム磁石の 2倍である新規高性能磁石を、

重希土類フリーで実現することを目指します。

　磁石の最適構造・最適組織の探索および開発、ナノ組織制御技

術開発、粒子合成プロセス開発について取り組みます。

■事業化のための基盤技術開発

　基盤技術として、磁性材料の粒子の破壊挙動の計算シミュレー

ション、モーター実装評価技術の開発、磁気特性予測システムの

構築を目指し研究を進めます。さらに国際標準化も視野に入れた

磁気特性評価の技術開発も行います。

　また、2018年度に引き続き磁石の特許調査・技術動向調査を

行います。
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次世代自動車

家電・産業機器

高性能磁石

ネオジム磁石の
最高性能化

新規高性能
磁石

低損失軟磁性体

高効率
モーター

モ
ー
タ
ー
設
計

高性能磁石
鉄心（軟磁性材料）

事業概要図

高効率モーターの構造（例）

重希土類元素フリー
ネオジム焼結磁石を用いたローター

ナノ結晶軟磁性材料を用いたステーター

■新規高性能磁石の開発

　180℃の高温において、重希土類を含有したネオジム磁石を超

える最大エネルギー積を持つ重希土類フリーネオジム磁石の製造

技術を確立しました。また、ネオジムさえも削減した省ネオジム

耐熱磁石を開発しました。さらに、希土類を全く含まない FeNi

超格子磁石材料の高純度合成にも成功しました。

■高性能軟磁性材料の開発

　モーターの構成要素である軟磁性材料で、エネルギー損失が少

ない高性能軟磁性材料の製造技術を確立し、実用化を可能にしま

した。

■事業化のための基盤技術開発

　先端技術の動向調査として、磁石・軟磁性材料・モーターの最

新の特許と技術動向を調査・解析し、情報をデータバンク化しま

した。

　基盤技術の開発として、磁気特性の測定技術やモーター実装評

価技術の開発等を行いました。

■高効率モーターの開発

　モーター構造設計技術、インバータ制御技術に取り組むととも

に、磁気軸受けを搭載した世界初となる超高精度モーター損失分

析評価装置や応力下での磁気特性評価装置等を開発しました。

 技術開発成果
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研究開発に導入する手法 階層構造制御が実現する材料の高性能化

プロジェクト紹介

最新のニュースリリースはこちら
事業期間：2016年度 ～ 2021年度
2019年度政府予算額：26.5億円

機能性材料の開発スピードを加速
IoT、AI時代の計算科学手法を構築

超先端材料超高速開発基盤技術プロジェクト

 2019年度の研究開発テーマ

 プロジェクト概要

　日本が高い産業競争力を誇る材料開発分野でも AI（人工知能）を活用したマテリアルズ・インフォマティクス（MI）
と呼ばれる研究開発手法が注目されています。MIの鍵は質の高い「データ」です。しかし、機能性材料はその機能
に影響を及ぼす因子が数多く、従来は勘と経験に頼る開発手法で行われ、MI活用に十分な「データ」は創出されず、
開発にも長い時間を要していました。
　本事業では、MIに必要な「データ」を創出する①シミュレータの開発、②多様なサンプルを自在・高速に試作す
るプロセス技術の開発、③試作サンプルなどの非破壊または機能発現時の評価技術の開発を行い、MIと統合するこ
とで材料開発の期間短縮を図り、日本の高い産業競争力を維持する材料開発手法の開発を目指します。

■計算機支援次世代ナノ構造設計基盤技術

　量子力学、粗視化分子動力学、有限要素法など、ナノスケール

からマクロスケールまでのマルチスケールシミュレーション手法

の開発・高度化を行い、さらに、公開データなどを AIが機械学

習できる状態にする（構造化）ためのツール開発に着手します。　

■高速試作・革新プロセス技術

　シミュレーション手法の高精度化と AIを活用した材料開発の

ために、組成や反応場等のさまざまなプロセス条件パラメータ

を制御して設計通りのサンプルを自在に試作する技術を開発し、

データの蓄積を行います。　　　　　　　　

■先端ナノ計測評価技術開発

　シミュレーション手法の高精度化と AIを活用した材料開発に

必要な評価データを提供するために試作したサンプル等を“非破

壊”または“In situ”（機能発現時など）で構造評価・機能評価

する計測装置・手法を開発します。

　以上の研究開発でMIに必要な「データ」の創出環境を整える

と共に、AI等を活用した材料開発手法の確立を目指します。
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開発されたシミュレータと想定される適用材料

シミュレータ適用の一例

 技術開発成果
■機能性材料開発のためのシミュレータを開発・公開

　機能性材料には大幅な省エネや複合化による多種類の機能の発現といった性能向上が期待されています。また、MIに必要なデータと

して、シミュレータから創出される物性や構造データは非常に重要ですが、機能性材料の性能にはナノスケールからマクロスケールまで

幅広い（空間／時間的）階層での特性が影響し、一つの計算シミュレータでそのすべてをカバーすることは不可能です。

　そのため、第一原理計算、分子動力学、粗視化シミュレーション、流体解析など 9つの機能別シミュレータを開発しました。これら

のマルチスケールシミュレータ群により誘電材料、コンポジット材料、ポリマーブレンド、触媒、ナノカーボン材料、有機半導体などの

幅広い範囲の有機・高分子系機能性材料の機能・物性などを予測することで材料設計が可能となります。

 今後の展望
　本事業ではこのような開発を積み重ね、計算科学・プロセス技術・計測評価技術・AIを活用した材料開発の推進により機能性材料の

開発期間の大幅な短縮化を図り、産業競争力強化を目指します。
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図 1　血中成分計測の原理図 

プロジェクト紹介

最新のニュースリリースはこちら最新のニュースリリースはこちら
事業期間：2019年度 ～ 2023年度
2019年度政府予算額：2.5億円

ノイズに埋もれた超微小量を高精度にセンシング
リアルデータの取得・活用で革新サービスを創出

IoT社会実現のための超微小量センシング技術開発

 2019年度の研究開発テーマ

 プロジェクト概要

　医療・介護費の増大、地域の人手不足や移動弱者の増加、インフラ維持管理の負担増といったさまざまな社会課題
が顕在化する中、サイバー空間とフィジカル空間を高度に融合させるセンシング技術に革新をもたらすことで、人や
あらゆる「もの」からの豊富なリアルデータで課題を精緻に見える化し、社会課題の早期解決と新産業の創出を両立
する、未来社会 Society 5.0の実現が期待されています。
　本プロジェクトでは、日本が強みを有する最先端のナノテクノロジーやバイオテクノロジーをいかし、既存の超高
精度計測・分析装置以外の装置では検出できないような pptや fmol/L、μ V等の超微小量を、小型・軽量、省エネルギー
でありながら低コストで安定的に検出できる技術を世界に先駆けて開発します。

