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新生新生NEDONEDO技術開発機構と技術開発機構と
競争力強化へ向けての研究開発競争力強化へ向けての研究開発

2004. 2.26

独立行政法人 NEDO技術開発機構

副理事長 光 川 寛
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我が国産業界の技術を巡る最新状況

｢企業インタビュー｣｢企業インタビュー｣ ((22月末時点で月末時点で7070社強社強
実施実施))による企業の生の声による企業の生の声

1) 目先の商品開発に追われ、中長期(10-15年) 
のR&Dが停滞

2) ｢出口｣を見つつ、スピーディな研究着手と
方向転換が重要

3) 政府には、同業他社との横並びプロジェクト
よりも、相互補完的(垂直型)な戦略連携での
R&D支援を期待
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企業の研究開発推進へ向けての最近の動き

以下の企業の研究開発への取組に注目以下の企業の研究開発への取組に注目

1）基礎的分野も ｢市場｣ ｢製品｣ ｢技術｣の3層
からなるロードマップ等で進捗管理

2）コア分野が明確に絞りこまれている企業は
強い。コア技術は自社内に抱えこみ、周辺
技術は外部リソースを活用

3）研究部門と事業部門の連携が一層緊密化
デキる企業は研究部門の発信力強し
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NEDOの競争力強化へ向けての使命

NEDONEDOはは

1) 産業技術・エネルギー/ 環境分野の中核的
政策実施機関
(研究開発プロジェクトの計画策定、実施体制
づくり、プロジェクト運営)

2) 企業・大学に｢利用しやすく｣ 、経済再生へ向け

｢成果を挙げる｣として、全面的に改革を実施

(脱｢お役所｣仕事)
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NEDOの位置付け

研究開発プロジェクトの推進研究開発プロジェクトの推進研究開発プロジェクトの推進研究開発プロジェクトの推進研究開発プロジェクトの推進研究開発プロジェクトの推進研究開発プロジェクトの推進研究開発プロジェクトの推進
産学官の総力を結集し、高度の研究開発マネジメントを実施
産業界等のニーズを踏まえた制度改善と柔軟な運用

経済産業省経済産業省経済産業省経済産業省経済産業省経済産業省経済産業省経済産業省
「プログラム基本計画」等

産業界産業界産業界産業界産業界産業界産業界産業界 大大大大大大大大 学学学学学学学学 公的研究機関公的研究機関公的研究機関公的研究機関公的研究機関公的研究機関公的研究機関公的研究機関

総合科学技術会議総合科学技術会議総合科学技術会議総合科学技術会議総合科学技術会議総合科学技術会議総合科学技術会議総合科学技術会議
「科学技術基本計画」等

NEDONEDO

政策当局との連携政策当局との連携政策当局との連携政策当局との連携

利用しやすい利用しやすい利用しやすい利用しやすいNEDO 成果を挙げる成果を挙げる成果を挙げる成果を挙げるNEDO
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Plan-Do-Seeのサイクルによる
最適なプロジェクト運営の考え方

3年目を目途に中間評価、終了後
事後評価を全件実施。

　 ( 14年度実績：中間13件、事後26件、
15年度予定：中間27件、事後30件 ）

さらに追跡調査を実施し、成果の把握
と以後のマネジメントの改善に反映。

プロジェクト実施者のフォーメーション
プロジェクトリーダーとNEDOとの適切な
役割分担による効果的なマネジメント。
複数年度契約による継続的かつ円滑な
事業の推進。

産業技術政策を踏まえた適切な
プロジェクト基本計画の作成。
迅速・公正なプロジェクト選定。
評価結果を適切に翌年度予算
要求に反映。

成果を挙げる成果を挙げる成果を挙げる成果を挙げる成果を挙げる成果を挙げる成果を挙げる成果を挙げるNEDONEDO
利用しやすい利用しやすい利用しやすい利用しやすい利用しやすい利用しやすい利用しやすい利用しやすいNEDONEDO Plan(Plan(企画・査定企画・査定))

企画企画企画企画企画企画企画企画

See(See(評価評価))

技術評価技術評価技術評価技術評価技術評価技術評価技術評価技術評価

Do(Do(運営運営))

プロジェクトプロジェクトプロジェクトプロジェクトプロジェクトプロジェクトプロジェクトプロジェクト
マネジメントマネジメントマネジメントマネジメントマネジメントマネジメントマネジメントマネジメント

