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青色LEDが
21世紀を照らす
照明分野のエネルギー革命
2014年のノーベル物理学賞を受賞した青色LEDの発明は、これまで
の白熱電球に代わる省エネ電球をつくり出し、家庭や工業分野におけ
る照明の世界を変えつつあります。現在、家族やオフィスの消費電力
の約20％が照明に使われていますが、エネルギー効率の極めて高い
LED照明の利用が拡大すれば、地球規模で省エネルギーが推進する
でしょう。今号の特集は、青色LED開発とNEDOプロジェクトの関わ
り、さらには次世代パワーエレクトロニクスまで、照明分野の省エネル
ギーにおける最新情報をお届けします。

的確さを欠く表現がありましたので、平成27年2月20日付けで訂正い
たしました。謹んでお詫び申し上げます。

LEDとは？
LED（Light Emitting Diode）は半
導体の一種で、日本語では発光ダ
イオードという。LEDはP型半導体
とn型半導体から成っており、この
二つの半導体の接合部に直流電
流を流すと、その電気エネルギーの
一部が光エネルギーに変換されて
発光する。光の色は、用いる半導体
材料に応じて変わる。
従来の白熱電球や蛍光灯などと比
べて小型、点光源、長寿命、省消費
電力などの特長がある。2003年頃
に開発された電球形LEDランプの
市場は、東日本大震災後の節電対
策として急成長した。

LED開発の歴史

室内照明や街頭の信号機の
発光体にLEDの導入が急速
に進んでいる。

電光掲示板や大型ディスプレイのカラフルな表示が可能に
なったのも青色LEDの開発による。

LEDはタブレットや携帯
電話のバックライトにも使
用され、大きな市場となっ
ている。
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白熱電球 NEDO「次世代高効率・高
品質照明の基盤技術開発｣
（大幅な省エネ向上（200lm/
W以上の発光効率））

LED照明は近年、急速に普及！

NEDO「高効率電光変換
化合物半導体開発（21世
紀のあかり計画）」
（省エネ性の向上（80～
100lm/Wの発光効率））
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対談

照明器具の国内出荷金額の推移（単位：百万円）

出典：一般社団法人日本照明工業会（2013年度データ）
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装置が故障したおかげで
LEDの研究が大成功に
古川　このたびはノーベル物理学賞受賞、誠におめでとうござ
います。まず先生がノーベル賞を受賞された意味について伺い
たいと思います。ノーベル賞の事務局が出した文書には「電気
が届かない15億人に、低コストで光を与え、クオリティ・オブ・ライ
フを高めることができたすばらしい功績」と書かれています。先生
のご感想はいかがでしょうか？
天野　私が抱いていたノーベル物理学賞のイメージは、日本
人の受賞者で言えば、湯川先生、益川先生、小林先生のよう
な理論物理の方を対象とした賞というものでした。それがだんだ
んノーベル賞の性質が身近なもの、人々の役に立つようなもの
へと変わってきたと感じます。LEDは省エネ効果がとても大きく、
2020年の東京オリンピックの頃には日本では70％程度がLED
照明になっているだろうと言われています。そうすると、トータルの
発電量の7％程度はLEDで省エネができます。このような照明
にスポットを当てていただいたのは、ある意味で非常にラッキー
でしたし、本当によかったと思います。
古川　実は私もノーベル物理学賞は理論物理の方 で々ないと