■超微小量センシング技術開発

①血中成分の非侵襲連続超高感度計測デバイスおよび

行動変容促進システムの研究開発

　生活習慣病の予兆を検出するために血糖・コレステ

ロール値を体を傷つけることなく常時計測することが

可能なウェアラブルセンサを開発し、このセンサで計

測した情報を用いて生活習慣病を予防するための食

事・運動をとるように行動変容を促すシステムの実現

を目指します。
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図 2　超高感度ガス計測デバイスの概要

図 3　高感度・高速・簡便ウイルスセンシングシステム

図 4　身近な電柱・街路灯等を活用した防災・減災 IoT

 今後の展望
　これまで世の中に分散し、活用されていなかった現場の豊富なリアルデータを一気に収集・分析・活用することで、画一的ではない、

個別のニーズに対してきめ細かく、リアルタイムに対応できる製品やサービス提供を可能にします。具体的には、現在開発を進める 4

つのセンシング技術とその信頼性評価技術によって、生活習慣病の予兆検知やウイルス感染の拡大防止、防災・減災による安全・安心な

街づくりに貢献するための新たなサービスの創出を目指します。

②薄膜ナノ増強蛍光による経皮ガス成分の超高感度

バイオ計測端末の開発

　薄膜ナノ増強蛍光と気相バイオセンシング技術を

融合した超高感度ガス計測デバイスを開発し、通信

機能を有する IoT小型ウェアラブル計測端末とする

ことで、血液から皮膚表面に透過拡散する極低濃度

の揮発性ガス成分の高感度かつ連続的な IoT計測を

実現することを目指します。

④次世代公共インフラ実現へ向けた高密度センサ配

置による微小量信号計測技術の研究開発

　街に広がる電柱・街路灯等をプラットフォームと

して、広域かつ多数の地盤振動情報や周辺状況の変

化量をリアルタイムに取得することで、被災状況把

握や災害予兆等、防災・減災に資する社会インフラ

IoT技術の創出を目指します。

③ 1分で感染リスクを検知可能なウイルスゲートキー

パーの研究開発

　インフルエンザウイルスとノロウイルスの 2つの

ウイルス感染症に注目し、ウイルスを保有している可

能性のある人が高齢者施設や食品工場などに入らない

ようにするためのウイルスゲートキーパー（門番）の

開発を行います。

■超微小量センシング信頼性評価技術開発

　上記①～④の超微小量センシングデバイスに対して、微量濃度や微小電圧等の測定技術、標準物質の開発等、 デバイスの信頼性に関す

る評価技術の開発や評価環境の構築を行い、必要に応じて、開発する評価技術や評価装置等の標準化にも取り組みます。
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プロジェクト概要図

プロジェクト紹介

最新のニュースリリースはこちら

 2019年度の研究開発テーマ

 プロジェクト概要

　太陽光を利用して水から得られた水素（ソーラー水素）と CO2からプラスチック原料等の基幹化学品を製造する
という、植物の光合成プロセスを模倣した化石資源に頼らない革新的な化学品製造プロセスの実用化を目指していま
す。
　本事業では、まず太陽光を受けると反応を起こす光触媒を使って水を水素と酸素に分解し、次に分離膜により水素
を安全に分離、さらに取り出した水素と CO2から、高性能な合成触媒を利用しオレフィンと呼ばれる基幹化学品を
合成する技術を開発しています。将来的に再生可能エネルギーである太陽光と、工場等から排出される CO2を有効
活用することが可能となり、低炭素社会の実現に寄与することが期待されます。

■ソーラー水素等製造プロセス技術開発

①光触媒、助触媒およびモジュール化技術等の研究開発

　光触媒や助触媒およびこれらのモジュール化技術等を研究開発します。

事業期間：2012年度 ～ 2021年度
2019年度政府予算額：13.7億円

化石資源に頼らない化学品製造プロセスを開発
二酸化炭素原料化基幹化学品製造プロセス技術開発
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図 1　太陽光エネルギー変換効率 図 2　光触媒パネル反応器 図 3　MTO小型パイロット装置

②水素分離膜およびモジュール化技術等の研究開発

　水素と酸素を分離できる細孔径を有する薄膜材料およびその合成法を

開発し、併せて水素を安全に分離可能なモ ジュールを検討します。

■二酸化炭素資源化プロセス技術開発

／基幹化学品への合成触媒等の研究開発

　高収率メタノール合成用反応分離膜および反応分離プロセスを開発し

ます。併せて目的とする単独のオレフィンを高い選択率で製造するため

の合成触媒と分離膜を開発し、反応プロセスの最適化並びに小型パイ

ロットの連続運転による触媒の長寿命化等を検討します。

■ソーラー水素等製造プロセス技術開発

①光触媒、助触媒およびモジュール化技術等の研究開発

　太陽光エネルギーを利用した水からの水素製造における光触媒

開発では、植物の光合成と同等だった開発当初の太陽エネルギー

変換効率と比べ、10倍以上の 5．5％を達成しています（図 1）。

また、1枚のシートを水中に沈めて太陽光を当てるだけで水を分

解し、水素と酸素を発生させる混合粉末型光触媒シートも開発、

光触媒パネル反応器とし、低コストで大面積（1ｍ2）での水の

安定分解を確認しています（図 2）。

②水素分離膜およびモジュール化技術等の研究開発

　分離膜開発においては、水素の透過性に優れた分離膜を開発し、

爆発性がある水素と酸素の混合気体から、安全に水素のみを取り

出す技術も確立しています。

■二酸化炭素資源化プロセス技術開発

／基幹化学品への合成触媒等の研究開発

　合成触媒に関しては、メタノールを中間体として、メタノー

ルからオレフィンを作るメタノール合成反応およびMTO（メタ

ノール toオレフィン）反応により、投入した CO2の炭素数 2か

ら 4のオレフィンへの変換効率 80％を達成しました。さらにそ

の技術を使った小型のパイロット装置によるプロセスの実証を行

いました。（図 3）

 技術開発成果

 今後の展望
■人工光合成技術の社会実装

　高い太陽光エネルギー変換効率、低コスト、かつ安全に水素を取り出せる水分解パネルと、高活性・高選択性を有するオレフィン合成

触媒によるプロセス開発を行い、2030年に社会実装を目指します。
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本プロジェクトの事業概要図

プロジェクト紹介

最新のニュースリリースはこちら

 プロジェクト概要

 2019年度の研究開発テーマ

　有機ケイ素部材は、電子材料分野や塗料分野など、幅広い産業で使用されており、その世界市場は年率 6％程度の
成長が見込まれています。しかし、現在の製造プロセスでは、主原料の SiO2（砂の主成分）を金属ケイ素に変換する
工程で多大なエネルギーが消費されており、有機ケイ素部材が高価である要因の一つになっています。さらに、製造
過程で使われる高価な白金触媒に替わる新規触媒の開発など、安定的に高機能な有機ケイ素部材を安価に提供するた
めの革新的な製造プロセスの確立が求められています。
　本事業では、日本が世界の中でも高い技術力を持つ触媒技術をいかし、有機ケイ素部材製造工程における大幅な省
エネルギー化・低コスト化と製品の性能向上を目指しています。