適な適な適な適な適な適な適な適な
プロジェクト運営プロジェクト運営プロジェクト運営プロジェクト運営プロジェクト運営プロジェクト運営プロジェクト運営プロジェクト運営
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NEDOの改革 (1)

｢利用しやすい｢利用しやすいNEDONEDO｣｣へ向け、へ向け、

｢本来複数年度にまたがる研究開発が、なぜ
単年度契約なのか?｣

｢渡し切り｣の運営費交付金で、複数年度契約
を導入しました。

｢提案公募制度は、なぜ年に1度しかチャンスが
ないのか?｣

年間2回の公募を実施します。

｢なぜこんなに手続・書類・検査が複雑なのか?｣
事後チェック重視と書類簡素化を今後進めます。
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NEDOの改革 (2)

｢成果を挙げる｢成果を挙げるNEDONEDO｣｣へ向け、へ向け、

｢ナショプロは本当に成果が挙がっているのか?｣
第3者による中間/ 事後評価を行い、結果を
公開しています。

成果を挙げているものは加速・拡充し、挙げて
いないものは中止・縮小・方向転換しています。

｢護送船団方式でやっているのではないか?｣
｢安易な業界横並び｣を排し、企業規模等に
拘らず、｢技術とやる気｣で採択しています。
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NEDOの改革 (3)

加速・拡充加速・拡充(15(15年度年度))の例の例
　　= = 当初の政府予算以上の配分により加速当初の政府予算以上の配分により加速　　

1）細胞内ネットワークのダイナミズム解析
(横河電機等)　～ 細胞を｢生きたまま｣観測

2）マイクロ波励起高密度プラズマ技術
(東京エレクトロン・東北大)　～ 半導体の微細加工

3）ナノガラス
(日立)　～ 次々世代DVD用ガラス材料

4）固体高分子形燃料電池セパレータ
(住友金属)　～ 自動車搭載用燃料電池
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NEDOの改革 (4)

厳格な評価の実施厳格な評価の実施

　＜平成15年度中間評価結果＞

　　　　中間評価対象事業： 全29件

事業を加速し実施する事業：事業を加速し実施する事業：事業を加速し実施する事業：事業を加速し実施する事業： 2件件件件
実質的に中止する事業：実質的に中止する事業：実質的に中止する事業：実質的に中止する事業： 2件件件件
テーマの一部を中止する事業およびテーマの一部を中止する事業およびテーマの一部を中止する事業およびテーマの一部を中止する事業および
計画を一部修正・再検討し実施する事業：計画を一部修正・再検討し実施する事業：計画を一部修正・再検討し実施する事業：計画を一部修正・再検討し実施する事業： 15件件件件
概ね現行どおり実施する事業概ね現行どおり実施する事業概ね現行どおり実施する事業概ね現行どおり実施する事業 ：：：：12件件件件

　　　　 ※※※※ 一部重複するため、合計件数は一部重複するため、合計件数は一部重複するため、合計件数は一部重複するため、合計件数は29件とならない。件とならない。件とならない。件とならない。
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NEDOの研究開発推進への｢3類型｣の事業

｢シーズ発掘｣から｢実用化支援｣まで｢シーズ発掘｣から｢実用化支援｣まで
33類型の研究開発事業を実施類型の研究開発事業を実施

1) 将来の産学技術シーズ発掘シーズ発掘のため、大学等
からの提案公募研究

2) 中長期・ハイリスク中長期・ハイリスクの研究テーマへ向けて
産学官の力を結集するプロジェクト

3) 実用化・企業化へ向けての企業ニーズに
直結する実用化助成実用化助成

★上記｢3類型｣への予算配分は概ね
7070億円：億円： 15001500億円：億円： 100100億円億円です
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電子･情報分野の研究開発(基本方針)

ITIT産業のビジネスモデル変化に即応した産業のビジネスモデル変化に即応した
研究開発を研究開発を

1) 半導体は少品種量産(DRAM)モデルから
多品種変量生産(デジタル家電用システム
LSI)モデルへ

2) 半導体プロセスの技術はデバイス/ 装置/
材料の「三位一体」体制で

3) ディスプレイは液晶/ PDP/ 有機EL/ FEDと
多正面作戦へ突入
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時間、空間に制約されないライフライン（ネットワークがすみずみまで行き渡った社会）