取りにくい分野だと思っていました。私も工学部出身なのですが、

今回の先生の受賞は、工学全体に携わっている人間に対して
非常に勇気を与えてくださったと考えています。
天野　私も工学部に少しでも光を当ててもらえて本当によかった
と思っています。最初の頃は十分な資金がなく、原料を買うだけ
で精一杯でした。そこで実験装置を自作。古い装置から部品
を取って使ったり、他の研究室で使っていないロータリーポンプ
をもらって組み立てたりしていました。その後、世界でアピールす
るにはデバイスまでつくって、きちんと光ることを示さなくてはいけな
くなりました。その時にNEDOの仕組みを使うことによって実証を
行い、世界にアピールすることができたのです。NEDOには大変
助けていただきました。国際的なカンファレンスも増え、そこで恥
ずかしくない結果やデータを発表できるのはまさにNEDOのお
かげだと思っています。
古川　そう言っていただけると、大変うれしく思います。先生の発
明では、バッファ層をかませて基層を成長させるという、私にとっ
て新鮮なものだったのですが、そのような手法というのは最初から
ずっと考えておられたのですか？
天野　いえ、最初はありませんでした。なかなかきれいな結晶が
できないので、何かを挟む必要があるのかなと考えました。そんな
時、同じ研究室の人間が研究していた窒化アルミニウムの結晶
がきれいなことに気づき、それをバッファ層として使ってみようと思っ

2014年、LEDの研究開発を行っ
てきた日本人3人がノーベル物理
学賞を受賞した。その中の一人、
名古屋大学大学院工学研究科
の天野浩教授はNEDOとの関わ
りが強く、一緒にプロジェクトを進
めたこともあった。今回、天野教授
のノーベル賞受賞の報を受け、天
野教授とNEDOの古川一夫理事
長が対談。LED研究の裏話や今
後の展開、そして現在の工学部の
状況について語り合った。

対談
名古屋大学大学院工学研究科教授
（同大学赤﨑記念研究センター長）

天野浩
NEDO理事長

古川一夫

静岡県浜松市出身。1983年名古屋大学工
学部卒業。1988年同大学大学院博士課
程単位取得退学。1989年工学博士取得。
2002年名城大学理工学部教授。2009年
応用物理学会フェロー、2010年から名古屋
大学大学院工学研究科教授。2014年青色
LEDの研究により、ノーベル物理学賞を受
賞。同年、文化勲章、文化功労者。（2014年
11月現在）

名古屋大学大学院工学研究科教授
（同大学赤 記念研究センター長）

天野浩
Hiroshi AMANO
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たのです。ただ、窒化アルミニウムは高い温度でつくらなければ
きれいな単結晶になりません。ところがたまたま炉の調子が悪くて
800～900℃までしか上がりませんでした。それで低温でバッファ
層に付けてみました。それが最終的には大成功だったわけです。
ストーリーとして考えていた手法の一つでしたが、それを実際にす
ることになったのは、装置が故障していたからだったんです（笑）。

LEDは応用範囲が広く
まだまだ伸びしろがある
古川　青色LEDについて、これからの展開を聞かせてくださ
い。GaN（窒化ガリウム）に関しては、SiC（炭化ケイ素）に続くパ
ワー半導体という期待感もあると思います。
天野　やりたいことはまだまだ山積しています。まずLEDに関し
ては、ここまで普及しましたが、伸びしろはたくさんあると思っていま
す。特に効率に関しては60％程度まできましたが、まだ100％で
はありません。色に関してもどんな色でも自在に100％の効率で
出せるLEDを目指したいという気持ちがあります。
　今、取り組んでいるのは、ナノワイヤーの構造をうまく利用した
次世代のLEDで、大学で研究を進めています。それからパワー

デバイス。潜在能力としては、GaNが高いのですが、残念なが
らSiCと比べると基板技術が劣っています。それを解決しないと
信頼性を得られません。パワーデバイスというのは命と関わるとこ
ろに使われますから、使ってもらうにはより高い信頼性、要するに
いい結晶をつくる技術が確立できないと、シリコンに置き換わるブ
レークスルーはできないでしょう。それをぜひ実現したいと思いま
す。もしそれが実現すると、損失としては6分の1程度になりますの
で、原発の発電量の半分を賄うことができます。私の定年まであ
と十数年ですが、それまでには道筋を付けたいと思います。
古川　GaNやLED以外にも取り組んでみたいことはありますか？
天野　LEDと関係するのですが、非常に面白いと思っているの
は植物です。砂漠など野菜ができない国に植物工場を輸出す
るのは、非常に戦略的なシステムだと思います。それからもう一
つ面白いと思っているのは、動物の行動制御を分子レベルでコ
ントロールすることです。タンパク質に光感受性を与えると、脳が
激しく活性化したり、休ませたりすることが既にマウスではできるよう
になっています。例えば、人の脳の中にLEDを入れて、活性化
したい時にだけスイッチを入れる。眠らせたい時にはオレンジ色
の光を入れると、ぱたっと寝てしまうというようなことが、現実にでき