■砂からの有機ケイ素原料製造プロセス技術開発

　砂から、金属ケイ素を経由しないで、テトラアルコキシシラン

を製造する「金属ケイ素を経由しないＱ単位構造中間原料製造方

法の開発」では、ケイ砂の反応率 70％、選択率 70％を達成する

と見込まれる温度や反応媒体等の最適な反応条件について指標を

得ます。テトラアルコキシシランのケイ素－酸素結合の一部を「ケ

イ素－炭素結合」、「ケイ素－水素結合」等に変換する「Ｑ単位構

造中間原料からの有機ケイ素原料製造技術の開発」では、反応率

50％、選択率 50％を達成すると見込まれる温度や反応媒体等の

最適な反応条件について指標を得ます。

■有機ケイ素原料からの高機能有機ケイ素部材製造プロセス技術開発

　有機ケイ素部材の代表的なシリコーンの主要構造である「ケイ

素－炭素結合」と「ケイ素－酸素結合」では、反応率 80％、選

択率 80％を達成すると見込まれる温度や反応媒体等の最適な反

応条件について指標を得ます。 ポリシランの主要構造である「ケ

イ素－ケイ素結合」と、均一系触媒と同程度の触媒活性を示す「触

媒固定化技術」では、工業的に有用な触媒を絞り込む開発をしま

す。

砂を原料とする
高機能有機ケイ素部材製造プロセスを開発

有機ケイ素機能性化学品製造プロセス技術開発

事業期間：2012年度 ～ 2021年度
2019年度政府予算額：1.5億円
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 技術開発成果
■砂や灰などから直接有機ケイ素原料を合成するプロセス

　実際の砂や灰などから、直接、有機ケイ素原料（テトラアルコキシシラン）を短時間かつ高効率に合成するプロセスを開発しました。

従来のような高温条件を必要とせず、アルコールと無機脱水剤を用いて低コストで有機ケイ素原料を製造します。また、このプロセスで

使用する無機脱水剤は有機ケイ素原料から容易に分離できるため、回収や再利用も可能なサステイナビリティに優れています。

　この成果は、さまざまな用途に使用される有機ケイ素部材の原料として低コスト化に寄与するとともに、製造プロセスの省エネ化や

CO2排出低減効果も期待されます。

■高機能な有機ケイ素部材を製造する精密構造制御技術

　シリカの最小単位であるオルトケイ酸

（Si(OH)4）と、そのオリゴマーを安定合

成して、単離に成功しました。高機能な無

機材料（シリカやガラス）へ応用が可能で

す。

　配列制御されたシリコーンオリゴマーを

ワンポット合成できる反応を開発しまし

た。従来、合成できなかったシリコーン材

料の自由な設計・合成が可能です。

　分子量や末端構造が制御されたシリコー

ンを簡便に合成可能な反応を開発しまし

た。高機能・高性能エラストマーやゲル材

料等の作製に応用可能です。

シラノール類の
新規合成法技術

シリコーンオリゴマーの
ワンポット精密合成技術

シリコーン (ポリシロキサン) 
の精密合成技術

　有機ケイ素機能性化学品製造プロセスを最適化すること

により、従来よりも安価に有機ケイ素部材を製造する技術

を開発します。有機ケイ素部材の構造精密制御をさらに進

め、高機能や高性能だけでなく、これまでにない新しい機

能を持った有機ケイ素部材の開発を行います。これらによ

り、これまで価格が高く適用することができなかった製品

への応用を進めます。

 今後の展望
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図 1　連続精密生産プロセスのイメージ

プロジェクト紹介

最新のニュースリリースはこちら最新のニュースリリースはこちら

 プロジェクト概要

　2016年 4月、内閣府の総合科学技術・イノベーション会議（CSTI）において、「エネルギー・環境イノベーショ
ン戦略（NESTI2050）」が策定され、国として温室効果ガスの抜本的削減を実現する革新技術の研究開発を強化する
方向が打ち出されました。そして、同戦略における有望技術の一つとして、革新的生産プロセスが挙げられています。
　そこで、本事業では、機能性化学品の分野において、従来主流の生産方式でエネルギー消費量と共生成物の排出量
が多いバッチ法※1から、日本が強みを持つ不均一系触媒※2の技術を用いた省エネルギーで効率的な連結フロー法※3

（図 1参照）に置き換えるための研究開発に取り組みます。これにより、触媒との分離操作が不要になるなど、分離・
精製に要するエネルギーが減少し、オンデマンドで必要な量の製品を無駄なく生産することが可能となります。

■反応・新触媒の開発

　合理的な指針に基づき連続精密生産に適した触媒反応の開発に

取り組みます。具体的には、共生成物が少なく転化率および選択

率が高い不均一系触媒の開発と、反応条件の最適化に取り組みます。

■高効率反応器モジュールの開発

　連続精密生産プロセスに適した各種反応器モジュールの開発と

併せて、迅速に生成物の組成変化がモニタリング可能となる技術

の開発に取り組みます。

■連続分離精製技術の開発

　ターゲット化合物の分離精製過程における使用に適合する技術

（連続抽出技術、連続濃縮分離技術、溶剤・ガス類の連続再生技

術）の開発と、これら技術を単独または複合化した各種分離精製

モジュールの開発に取り組みます。

大幅な省エネと廃棄物削減、コスト削減を目指す
機能性化学品の連続精密生産プロセス技術の開発

事業期間：2019年度 ～ 2025年度（新規事業）
2019年度政府予算額：2.0億円

 2019年度の研究開発テーマ

研究開発項目①「高効率反応技術の開発」
Ⅰ．反応・新触媒の開発
　（１）連続生産に適した反応の開発
　（２）連続精密生産に適した不均一系触媒の開発
Ⅱ．高効率反応器モジュールの開発
　（１）一相系反応器モジュールの開発
　（２）二相系反応器モジュールの開発
　（３）反応分離用モジュールの開発
　（４）モニタリング技術の開発
　（５）スケールアップ検討
研究開発項目②「連続分離精製技術の開発」
　（１）連続抽出技術の開発
　（２）連続濃縮分離技術の開発
　（３）溶媒・ガス類の連続再生技術の開発
　（４）スケールアップ検討
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図 2　機能性化学品製造プロセスに求められる革新
出所：産業技術研究所 FlowST（フロー精密合成コンソーシアム）より提供（2017）

 今後の展望
■オンデマンド型連続精密生産プロセスの構築

　モジュールを組み換えることにより、種々の機能性化学品を生

産可能とする少生産量市場向け（数 g/h）のオンデマンド型連続

精密生産プロセスを開発し、複数のターゲット化合物を用いて実

証を進めて参ります。

　また、中生産量市場向け装置（数 kg/h）へのシームレスなスケー

ルアップを目指し、必要な要素技術を抽出・整理します。 

■グリーンケミストリーの推進

　現行のバッチ法から、連結フロー法による連続精密生産プロセ

スに置き換えることにより、製造プロセスの大幅な省エネルギー

化と廃棄物排出量の削減を実現して、グリーンケミストリー※4

を推進します。

■産業競争力強化と海外生産の国内回帰

　機能性化学品の世界市場は、年率 5％以上の成長が見込まれ、

2030年には 35.9兆円に成長すると予想されます※5。

　本事業の研究成果をもとに、機能性化学品の製造方法に革新的

イノベーションを起こして産業競争力強化を図るとともに（図

2）、海外に依存している機能性化学品生産の国内回帰を目指し

ます。

【注釈】

※ 1  バッチ法

 原料などを反応容器に投入し、反応が終了した後に生成物を取り出す方法。

※ 2 不均一系触媒

 反応液や反応ガスと接触して働く固体触媒のこと。触媒の分離、回収、再使用が容易で、連続して反応容器で運転可能。

※ 3 連結フロー法

 不均一系触媒を利用した反応モジュールと分離・精製モジュールを複数連結し、多段階システムとしたフロー合成法。

※ 4 グリーンケミストリー

 物質を設計・合成し応用する際に、有害物をなるべく使わない、出さない化学的手法。

※ 5 各種資料を基に NEDO技術戦略センターが予測
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糸状菌