便利で安心安全な質の高い生活と、効率的で活気のある元気な社会の実現

ＩＴ利活用による「元気・安心・感動・便利」社会の実現（e-Japan戦略Ⅱ）ＩＴ戦略本部

総合科学
技術会議

高度な情報通信（ＩＴ）社会の実現

Ｉ
Ｔ
産
業
の
国
際
競
争
力
の
強
化

我
が
国
産
業
発
展
の
促
進

ＮＥＤＯ中期目標

電子商取引電子商取引電子商取引電子商取引 遠隔ＸＸ遠隔ＸＸ遠隔ＸＸ遠隔ＸＸ 教育教育教育教育 携帯、ＰＤＡ携帯、ＰＤＡ携帯、ＰＤＡ携帯、ＰＤＡ

デジタルエコノミーのインフラ技術デジタルエコノミーのインフラ技術デジタルエコノミーのインフラ技術デジタルエコノミーのインフラ技術

ユーザビリティ技術ユーザビリティ技術ユーザビリティ技術ユーザビリティ技術

コンピュータ技術コンピュータ技術コンピュータ技術コンピュータ技術 ネットワーク技術ネットワーク技術ネットワーク技術ネットワーク技術

半導体技術半導体技術半導体技術半導体技術

情報システムの高度化、

安全・高信頼化

高速化、高機能化、
高速ワイヤレス

半導体デバイスの高集積化、低消費電力化、設計効率化、多品種少量生産、ＰＦＣ対策

ストレージ・メモリ技術ストレージ・メモリ技術ストレージ・メモリ技術ストレージ・メモリ技術
ストレージ、不揮発性メモリ
の大容量化

基幹業務用サーバ基幹業務用サーバ基幹業務用サーバ基幹業務用サーバ

高信頼性サーバ高信頼性サーバ高信頼性サーバ高信頼性サーバ

情報機器のユーザインターフェース、ディスプレイ、相互運用性、セキュリティ等の向上

いつでも、だれでも、どこでもいつでも、だれでも、どこでもいつでも、だれでも、どこでもいつでも、だれでも、どこでも

デジタル情報家電デジタル情報家電デジタル情報家電デジタル情報家電

２

電子・情報技術の俯瞰図電子・情報技術の俯瞰図
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電子･情報分野の研究開発(最近の成果)

次世代次世代((線幅線幅6565//4545nmnmノードノード))以降の全く新しい以降の全く新しい
絶縁膜材料・プロセス開発に成功絶縁膜材料・プロセス開発に成功

髪の毛1本の太さに約1500本の線幅。

現在量産化されている先端製品は130nm～90nm。

情報家電に搭載される先端システムLSI実現

(高速/ 低消費電力/ 小型化)に不可欠。

目標はさらに次の世代の45nmレベル 。

MIRAIMIRAI ((次世代半導体プロセス・材料次世代半導体プロセス・材料))



15

電子･情報分野の研究開発(注目プロジェクト)

紙のように薄くて軽く、電力消費量の少ない紙のように薄くて軽く、電力消費量の少ない
｢夢の次世代ディスプレイ｣｢夢の次世代ディスプレイ｣

山形大 城戸教授と東北パイオニア・大日本印刷

等による｢産学連携・少数精鋭｣型プロジェクト。

これまでに、世界 先端レベルの発光効率
(低消費電力)や動画対応機能を達成。

情報家電用のディスプレイとして、大きな市場を
形成する見通し。

有機有機ELELディスプレイディスプレイ
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DNPパイオニア

千葉大オープンラボ等でも大好評!

Media Fashion

3inフィルムEL

⇒　動画、⇒　動画、⇒　動画、⇒　動画、TVに期待！に期待！に期待！に期待！

フレキシブル有機EL開発状況
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バイオ分野の研究開発(基本方針)

日本の強み日本の強み((幅広い関連産業幅広い関連産業))集積を 大限集積を 大限
に生かした研究開発をに生かした研究開発を

製薬製薬製薬製薬製薬製薬製薬製薬

化学化学化学化学化学化学化学化学

日本の強みを発揮日本の強みを発揮日本の強みを発揮日本の強みを発揮日本の強みを発揮日本の強みを発揮日本の強みを発揮日本の強みを発揮
できるバイオ産業できるバイオ産業できるバイオ産業できるバイオ産業できるバイオ産業できるバイオ産業できるバイオ産業できるバイオ産業