るようになっているのです。こうした技術は、手足がしびれる病気
の方の治療にも役立ちます。医学研究や理学研究の方 と々一
緒にそうしたことに取り組みたいという夢があります。

個人向けのプログラムで
将来のノーベル賞受賞者の育成を
古川　ところで今、理工系離れが言われていますが、どうすれば
いいのでしょう。私は解がないままに過ごしてしまっているのです
が、何か秘策をお持ちですか？
天野　われわれは学会活動で小学生対象の理科教室を行っ
ていますが、とても人気があります。毎回、定員の2倍以上の応
募があり、参加する子どもたちは目を輝かせて理科の実験をして
います。ですから興味に関して言えば、小学生は変わっていな
いでしょう。むしろ今のほうが強いくらいです。しかし、それが中学
生、高校生になるとぱたっと来なくなります。したがって中学、高
校の時に何か手を打たなければならないと感じています。
　大学生については、周囲を見ていると、昔とほとんど変わりませ
ん。むしろ今の学生のほうが勉強内容を理解しているし、きちん
と研究や実験に取り組んでいます。ただ残念なのは、ドクターの

学生については海外からの留学生のほうが多くなっていることで
す。彼らはドクター（博士課程）が終わったら国に帰ってしまいま
すので、残念な気がします。そういう留学生を日本の企業がもっ
と活用してくれるといいと思います。そして日本の学生ももっとドク
ターに残ってほしいですね。
古川　確かにその問題は難しいところですね。NEDOとしても、
今年から新しいプログラムを始めました。個人単位で生活費や
研究費として年間600万～1500万円を支援するという仕組み
で、今年度は15組を予定していますが、400～500組の応募が
ありました。
天野　それはぜひ枠をもっと広げていただきたいですね。研究
費と生活費がなんとかなるならドクターに残りたいという学生は少
なくないと思います。うちのポスドクにもハッパをかけて応募させる
ようにします（笑）。
古川　これからもいろいろなスキームに取り組みたいと考えてい
ますので、どうぞご指導ください。将来、先生のようなノーベル賞
受賞者がこの中から生まれれば最高だと考えています。
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高効率LEDが省エネルギー照明社会を
実現する
　地球温暖化対策は、世界各国が取り組むべき重要な課題
です。そんななか、照明は家庭やオフィスで約20％の電力を消
費しており、地球温暖化問題の解決のためにも照明用途の省
エネルギー化は必須です。
　21世紀に登場したLED照明は、将来の照明社会の省エネ
ルギー化を支える次世代の高効率照明として期待されています
が、まだ十分に高効率とは言えません。
　NEDOは「次世代高効率・高品質照明の基盤技術開発」
（2009年度～2013年度）というプロジェクトで、発光効率が蛍
光灯の2倍以上という大幅な効率向上を実現するLED照明の
技術開発に取り組んできました。

産業化を見据えたプロジェクトの取り組み
　サファイア基板によるLED照明は日本国内に急速に普及し
ていますが、2009年当時からサファイア基板上のLEDは理論
的に効率向上に限界があることが分かっていました。GaN（窒
化ガリウム）基板上のLEDが実現できれば、効率を大幅に向
上させることができますが、GaN基板を製造する技術が確立して
いませんでした。またGaNの基板ができても、その製造コストが
非常に高ければ一般消費者への普及は難しく、省エネルギー
化は進みません。
　求められていたのは、GaN基板の元となるGaN結晶を大きく
成長させて効率的に製造する技術でした。さらにGaN基板を
有効に生かして高効率化を実現する技術の開発も必要でし
た。プロジェクトではこのような問題を解決するためにGaN基板
の結晶成長技術、光学設計、放熱設計、回路設計等の開発
に取り組みました。本技術開発はノーベル物理学賞を受賞し
た天野浩教授が所属する名古屋大学のほか大阪大学、豊田
合成（株）、（株）リコー、（株）イノベーション・センター、三菱化