コリネ型細菌

リボマイセス酵母

GFP遺伝子導入タバコ 配列設計による高機能タンパク質の構築

プロジェクト紹介

最新のニュースリリースはこちら

 プロジェクト概要

 2019年度の研究開発テーマ

事業期間：2016年度 ～ 2020年度　
2019年度政府予算額：26.0億円

 プロジェクト概要

　近年のバイオテクノロジーの革新により、生物による高効率物質生産技術に基づくあらたな市場拡大が欧米を中心
に進んでおり、日本は当該分野の競争力強化が急務となっています。特にこの市場形成を促進するためには、ゲノム
編集や環境制御、更に情報解析システム等技術基盤の確立、およびその生産実証研究が重要となります。
　本事業では、遺伝子設計に必要となる精緻で大規模な生物情報を高速に取得するシステム、細胞内プロセスの設計、
ゲノム編集などを産業化するための技術開発を行い、これらを利用して植物・微生物等による物質生産機能を制御・
改変することで、省エネルギー・低コストな高機能品生産技術の確立を目指します。

■植物の生産性制御に係る共通基盤技術

　既存のゲノム編集技術とは異なる新規の国産ゲノム編集技術や

代謝系遺伝子発現制御技術、効率的な生産蓄積技術、栽培・生育

環境による生産性制御技術等を開発します。

■植物による高機能品生産技術開発

　特定の生産ターゲットを設定し、生産させる実用植物の栽培及

び遺伝子組換え技術を開発、生産性向上に寄与する遺伝子の特定・

改変、環境条件の最適化を行い、実用に資する生産性を実現します。　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　

■高生産性微生物創製に資する情報解析システムの開発

　多様な産業生物株を利用してゲノム情報等のデータを取得し、

DNA、mRNA、タンパク質、代謝物の階層内・階層間の制御ネッ

トワークを推定する計算手法を開発し、さらに収量が最大となる

遺伝子配列を提供するシミュレーションシステム（スマートセル

設計システム）を構築します。また、長鎖 DNA合成技術やメタ

ボローム分析装置等の実用化技術を整備します。

■微生物による高機能品生産技術開発

　特定の生産ターゲットを設定し、上記テーマで開発したスマー

トセル設計システム等を用い、目的物質の生産性向上を狙うとと

もに、量産化を見据え、宿主となる微生物の培養条件等を最適化

します。

生物資源と機能を利用、高効率な物質生産を実現
植物等の生物を用いた高機能品生産技術の開発
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光環境を変えた大量栽培試験
遺伝子組み換え
植物工場など

新たな経路
遺伝子導入

・光質、温湿度、日長条件、化学物質投与、
前駆体投与など、目的化合物、植物種の
組合せに応じた個々の特殊栽培技術開発

新たな経路
遺伝子導入

ウイルスベクター、
RNA干渉で経路抑制

メチル化誘導で
経路抑制

新規アクティベーター
脱メチル化などで

発現向上
メチル化誘導で
経路抑制

新たな経路
遺伝子導入

ウイルスベクター、
RNA干渉で経路抑制

新規アクティベーター
脱メチル化などで
発現向上

遺伝子操作と特殊栽培技術とそれらの融合による二次代謝産物高効率生産技術の開発

スマートセル創出プラットフォーム

技術的アドバンテージ
・生産宿主毎のGSM構築が可能
・異種由来経路の導入が可能
・代謝フラックスの計算が可能

“ものづくり”に特
化した独自代謝
モデル

Design
Learn

Design Build

TestLearn

DBTLｻｲｸﾙ
（情報解析技術を核とした
ｽﾏｰﾄｾﾙ創出ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑ）

公開データ
（GSMの提供）

独自収集したデータ

モデル微生物

産業微生物
大腸菌産業株, 酵母産業株
コリネ型細菌, 放線菌, etc.

E. coli, S. cerevisiae

異種微生物①

●　知識抽出
●　アノテーション
●　キュレーション

●　異種微生物由来代謝経路の追加
●　人工代謝経路の追加

●　産業微生物に特徴的
な代謝情報の追加

異種微生物②

異種微生物③

SBML形式

標準代謝モデル 拡張代謝モデル

スマートセル設計システムの開発　－代謝系を設計する情報解析技術－

 技術開発成果
■二次代謝産物高効率生産技術の開発

　遺伝子操作による代謝系遺伝子の制御と代謝主経路遺伝子変動

に関与する二つの技術の融合による二次代謝産物の高効率生産技

術の開発において、独自のハイスループット解析法により発見し

た新規生理活性物質について、実際の植物体を用いて、主要な代

謝物遺伝子変動解析を実施し、有効性を確認しました。

■スマートセル創出プラットフォームの構築（DBTLサイクル）

　（Design、Learn）代謝系を設計する情報解析技術の開発にお

いて、種々のスマートセル創製に特化したＡＩ基盤技術を開発し

ました。

　（Build）繰り返し配列を多く含むなど、これまで合成が困難な

配列を含む長鎖 DNAを短期間かつ低コストで合成する世界最先

端の DNA合成技術を開発しました。

　（Test） 2018年度に開発した「高精度メタボローム解析システ

ム」を基盤とし、更に応答感度や応答出力の改良された各種代謝

物センサを構築しました。

 技術開発成果

 今後の展望
　従来の化学合成による物質生産にかかるコストおよび消費エネルギーの大幅低減を目指し、植物・微生物等の生物機能を活用した工業

材料等を生産するためのコア技術を開発します。今年度より微生物スマートセル創出のための共通基盤技術を用いた高機能品生産技術開

発に着手し、事業化に資する生産技術を開発します。
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木質バイオマス資源 木質細胞壁中の CNF（セルロースナノファイバー） リグノCNF強化樹脂で成形
したドアトリム組立品

リグノ CNF強化樹脂成形品

プロジェクト紹介

最新のニュースリリースはこちら

石油に依存せず植物からプラスチックをつくる
製造技術を開発

非可食性植物由来化学品製造プロセス技術開発

事業期間：2013年度 ～ 2019年度
2019年度政府予算額：10.6億円

 プロジェクト概要

 2019年度の研究開発テーマ

　プラスチック等の化学品の大半は石油由来原料から製造されており、将来の石油枯渇リスク等を乗り越えるために
は、非石油由来原料への転換が重要です。
　本事業では、石油由来製品と比較して、コスト競争力のある非可食性バイオマスから化学品製造までの一貫製造プ
ロセスを開発します。

■ CNF一貫製造プロセスと部材化技術開発

①高機能リグノセルロースナノファイバーの一貫製造プロセスと

部材化技術開発

　リグノCNF強化樹脂テストプラント（京都プロセス）において、

化学変性のコスト削減やプロセスの簡略化により、目標コストを

達成可能な部材化までの一貫プロセス製造の技術確立を行うとと

もに、ユーザー企業等への試作物提供を拡充し、良好な結果が得

られている用途を絞り込み、社会実装を加速します。

② CNF安全性評価手法の開発　

　有害性試験手法の開発および排出・暴露評価手法の開発を行い、

各手法と適用事例・評価事例をとりまとめた手順書等を策定します。　　　　　　　

③木質系バイオマスの効果的利用に向けた特性評価

　原料である木材からのパルプ、各 CNFの特徴や木材の樹種の

違いによるCNF化のしやすさや性状の相違を明らかにし、CNF

利用促進のための原料評価書を策定します。

■木質バイオマスから各種化学品原料の一貫製造プロセスの開発

　木材の主要成分であるリグニン、セルロース、ヘミセルロース

を無駄なく利用し、化学品原料を製造する一貫プロセスの開発を

行っています。今年度は、一貫プロセス全体の最適化、品質評価、

コスト評価等を進めるとともに、ベンチレベルにスケールアップ

した一貫プロセスを構築し、事業性、経済性の評価等を進めます。
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「CNFの一貫製造プロセス（京都プロセス）と部材化技術開発」の概要 