計測機器計測機器計測機器計測機器計測機器計測機器計測機器計測機器
・ツール・ツール・ツール・ツール・ツール・ツール・ツール・ツール

｢身体機能｣や｢病気｣
に関する技術

｢物質｣や｢反応｣
に関する技術

DNAやタンパク質の構造情報
を高速・大量処理する技術

｢分析｣｢計測｣｢抽出｣
に関する技術

情報処理情報処理情報処理情報処理情報処理情報処理情報処理情報処理
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　　　　　　　　　　　　遺伝子型の分類遺伝子型の分類遺伝子型の分類遺伝子型の分類

・遺伝子多型情報を使った疾患
　関連遺伝子の探索

　　　　生体分子の構造機能解析生体分子の構造機能解析生体分子の構造機能解析生体分子の構造機能解析

　・膜タンパク質等の構造と生理的
　　役割の解析
　・ｃＤＮＡを活用した遺伝子やタ　
　　ンパク質の機能解析
　・糖鎖の合成、糖タンパク質の構
　　造解析及び関連遺伝子の整備

　　　　　　　　　　　　計測・解析技術計測・解析技術計測・解析技術計測・解析技術

・生体分子を計測する技術・機　
　器システムの開発

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　創薬支援技術創薬支援技術創薬支援技術創薬支援技術

・生体細胞内の情報伝達メカニズムを可
　視化し動態分析を行う技術
・細胞抽出液から目的の生体分子を高効
　率に分析する技術
・タンパク質を検出・解析する計測チップ
・微粒子に作用する分子を単離する技術

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　医療機器技術医療機器技術医療機器技術医療機器技術

★光学マーカーにより生体内タンパク質
　　等を検出する高精度内視鏡
・血管内センサーと薬剤投与システム
・低侵襲手術のための診断・治療ｼｽﾃﾑ
・電気信号を用いた視覚回復技術
・体内埋め込み人工心臓システム
・酸素運搬用の人工赤血球の製造
・人工骨・人工関節、軟骨用の材料
・細胞組織の培養及び機能診断技術

　　　　　　　　　　　　　　　　　生活支援技術　生活支援技術　生活支援技術　生活支援技術

・ホームヘルスケアのための高性能な健
　康モニター機器システム

医
療
機
器
等
の
実
用
化
補
助
事
業

医薬品

計測装置

バイオメディカル技術と産業バイオメディカル技術と産業

DNA

生体分子

臓器

身体 健康機器

診断機器

治療機器
人工臓器

＜製品＞ ＜関連企業＞

富士通
日立、ＮＥＣ
島津製作所
横河電機
TUMｼﾞｰﾝ

ＤＮＡ研究所

武田薬品工業
山之内製薬
塩野義製薬
第一製薬
三井情報開発

日立
松下電工
三菱電機
TOTO
シャープ

オリンパス
東芝ﾒﾃﾞｨｶﾙ
日立メディコ
三菱電機
タカラバイオ

ｱｲｼﾝｺｽﾓｽ
（ﾒﾄﾞｳｨﾙ）
ニデック
テルモ
セルシード

＜対象部位＞ ＜推進中のプロジェクト＞ ＜開発効果＞

研究用及び臨床用の計測技
術は我が国の得意分野。
田中耕一氏のように革新的
計測原理・方式の開発できれ
ば世界を席巻できる。横河電
機の共焦点レーザー顕微鏡
は細胞内動態をみる新方式。

生体のレセプター機構の解明
と作用物質の探索や評価が
スピードアップﾟすることにより、
新薬の開発が大幅に効率化
する。ゲノム情報と薬効を関
連づけることは製薬業界の新
分野であり、主戦場。

CT、MRI等を活用して人体を
動的に観察する装置は成長
分野。また、健康診断を行う
チップも進歩が早い分野。バ
イオ技術のいち早い応用によ
り世界市場が狙える。オリン
パスの内視鏡技術は世界一。

国際的には成長分野である
が、国内では治験、製造物責
任等の問題があり、競争力は
低い。特定目的会社を設立す
るなど研究成果を確実に実
用化していく。

我が国が競争力を有する家電、
住宅設備企業が注目する分
野である。日立、TOTOなどが

トイレ等の生活場面と情報機
器との接続により、在宅医療
産業を開発しようとしている。

★は１６年度新規テーマ

基本戦略：バイオの先端研究を医療技術に体化する。

バイオメディカル技術パネルバイオメディカル技術パネルバイオメディカル技術パネルバイオメディカル技術パネル
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　基盤技術基盤技術基盤技術基盤技術