学（株）、シチズン電子（株）、NECライティング（株）、三菱樹
脂（株）、東北大学、エルシード（株）、名城大学に研究開発を
お願いしました。

プロジェクトの成果
　本プロジェクトでは効率的なGaN結晶成長方法を開発しま
した。その結果、GaN基板を効率的に生成でき、非常に高い
効率のLED照明を実現する技術を開発しました。
　成果を活用した高効率なLED照明は高天井照明、投光
器、自動車のヘッドライトなど、適用範囲の拡大が期待されます。
またGaN基板を応用すれば、LED照明以外でも、例えば小型
高出力電子デバイスとして自動車制御や次世代携帯基地局、
省エネ家電製品への適用が期待されています。

NEDO電子・材料・
ナノテクノロジー部
高井伸之
Nobuyuki TAKAI

効率的なGaN結晶成長方法で
高効率LED照明の実現へ
世界規模での課題となっている地球温暖化。その対策として、家庭やオフィスの消費電力
の約20％を占める照明の省エネルギー化を目指し、NEDOは2009年度から2013年度
に「次世代高効率・高品質照明の基盤技術開発」というプロジェクトを実施し、大幅な効
率向上を実現するLED照明の技術開発に取り組んできた。

NEDOプロジェクト紹介

GaN基板とは？

　LEDは、基板にGaN（窒化ガリウム）結晶を成
長させてつくる発光素子（LEDチップ）によって光
ります。現在市販されているLEDの基板の材料と
して一般的なのはサファイアで、これをサファイア
基板と呼びます。
　しかし理論的には、サファイア上にGaN結晶を
成長させた基板よりも、同じ元素であるGaN上に
GaNを結晶成長させたほうが品質も発光する際
の電力効率もともに高く、また、輝度も明るいLED
が実現できることが分かっています。この基板を
GaN基板と呼びます。
　これまでは、GaN基板を効率的に生成する方
法は確立していませんでしたが、このたびノーベル
物理学賞を受賞した天野浩教授により、GaN結
晶成長技術が開発されました。

GaN基板
LED照明
製造工程

高効率なLEDの基板とな
るGaN（窒化ガリウム）を
結晶成長させる。

結晶成長させた結晶を薄
く切り出して基板として使
用する。

基板にn型P型層を形成
し、光素子としたものを配
線用基板上に蛍光体等と
ともに組み込んでパッケー
ジをつくる。

LEDパッケージと光学レン
ズ、電源等も組み合わせて
LED照明に仕上げる。

GaN結晶
GaN基板 LEDパッケージ LED照明

基板生成からLED照明器具を製造するまでの過程。
GaN基板を生成できれば、高効率で明るいLEDを実現できます。

写真提供：左から三菱化学㈱、シチズン電子㈱、NECライティング㈱、三菱樹脂㈱

代表的なLEDの構造模式

P型半導体

n型半導体

基板

[サファイア基板]

GaN結晶

サファイア

[GaN基板]

GaN結晶

GaN

同じ材料同士では、より高い品質の結晶を成長させることができる。

切り離して基板と
して使用する

新型のHVPE製法によるGaN
結晶の高品質化と大口径化を
同時に実現
（三菱化学（株））

Naフラックス製法によるGaN
結晶の基板
（大阪大学）

GaN結晶基板上に実装した高
効率LED照明
（名古屋大学）
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赤 教授との出会いで
本格的な研究開発が始まる
　「青色LEDの研究開発をさせてください」
　1980年代半ば、豊田合成で一人の技術者が手を上げた。
彼は名古屋大学理工学部電子工学科の赤﨑勇教授（現名
古屋大学特別教授／名城大学終身教授）の講演を聴いて青
色LEDに興味を持ち、上司に相談した。
　当時、豊田合成は自動車部品事業に次ぐ第2の柱として、中
核事業である自動車用のゴムや樹脂部品の他に、何か新規事