「木質バイオマスから各種化学品原料の一貫製造プロセスの開発」の概要

セルロース

木質バイオマス

リグニン

化学変換による基幹化学品製造レブリン酸化合物

ヒドロキシメチルフルフラール

エンプラ用モノマー

スペシャリティー
ポリマー

化学変換

フェノール樹脂

ポリウレタン樹脂 駆動・電装部品、絶縁材料、
灰皿、オイルキャップ部品等

プラスチックフォーム断熱材等

自動車部品、フィルム

電気、電子部品

酵素
糖化

酵素
回収

膜利用糖化プロセス

濃縮
精製

糖

変性

リグニン

セルロース

セルロース

ヘミセルロース

ヘミセルロース

成分
分離技術

ポリカーボネート樹脂原料

機械化学品

事業紹介

　プラスチック等の化学品の大半は石油由来原料から製造されており、将来の石油枯渇リスク等を乗り越えるために
は、非石油由来原料への転換が重要です。
　本事業では、石油由来製品と比較して、コスト競争力のある非可食性バイオマスから化学品製造までの一貫製造プ
ロセスを開発します。

　平成 29年度は次のテーマについて引き続き研究開発を推進し

ます。

■ CNF（セルロースナノファイバー）の一貫製造プロセスと部

材化技術開発

　リグノ CNF強化樹脂テストプラントにおける製造体制を年間

5トンまで拡大し、ユーザー企業等への試作物提供を進めます。

　また、リグノ CNF強化樹脂の高品質化・成形技術の高度化・

用途開発を実施します。さらに、CNF部材の社会実装化を加速

するためCNF安全性評価技術及びCNFの特性評価を開始します。

■木質バイオマスから各種化学品原料の一貫製造プロセスの開発

　木材は主にリグニン、セルロース、ヘミセルロースの3成分で

構成されています。これら全てを無駄なく利用し化学品原料を製

造する一貫プロセスを開発します。

　リグニンについては、構造が複雑で工業的利用は限定的でした

が、芳香族化学品原料への変換技術を開発します。セルロースに

ついては、セルロースを構成する炭素を効率的に活用し化学品原

料に変換する技術を開発します。ヘミセルロースとセルロースに

ついては、酵素糖化と膜分離技術を応用し化学品原料を製造する

技術を開発します。

石油枯渇に備え植物からプラスチックをつくる製造技術の開発

CNFの一貫製造プロセスと部材化技術開発の事業概要

1 原料の選択 2 易解繊性パルプの開発

4 樹脂混練時にパルプの
CNF化と均一分散

3 解繊性・耐熱性向上

5 射出成形

原料バイオマス リグノパルプ製造 予備解繊 化学変性

マスターバッチ混練 ペレット製造 射出成形 成形品

木材細胞壁中の CNF（セルロースナノファイバー）（左上）
リグノ CNF強化樹脂の成形品（左下）
リグノ CNF強化樹脂で成形したエンジンカバー部品（右）
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■ CNF一貫製造プロセスと部材化技術開発

①高機能リグノセルロースナノファイバーの一貫製造プロセスと

部材化技術開発

　リグノ CNF強化樹脂を製造するテストプラントにおいて、解

繊性向上のための均一化学変性処理法やパルプ内部凝集阻止に関

する技術を開発し、効率的な化学変性処理法の開発を進めました。

　同時にユーザー企業等への試作物提供を進め、その結果の

フィードバックによる開発・改良を進めました。

② CNF安全性評価手法の開発

　有害性評価のため、中長期のラット気管内投与試験を実施し、

CNFの吸入影響評価を行いました。また、CNFの排出・暴露評

価のため、現場調査と模擬排出試験により評価事例のデータを集

積しました。

③木質系バイオマスの効果的利用に向けた特性評価

　原料樹種をトドマツ、カラマツ、コウヨウザン、シラカンバに

広げ、木質バイオマス、パルプ、CNFなどの各々の基礎特性の

解析を進め、CNFの性能に強く影響する因子との相関データを

集積しました。

■木質バイオマスから各種化学品原料の一貫製造プロセスの開発

　木材を化学品原料として利用可能な形で３成分に分離する要
素技術と、分離した各成分を利用した化学品製造プロセスの要素

技術を開発しています。リグニンについては複雑な構造を活かし

た化学品原料への変換技術を、セルロースについては構成する全

ての炭素を無駄なく活用した変換技術を、ヘミセルロースとセル

ロースについては酵素処理と膜分離技術で糖化する技術ととも

に、それぞれの化学品原料へ変換する技術を開発しました。

 技術開発成果
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実証プラント

プロジェクト紹介

最新のニュースリリースはこちら

 プロジェクト概要

 2019年度の研究開発テーマ

　世界では、経済発展に伴いエネルギー需要が急増しています。しかし、新興国等では、エネルギー有効利用技術の
導入が遅れているため、過度なエネルギー消費や環境問題を引き起こしています。NEDOは、これらの問題を解決
すべく、新興国政府と協力して、日本の優れた技術をシステムとして普及させる事業を展開しています。
　本事業では、大量のバイオマス保有国であるとともに、バイオエタノールおよびバイオケミカルといった産業的な
インフラが整っているタイ国において、製糖工場にある余剰バガスを原料とし、バイオエタノールや化学品に転用可
能なセルロース糖とオリゴ糖・ポリフェノールを併産する省エネ型システム技術の実証を行っています。

■実証設備の建設

　バガス処理能力 5000 t/年の実証設備の建設を行い、昨年 7

月に竣工式を行いました。（生産能力：セルロース糖 1400 t/年、

オリゴ糖 450 t/年、ポリフェノール 250 t/年）。

■実証運転

　2018年 7月以降、実証運転を開始し。各工程でのバッチ運転、

各設備稼働、マテリアルバランスを確認しています。並行して作

業標準の作成、稼働・安全面での課題抽出と対策を実施し、各工

程を一貫したプロセス実証を行っています。

　今年度末には 24時間の連続操業を行う予定です。　　　　　　　

■生産物の評価

　各生産物の品質評価を成分組成、飼料としての安全性の観点で、

現地の大学、企業と連携し推進しています。

　実際にプラントで生産された、セルロース糖、オリゴ糖、ポリ

フェノールを用い、マーケティングに向けた基本データの収集を

進めています。

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
（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）

事業期間：2016年度 ～ 2022年度（予定）
2019年度政府予算額：2.0億円

日本の高度な分離膜技術でエネルギーの有効利用に貢献
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バガス 前処理
バガス