・遺伝子組換えにより有用物質を
　生産する細胞の創出

・植物が各種の物質を生産するメ
　カニズムの解明・活用技術　

　　　　　　プロセス技術プロセス技術プロセス技術プロセス技術

★生物機能を活用した有用物質の生
　　産プロセスの実用化助成

・遺伝子組換えにより植物を有用物　
　質の生産に活用する技術

・生物化学プロセス等を活用した新し
　い生産技術

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　インフラ整備インフラ整備インフラ整備インフラ整備

　・未発見の微生物や難培養微生物からの遺伝資源の取得及び保存
　・遺伝子組換え体の評価・管理に関する手法の研究

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　環境利用技術環境利用技術環境利用技術環境利用技術

・微生物を利用した嫌気性プロセスに
　よる有害物質の分解・処理技術

・環境中の特定の微生物の追跡・モ　
　ニタリングﾞ技術　

有用タンパ
ク質（抗体）

＜推進中のプロジェクト＞ ＜製品＞ ＜関連企業＞ ＜開発効果＞

花王
カルピス
味の素
ヤクルト
キリンビール
明治製菓

機能性化学品
（医薬中間体
機能性食品）

汎用化学品

環境修復・
廃棄物処理

中外製薬
山之内製薬
田辺製薬
協和発酵

三菱化学
日本触媒
豊田中央研究所
キッコーマン
王子製紙

クボタ
清水建設
大成建設
栗田工業
荏原製作所

多くのタンパク質は化学合成
できない生体高分子である。
遺伝子組換え技術の進歩に
より、ガン、喘息、リュウマチ
等の治療薬として巨大市場
が期待されている。

地球温暖化対策として、石
油化学系プラスチックを植物
由来プラスチックに代替する
動きが進みつつある。
トヨタ自動車が自動車内装
用に採用を始めた。

低コストでの汚染土壌の修復、
廃棄物処理等が可能であり、
利用分野が広がっている。
PCB等の処理にも利用可能。

微生物

植物

動物細胞

★は１６年度新規テーマ

基本戦略：　基盤技術を実用化プロセスに体化させる。

健康志向により機能性食品
は国内で急成長中。海外市
場はまだ開拓されておらず、
先進国等への展開が十分に
期待できる。
花王の健康エコナは販売拡
大中。

バイオプロセス技術と産業バイオプロセス技術と産業
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バイオ分野の研究開発(最近の成果)

生きている細胞の中で起こっている現象を観測生きている細胞の中で起こっている現象を観測
する顕微鏡する顕微鏡

横河電機とNHKエンジニアリングのオリジナル

技術を組み合わせ、生物学者とのタイアップに
より、世界 高スペックのバイオ計測機器を開発。

日本の産業の厚さが産んだ技術

研究・創薬の現場で活用されることを期待。

共共焦点レーザー顕微鏡焦点レーザー顕微鏡
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バイオ分野の研究開発(注目動向)

近年近年NEDONEDO事業に採択された、又は事業に採択された、又はNEDONEDO事業事業
の成果を基に起業したベンチャーも多数ありの成果を基に起業したベンチャーも多数あり

　≪例≫

㈱TUMジーン､ ㈱ペルセウスプロテオミクス､
インビトロジェン㈱､ ユニーテック㈱､
㈱プロテインエキスプレス､ プロテインウェーブ㈱､
㈱ザナジェン､ ㈱セルフリーサイエンス､ クロモリサーチ、
ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ㈱､
アンジェスエムジー ㈱､ ㈱トランスジェニック、
ジェノダイブファーマ㈱

バイオ・ベンチャーの活躍バイオ・ベンチャーの活躍
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ナノテク･材料分野の研究開発(基本方針)

材料材料/ / デバイスデバイス/ / 計測・分析計測・分析/ / 加工という加工という
44方向からのアプローチでナノテクをベース方向からのアプローチでナノテクをベース
とした新産業創出を実現とした新産業創出を実現