業を立ち上げたい考えていた。そんな時に、赤﨑教授と出会っ
たのである。
　その技術者は赤﨑教授の元を訪れ、共同研究を申し込ん
だ。何度訪ねても赤﨑教授からいい返事をもらうことはできな
かったが、根本正夫社長（当時）の懇願により、青色発光が可
能なGaN（窒化ガリウム）系化合物半導体の共同研究がようや
く始まることになった。1986年のことである。
　しかし、5年間は全く光ることがなかった。そのため、社内から
は「やめたらどうか」という声も出たという。そんな時、根本社長は
「世界で初めてのことをしようとしているのだから、短兵急な結論

（左）NEDOと共同で開発を進めるGaN基板製造の実証試験機。（中・右）試験機で育成されたGaN基板を検証。

LEDの製品事例（蛍光灯
型LED照明の内部構造）。

豊田合成株式会社
Special Report

LED事業を自動車部品事業に次ぐ
第2の柱に育成
青色LEDの製造・販売、研究開発で世界トップレベルを誇る豊田合成。しかし、その歴
史は試行錯誤の連続だった。それでも粘り強く研究開発を続けた結果、今では年商約
500億円のビジネスにまで成長。今後も市場はさらに拡大することが予想され、豊田合成
はLED事業にも期待を寄せている。

開発本部
研究開発部 部長
荒尾浩三氏

常務執行役員　
オプトE事業部長
宮本康司氏

を出さず、必ず成し遂げるんだという信念で臨むことが大切」と
現場を激励。その後、1991年に青色LEDの開発に成功した。
「最初に光った時は、その場にいた全員が歓声を上げたと聞い
ています。ほかにも青色LEDの開発についてはさまざまなエピ
ソードが残っています」と宮本康司常務執行役員は感慨を込
めて話す。

今後は車載分野にも注力し、
さらなる事業拡大を目指す
　LEDを最初に採用した製品は大型ディスプレイで、国立競
技場の大型ビジョンには豊田合成のLEDが使われていた。そ
の後、信号機をはじめ、パソコンやタブレットPC、スマートフォン
のバックライトとして使われるようになり、用途はどんどん広がった。
「高精細な液晶パネルのバックライトとして、パソコンやモバイル
端末において、小型高効率LEDが好評を得ており、照明用途
を含めて約500億円の売り上げになりました。ビジネスとして苦し
い時期もありましたが、今では自動車部品事業に次ぐビジネス
になっています」と宮本常務はうれしそうに話す。
　しかも、LEDの市場全体は右肩上がりで成長を続け、将来
は1兆数千億円を超える市場規模になると言われている。ただ、
近年では台湾、韓国、中国企業の参入によって、競争はますま
す激化している。
 「弊社としては、お客様が望むものをつくるというビジネススタイ
ルを貫き、お客様との話し合いによって高効率を追求し、付加
価値の高いLEDを提供していく方針です。ゆくゆくは車のヘッド
ライト・車載関連も拡大し、売り上げを確保したいと思っています」

と宮本常務は強調する。
　既に、ハイパワーで高効率なLEDの開発にも取り組んでお
り、近い将来、豊田合成のLEDを使用したヘッドランプを搭載
した車が登場する予定だ。その他、同社はLEDを使った自動
車用内外装部品のラインアップの増加に注力している。
　そんななか、同社は2004年から10年間にわたってNEDOの
プロジェクトに参加。「当初は暗中模索の状態でしたが、今では
いいものができそうだと確信しています。産学連携のNEDOプロ
ジェクトがなければ、一企業ではここまでできなかったと思います」
と開発本部研究開発部の荒尾浩三部長は話す。
　低コストでの高効率なGaN基板LEDは、世界を変える可能
性を秘めている。豊田合成はNEDOでの研究成果を睨みなが
ら今後もLEDの製品開発に邁進していく方針だ。
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きれいに整列した結晶をつくることは非常に難しく、なかなか成功
しませんでした。GaNに関してその突破口を開いたのが、今回
ノーベル物理学賞を受賞した名古屋大学大学院工学研究
科の天野浩教授です。天野教授が見出した方法できれいな
結晶を効率よく成長させることができるようになり、多くの人がGaN
の研究に取り組むようになった結果、青色LEDができました。
　今では青色LEDはいたるところに使われるようになっています
が、パワエレ用として使えるようになるためには、よりきれいに並ん
だ結晶の作成（高品質化）が必要になります。それを目指して
NEDOが進めているプロジェクトが「SIP／次世代パワーエレ
クトロニクス」です。青色LEDができた時のように、今回のノー
ベル賞受賞によって多くの研究者が次世代パワエレ開発に取
り組むようになり、製品化が早まることを期待しています。