糖化酵素

回収糖化酵素

前処理槽 糖化槽

固液分離

糖化残渣

MF膜 UF膜 NF/RO膜

糖濃度50%↑

セルロース糖

オリゴ糖

主成分グルコース

主成分キシロオリゴ糖

ポリフェノール

セルロース糖製造システム構成

2019年 7月実証プラント竣工式　集合写真

■省エネ型セルロース糖製造システム

　従来、非可食バイオマス由来の糖液は、バイオマス由来の繊維状固形物を大量に含んでいましたが、本システムでは、固液分離により

澄明な糖液を得たのちに、種類の異なる複数の分離膜に糖液を通すことで、高濃度のセルロース糖を生成します。一旦、膜で 20%程度

に糖液を濃縮することで、従来と比較し約 50％の省エネルギー効果が見込まれています。さらに、糖化酵素を分離・回収・再利用する

ことで、材料コストを抑えています。また、付加価値の高いオリゴ糖、ポリフェノールを同時併産することで、小規模でも高い事業採算

性が期待できるシステムになっています。

　2016年 8月タイ国家イノベーション庁（National Innovation Agency： NIA）と基本協定書を締結し、共同で本実証事業を進めて

います。現地実証サイト（タイ国ウドンタニ県）では、実証プラントの建設を行い、2018年 7月に竣工し、現在は実証運転を行い、各

種課題の抽出、対策を行っています。今年度末には 24時間連続操業を達成する予定です。

 技術開発成果

　今後は、実証運転を通し収集した各種データをもとに、将来的には、本実証システムをタイ国内で普及させ、食料と競合しない非可食

バイオマス由来のセルロース糖を原料とした各種化学品の生産と、タイ国でのバイオエタノール増産に貢献します。

 今後の展望
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フレキシブル有機 ELパネル

成果事例紹介

事業期間：2011年度 ～ 2017年度（終了事業）
事業総額：62.4億円

次世代有機エレクトロデバイスの評価技術を開発
次世代材料評価基盤技術開発プロジェクト

 プロジェクト成果

　近年、新規材料開発に要する期間の短縮が重要となってきています。しかし現状では、材料メーカーとユーザーが
それぞれ独自の評価を行っているため両者間での摺合せに長時間を要しています。
　本事業では、次世代有機エレクトロデバイス（有機 EL、有機薄膜太陽電池）において材料メーカーとユーザー（デ
バイスメーカー）が共通して活用できる評価技術（“共通のものさし”）の開発・検証を行いました。有機 ELに関しては、
水蒸気バリア性評価手法など 4件の国際標準化の達成に寄与し、有機薄膜太陽電池に関しては、従来より高速で寿命
予測が可能な加速寿命評価手法を確立しました（ペロブスカイト型で 10年の寿命を 46日間で予測可能）。
　これら評価手法に関連する技術により、材料メーカーの材料開発加速が期待できます。

寿命評価加速試験装置 有機 EL照明 透過型有機薄膜太陽電池

有機薄膜太陽電池
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 プロジェクト成果

　カーボンナノチューブやグラフェン、フラーレン等のナノ炭素材料は、その発見や研究の進展に日本の研究者が大
きく貢献し、日本が世界トップレベルにある材料です。また、ナノ炭素材料は非常に軽量、熱や電気の伝導率が高い
などの特徴を持つため、これらの材料を利用することでエネルギーの利用効率を大きく高めることができます。
　本プロジェクトでは、これらナノ炭素材料の実用的合成方法や、今までにない高特性を目指し、各種の応用製品に
向けたデバイス化や他材料との複合化による高機能化等に取り組んできました。また、実用化の加速を目指すため、
安全性・分散体評価技術を開発し、手順書を公表しました。
　実用化・製品化に向け、シート系熱界面材料や太陽電池、過酷環境向けゴム部品、ゴルフクラブへの適用など、さ
まざまな取り組みが進んでいます。

単層カーボンナノチューブ（CNT） 単層 CNT量産工場を稼働

既存素材との融合で新機能を生み出す
ナノ炭素材料の実用化を促進

低炭素社会を実現するナノ炭素材料実用化プロジェクト

事業期間：2010年度 ～ 2016年度 （終了事業）
事業総額：100.1億円

カーボンナノチューブ含有シート系熱界面材料 有機薄膜太陽電池
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成果事例紹介

杜仲由来の非可食性バイオマスを利用した
機能性ゴルフボールを商品化

非可食性植物由来化学品製造プロセス技術開発

 プロジェクト成果

 プロジェクト成果

　日立造船（株）を主体とする産学連携グループが開発し
た高機能バイオ複合材料を用いて、キャスコ（株）は、高
い耐衝撃性を実現する機能性ゴルフボール「BIOSPIN®」
として商品化し、2018年 5月より販売中です。
　今後、耐衝撃性や高強靱性に優れた高機能バイオ複合材
料は、これらスポーツ分野のほか、自動車等の輸送機器の
内装や生体材料分野など、さまざまな分野への応用が期待
されます。

　京都大学を主体とする産学連携グループがセルロースナ
ノファイバー（CNF）補強の樹脂材料とその製造プロセス
の開発（京都プロセス）に取り組んだ成果をもとに、星光
PMC（株）が 2018年 1月に CNF複合材料「STARCEL®」
の商業生産を開始しました。
　さらに、本材料が（株）アシックスの最新ランニング
シューズ製品「GEL-KAYANO® 25」のミッドソール部材
の原材料の一部に採用され、世界規模で販売される CNF
適用シューズとして世界初の商品発売となりました。

機能性ゴルフボール「BIOSPIN®」

CNF適用シューズ「GEL-KAYANO® 25」

世界初、CNF複合材料が最新ランニングシューズに採用
グリーン・サステイナブルケミカルプロセス基盤技術開発
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広報活動紹介

会場の様子 展示物の例： 木質バイオマスから各種化学品原料への一貫プロセスの
流れに沿った中間品

会場の様子 展示物の例：DNA合成装置

2019年 1月 30日 ～ 2月 1日＠東京ビッグサイト

2018年 10月 10日 ～ 12日＠パシフィコ横浜

「nano tech 2019」に出展

「BioJapan 2018」に出展

　ナノテクノロジーを応用した環境問題の解決に貢献する材料および製品・技術を発信する世界最大規模の展示会で
ある「nano tech 2019」に出展し、バイオマスプラスチック、カーボンナノチューブなどの高機能性素材、プリンテッ
ドエレクトロニクス材料、革新的な構造材料など、最先端技術の展示を行いました。また、材料・ナノテクノロジー
関連分野における川上・川下産業や異分野・異業種間のビジネスマッチングの場を提供しました。
　NEDOブースには約 21,500人（全体の約 50％）が来場し、会期中に 520 件以上のお問い合わせがありました。

　創薬、医療、機能性食品、研究機器等の分野における最先端のバイオ技術総合展示会である「BioJapan 2018」に
出展し、材料・ナノテクノロジー部が取り組む材料開発を紹介し、ビジネスマッチングの場を提供しました。また、
10日には NEDOセミナーとしてバイオ関連の政策動向、2018年度から開始された第 2期 SIPにおけるバイオ関連
分野に関する取組概要、また NEDOスマートセルプロジェクトの研究成果について、経済産業省、内閣府、NEDO
プロジェクト実施者よりご講演いただきました。さらに 11日には JST・ALCAとの合同シンポジウムを開催し、主
に若手研究者から最先端の研究をご紹介いただきました。
　NEDOブースには 2,500人を超える多くの方に来場いただき、会期中に 60件以上のお問い合わせがありました。
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情報提供・支援制度等