ナノテクベースのナノテクベースの
新産業創出新産業創出

加工加工

デバイスデバイス

計測・分析計測・分析

材料材料

物質・材料の構造を
ナノレベルで設計・
制御することにより、
新しい機能を発見

ナノレベルでの物質・材料
構造の加工・制御には、
新たな技術が必要

ナノレベルでの計測・
分析を行うには、新たな
技術が必要

デバイスの機能・性能を
高度化するために、材料
の構造をナノレベルで
制御することが必要
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ナノテク･材料分野の研究開発

塩素を含まず、焼却してもダイオキシンを発生塩素を含まず、焼却してもダイオキシンを発生
しないエコ電線材料の開発に成功しないエコ電線材料の開発に成功
((山形大学・日立電線山形大学・日立電線))

ダイオキシンを発生しないエコ電線材料ダイオキシンを発生しないエコ電線材料

光情報処理技術の高度化につながるナノ光情報処理技術の高度化につながるナノ
レベルでの構造制御を行ったガラス材料のレベルでの構造制御を行ったガラス材料の
開発を実施中開発を実施中 ((ニューガラスフォーラムニューガラスフォーラム))

ナノガラスナノガラス

最近の成果・
注目プロジェクト( )
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ナノテク･材料分野の研究開発

ナノテクは｢融合技術｣の鍵ナノテクは｢融合技術｣の鍵

ナノテク・材料ナノテク・材料

エネルギーエネルギー
・環境・環境

ITIT
バイオバイオ

光通信デバイス
光磁気記録

半導体微細加工
(トップダウン→ボトムアップ)

バイオチップ
マイクロ化学

燃料電池用電解質膜
高輝度発光ダイオード

★｢サイエンス｣と｢エンジニアリング｣の間を埋めるのがナノテク
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エネルギー･環境分野の研究開発(基本方針)

エネルギー・環境制約を「新たなビジネスエネルギー・環境制約を「新たなビジネス
チャンス」と捉え、日本の競争力強化にチャンス」と捉え、日本の競争力強化に
直結する研究開発を直結する研究開発を

1) 重点は｢水素社会｣構築につながる(固体
高分子形)燃料電池(車載・モバイル機器用)

2) 新エネルギー(太陽・風力・バイオマス・燃料電池)
は分散電源として利用するための系統連系技術
が重要

3) エネルギーユーザ側からの省エネ技術アプローチ
が将来の産業構造を変革
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エネルギー･環境分野の研究開発(基本的考え方)

省エネ技術のパラダイム・シフト

サプライヤー・サイド中心サプライヤー・サイド中心
のアプローチのアプローチ

ユーザー・サイド中心ユーザー・サイド中心
のアプローチのアプローチ

以以 前前 現現 在在

産業構造を変革する省エネ技術
(｢全ての道は省エネ｣)

半導体 : 微細化 ⇒ 高速化/ 小型化/ 省電力化

材料 : ファインセラミックスによる自動車エンジン部品
⇒ 耐高温・耐摩耗/ 燃費向上

機械 : レーザ加工技術 ⇒ 卓上機械で省エネ加工

バイオ : 微生物利用 ⇒ 高湿・高圧の化学プロセスを代替
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エネルギー･環境分野の研究開発(最近の成果)

ディ－ゼル車からのPM･NOx排出を低減する
抜本的対策は、軽油の低硫黄化

石油業界の既存設備にそのまま適用可能で
低コストの新触媒開発に成功
(コスモ、出光、千代田化工、Jエナジー)

2007年の規制強化(硫黄分10ppm)へ向け、
前倒しで対策完備が可能

ディーゼル車からのディーゼル車からのPMPM･･NOxNOx排出低減技術排出低減技術
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エネルギー･環境分野の研究開発(注目プロジェクト)

構造がシンプル・軽量で比較的低温で機能
する固体高分子形燃料電池を開発中

住友金属が開発したセパレータ用鋼板は、
ホンダの燃料電池車に採用

分離膜、電極等の要素技術開発、量産化
へ向けたコスト低減、水素ステーション等の
インフラ技術、安全技術という総合的戦略
を展開中

固体高分子形燃料電池固体高分子形燃料電池
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結び

今後の今後のNEDONEDOの運営方針の運営方針

プロジェクトの戦略的重点化

= ｢選択と集中｣

加速・拡充すべきテーマへの機動的対応

= 「(いわば)特待生テーマ」

分野縦割りに陥らず、技術をヨコ展開

= 「関連テーマ間連携・融合化」