プロジェクト参画組織一覧

革新的新構造材料等研究開発

新構造材料技術研究組合（ISMA）

次世代構造部材創製・加工技術開発
RIMCOF技術研究組合
宇部興産株式会社
株式会社 IHI
株式会社ジャムコ

川崎重工業株式会社
国立大学法人東京大学
国立大学法人東北大学
シキボウ株式会社

省エネ製品開発の加速化に向けた複合計測分析システム研究開発事業
株式会社島津製作所
日本電子株式会社
株式会社日立ハイテクノロジーズ
株式会社堀場製作所
住友ゴム工業株式会社

TDK株式会社
国立大学法人九州工業大学
国立大学法人名古屋大学
国立研究開発法人産業技術総合研究所

次世代自動車向け高効率モーター用磁性材料技術開発

高効率モーター用磁性材料技術研究組合（MagHEM）

超先端材料超高速開発基盤技術プロジェクト
先端素材高速開発技術研究組合（ADMAT）
国立研究開発法人産業技術総合研究所
日鉄ケミカル＆マテリアル株式会社
東レ株式会社
三菱ケミカル株式会社
三井化学株式会社
積水化学工業株式会社

住友化学株式会社
旭化成株式会社
学校法人大阪電気通信大学
国立大学法人東京大学
国立研究開発法人物質・材料研究機構
国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学

ＩｏＴ社会実現のための超微小量センシング技術開発
一般財団法人マイクロマシンセンター
株式会社タニタ
国立大学法人電気通信大学
公立大学法人富山県立大学
技術研究組合 NMEMS技術研究機構
国立大学法人埼玉大学
株式会社ワイエイシイダステック

コニカミノルタ株式会社
国立研究開発法人産業技術総合研究所
東電タウンプランニング株式会社
東電設計株式会社
国立大学法人神戸大学
国立大学法人東京医科歯科大学
国立大学法人大阪大学

二酸化炭素原料化基幹化学品製造プロセス技術開発

人工光合成化学プロセス技術研究組（ARPChem）

有機ケイ素機能性化学品製造プロセス技術開発
国立研究開発法人産業技術総合研究所
公立大学法人大阪大阪市立大学
学校法人早稲田大学

国立大学法人群馬大学
学校法人関西大学
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機能性化学品の連続精密生産プロセス技術の開発
国立研究開発法人産業技術総合研究所
東京理化器械株式会社
東和薬品株式会社

富士フイルム株式会社
国立大学法人東京大学

植物等の生物を用いた高機能品生産技術の開発
石川県公立大学法人石川県立大学
江崎グリコ株式会社
エディットフォース株式会社
学校法人明治大学
株式会社アミノアップ
株式会社島津製作所
株式会社竹中工務店
キリンホールディングス株式会社
公益財団法人かずさ DNA研究所
公益財団法人地球環境産業技術研究機構
公益財団法人北海道科学技術総合振興センター
神戸天然物化学株式会社
国立研究開発法人産業技術総合研究所　
国立研究開発法人理化学研究所
国立大学法人九州大学
国立大学法人京都大学　
国立大学法人神戸大学
国立大学法人千葉大学
国立大学法人筑波大学　
国立大学法人東京大学
国立大学法人東北大学
国立大学法人徳島大学
国立大学法人長岡技術科学大学

国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学
国立大学法人広島大学
国立大学法人北海道大学
国立大学法人横浜国立大学
JSR株式会社
長瀬産業株式会社
新潟科学技術学園新潟薬科大学
不二製油グループ本社株式会社
ホクサン株式会社
北海道三井化学株式会社
三菱ケミカル株式会社
株式会社日立製作所
株式会社ニコンインステック
東レ株式会社
福岡県醤油醸造協同組合
天野エンザイム株式会社
学校法人近畿大学
一般財団法人バイオインダストリー協会
独立行政法人製品評価技術基盤機構
学校法人高崎健康福祉大学
旭化成ファーマ株式会社
味の素株式会社

非可食性植物由来化学品製造プロセス技術開発
宇部興産株式会社
王子ホールディングス株式会社
国立研究開発法人産業技術総合研究所
国立研究開発法人森林研究・整備機構
国立大学法人京都大学
国立大学法人東京大学
住友ベークライト株式会社
星光 PMC株式会社
地方独立行政法人京都市産業技術研究所
東レ株式会社
日本製紙株式会社

三井化学株式会社
三菱ケミカル株式会社
ユニチカ株式会社
第一工業製薬株式会社
大王製紙株式会社
国立大学法人京都工芸繊維大学
株式会社スギノマシン
国立大学法人大阪大学
三菱鉛筆株式会社
国立大学法人東京工業大学

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
（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）
東レ株式会社 
三井製糖株式会社

三井物産株式会社
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情報提供・支援制度等

本書では、カーボンナノチューブ（CNT）をご存じない方々や、これから
CNT研究に取り組む方々に材料としてのCNTの魅力を伝え、ご理解
いただくようにまとめています。

カーボンナノチューブのすべて

最先端技術を実用化につなげるために、技術開発とともに普及を後押しする取り組みも同時に必要となります。
NEDOは技術開発や実証事業で得られた知見・成果を広く多くの皆さまにご活用いただくため、
データベースの整備や人材育成等を総合的に実施することで、さまざまな情報提供を行っています。

情報提供

少子高齢化、産業の空洞化、社会インフラ保全、災害対応等、ロボットに
よる社会課題の解決や産業の発展、ロボットビジネスの活性化を目指し、
ロボット産業の現状、課題、将来展望等、専門家の知見をまとめています。

NEDOロボット白書

NEDOロボット白書

オープンイノベーション・ベンチャー創造協議会とともに、日本のオープンイ
ノベーションに関するデータ等の集約、共有を目的に、一定の成果を上げて
いる国内外の事例等も含め、取り組みの現状を可視化しています。

オープンイノベーション白書

NEDOオープンイノベーション白書

本書では、NEDOが2005年から継続的に調査してきたレアメタルの需
給状況動向や、各国の政策動向の調査結果について分かりやすくまとめ
ています。

解説レアメタル

書籍の発行
最新の情報をお届けするメール配信サービスはこちら
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再生可能エネルギーの大量導入を前に、新たなビジネス創出や政策
ニーズ等も踏まえて、各種再生可能エネルギーの最新動向や普及に向
けた技術的課題やその解決策等を、具体的に紹介しています。

NEDO再生可能エネルギー技術白書

NEDO再生可能エネルギー技術白書

水素の特徴から、エネルギーとしての利用の意義、政策動向、水素の製
造、輸送、貯蔵、利用まで、関連する技術動向や課題、今後の方向性等、
水素エネルギーを取り巻く国内外の情報を体系的に取りまとめています。

NEDO水素エネルギー白書

NEDO水素エネルギー白書

TSC Foresight

技術戦略研究センター（TSC）では、産業技術分野やエネルギー・環
境技術分野の技術動向についてまとめたレポート「TSC Foresight」
を作成し、NEDOウェブサイトに掲載しています。各技術分野の国内外
の技術開発動向や市場動向、さらには日本の国際的な産業競争力等の
状況や今後に向けた技術開発課題を公表しています。
また、「TSC Foresight」の公表にあわせて、「TSC Foresight」 セミ
ナーを開催し、活動内容や各技術分野の「TSC Foresight」の概要を
紹介。さらに、各界を代表する有識者による講演等を行い、当該分野の
最新動向や技術開発の方向性について討議しています。

「TSC Foresight」セミナー
「TSC Foresight」イメージ

NEDO特別講座

先端分野や融合分野の技術を支える人材の育成と人的交流の面から
産学官連携を促進するための「場」を形成することを目的に、2006年
度から「NEDO特別講座」を開設しています。具体的には、大学等が中
心となって成果を上げているプロジェクトや国内最高レベルの研究拠点
において、人材育成や人的交流の展開、周辺研究の実施も含めた総合
的なサポートを行っています。2018年度からは「ロボット性能評価手法
に係る特別講座」をNEDO特別講座として実施しています。

「実データで学ぶ人工知能講座」の様子
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情報提供・支援制度等

イノベーション推進部　

　　　044-520-5173 　　   044-520-5178

省エネルギー技術の研究開発を支援

戦略的省エネルギー技術革新プログラム

「省エネルギー技術戦略」に掲げる産業・民生・運輸部門等の省エ
ネルギーに資する重要技術を中心とした、2030年に高い省エネ
効果が見込まれる省エネルギー技術について、事業化までシーム
レスに技術開発を支援します。

省エネルギー部　

　　　044-520-5180
再生可能エネルギー分野の重要性に着目し、中小企業等（ベン
チャー企業を含む）が保有している潜在的技術シーズを基にした技
術開発を、フェーズA（フィージビリティ・スタディ）、フェーズB（基
盤研究）、フェーズC（実用化研究開発）、フェーズＤ（大規模実証研
究開発）として実施し、事業化を見据えた支援を行います。

再生可能エネルギー分野の事業化を目指した技術開発を支援

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
（旧：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）

イノベーション推進部　

　　　044-520-5171 　　  044-520-5178

福祉用具の実用化を支援

課題解決型福祉用具実用化開発支援事業

福祉用具の実用化開発を促進し、高齢者、心身障がい者などの自
立や社会参画、介護者の負担軽減を図り、QOLを向上することを
目的に助成金を交付します。

イノベーション推進部　

　　　044-520-5175 　　   044-520-5178Tel Fax

Tel Fax

Tel

Tel Fax

Tel Fax

シード期の研究開発型ベンチャーを支援

研究開発型ベンチャー支援事業

創業期の研究開発型ベンチャーを支援する国内外のベンチャー
キャピタル、シード・アクセラレーター等を認定し、それらによる出
資を条件とした研究開発型ベンチャーへの助成を実施します。

将来の国家プロジェクトになり得る革新的な技術シーズを発掘

NEDO先導研究プログラム

省エネルギー・新エネルギー・CO2削減などのエネルギー・環境
分野および産業技術分野において、2030年度以降の実用化を見
据えた革新的な技術・システムの先導研究を支援します（新技術
先導研究プログラム）。また、2050年の温室効果ガス削減に大き
な可能性を有し、従来の発想によらない革新的な低炭素技術につ
いても支援します（未踏チャレンジ2050）。

イノベーション推進部

　　　044-520-5174 　　   044-520-5177

研究開発型ベンチャー・中小企業向け
支援メニュー
最新の支援制度については、NEDOウェブサイトにある
「研究開発型ベンチャー・中小企業向け支援メニュー」で
まとめて紹介していますので、ご覧ください。

主な支援制度
NEDOは新たな技術シーズの発掘や産業構造のイノベーションを支援するため、
さまざまな支援制度を設けています。
これらの制度の詳しい案内については、担当部署までお問い合わせください。

NEDO　中小ベンチャー支援

民間企業／大学等への支援
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機構概要
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（New Energy and Industrial Technology Development Organization）

2003年10月1日（前身の特殊法人は1980年10月1日設立）

非化石エネルギー、可燃性天然ガスおよび石炭に関する技術ならびにエネルギー使用
合理化のための技術ならびに鉱工業の技術に関し、民間の能力を活用して行う研究開
発、民間において行われる研究開発の促進、これらの技術の利用の促進等の業務を
国際的に協調しつつ総合的に行うことにより、産業技術の向上およびその企業化の促
進を図り、もって内外の経済的社会的環境に応じたエネルギーの安定的かつ効率的な
供給の確保ならびに経済および産業の発展に資することを目的としています。

技術開発マネジメント関連業務等

経済産業大臣

独立行政法人通則法／国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法

1000名（2019年4月1日現在）

約1571億円（2019年度）

理事長　　石塚 博昭
副理事長　及川 洋
理事　　　三橋 敏宏 ・ 久木田 正次 ・ 佐藤 嘉晃 ・ 今井 淨 ・ 小林 出
監事　　　中野 秀昭 ・ 江上 美芽

（2019年10月1日現在）

名称

設立

目的

主な事業内容

主務大臣

根拠法等

職員数

予算

役員

組織図
理 事 長

副 理 事 長
理 事

イノベーション推進部

ロボット・AI部

IoT推進部

材料・ナノテクノロジー部

省エネルギー部

新エネルギー部

環境部

スマートコミュニティ部

総務部

人事部

経理部

リスク管理統括部

資産管理部

システム業務部

評価部

広報部

関西支部

海外事務所

監事

　      監事室

プロジェクトマネジメント室

ムーンショット型研究開発事業推進室

技術戦略研究センター

AI社会実装推進室

次世代電池・水素部

蓄電技術開発室

国際部

地球環境対策推進室

バイオエコノミー推進室

（2019年10月1日現在）
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〒212-8554　神奈川県川崎市幸区大宮町1310　ミューザ川崎セントラルタワー19F
材料・ナノテクノロジー部
 Tel 044-520-5220（代表）　Fax 044-520-5223
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●本部
〒212-8554
神奈川県川崎市幸区大宮町1310
ミューザ川崎セントラルタワー（総合案内16F）
TEL ： 044-520-5100（代表）　FAX ： 044-520-5103

●関西支部
〒530-0011
大阪府大阪市北区大深町3-1
グランフロント大阪 ナレッジキャピタル タワー C 9F
TEL ： 06-4965-2130　FAX ： 06-4965-2131

●ワシントン
1717 H Street, NW, Suite 815
Washington, D.C. 2 0 0 0 6 U.S.A.
TEL : +1-202- 822 -9298 

●シリコンバレー
3945 Freedom Circle, Suite 790 
Santa Clara, CA 9 5 0 5 4 U.S.A.
TEL ： +1- 408-567- 8033
FAX ： +1-408-567-9831

国　内　拠　点

海　外　事　務　所

●欧州
10, rue de la Paix 75002 
Paris, France 
TEL : +33 -1-4450-1828 
FAX : +33 -1-4450-1829

●ニューデリー
15th Floor, Hindustan Times House,
18-2 0 Kasturba Gandhi Marg, 
Connaught Place,
New Delhi 110 0 01, India
TEL ： +91-11-4351-0101
FAX ： +91-11-4351-0102 

●北京
2001 Chang Fu Gong Office Building 
Jia-26, Jian Guo Men Wai Street 
Beijing 100022, P.R.China
TEL : +86-10-6526-3510 
FAX : +86-10-6526-3513

●バンコク
8th Floor, Sindhorn Building Tower 2
130-132 Wittayu Road, Lumphini 
Pathumwan
Bangkok 10 3 3 0, Thailand
TEL : +66 -2 -256 -6725 
FAX : +66 -2-256-6727