応用範囲は無限で、電気飛行機も可能に
　GaNのプロジェクトはちょうど今年度からスタートしました。期
間は5年間で、参加メンバーは日本企業5社8大学、そして産
業技術総合研究所です。GaN結晶の高品質化と低コスト化に
重点を置いています。コストについては、シリコンの10～20倍を
要するのが現状ですが、いずれはそれを2倍程度にとどめたいと
考えています。また、高品質化については、結晶成長の過程で
の欠陥が1平方センチ当たり100万個という現状から、数千個

突破口を開いた天野教授の研究成果
　今回、ノーベル物理学賞を日本人が受賞したことは、次世代
パワーエレクトロニクス（以下パワエレ）の研究分野において追
い風になると考えています。身の回りのあらゆる製品に使われて
いる電子デバイスの中で、頭脳に例えられるCPU（電子回路）
やメモリーと並び、筋肉に例えられるパワーデバイスは、非常に
重要なものです。現在、最も多く利用されているのはSi（シリコン）
を使ったパワーデバイスで、その比率は99％にもなります。

　NEDOは現在、次世代パワエレの材料として注目されている
SiC（炭化ケイ素）とGaN（窒化ガリウム）の研究開発を進めて
います。これらの材料はSiと比較して、耐圧性能が高いことや電
力損失が小さいこと、小型化が可能であることなどの特徴があり
ます。例えば、SiCはSiに比べて、電力損失を半減でき、体積
も5分の1ほどにできます。さらにGaNの材料的ポテンシャルは、
それ以上と言われています。
　しかし、SiCやGaNはそれぞれシリコンと炭素、ガリウムと窒素
というように異なる二つの元素をくっつけて結晶成長させるため、

程度にまで抑えたいと考えています。
　NEDOとしては、良質な材料を提供していくスキームをつくるこ
とが大事だと考えており、日本企業への材料提供をミッションの
一つとしてとらえています。おそらくプロジェクトが終了して数年後
には、世に出てくるものがあると思います。
　その応用範囲は幅広く、電気自動車はもちろんのこと家電、充
電器、通信基地局などさまざまなところに使われることになるでしょ
う。面白い使い道としてはロボットがあります。これまではインバー
ターが大きすぎてロボットに搭載できませんでしたが、GaNなど次
世代パワエレを使えばそれが非常に小さくなるため、人間の動き
により近いロボットが可能になります。いずれはロボットがジャンプ
することもできるようになるでしょう。
　また電気飛行機や電気船が出てくるかもしれません。電気船
はすでに、Siのインバーターを積んだものはありますが、インバー
ターが大きすぎてまだまだ満足のいくものではありません。また飛
行機は、機体に太陽光パネルを貼って、その電力だけで飛ぶこ
とが日常になるかもしれません。
　このように次世代パワエレは大きな可能性を秘めていますが、
NEDOはGaNだけでなく、同じく重要な位置付けであるSiや
SiCの研究開発も推進しています。これらの材料のうち何がどの
分野に最適かを検証しながら、日本の産業力強化に貢献してい
きたいと考えています。

NEDO電子・材料・
ナノテクノロジー部
パワーエレクトロニクス
プロジェクトチーム

今回のノーベル賞受賞を
次世代パワーエレクトロニクス
開発のさらなる追い風に
電力をより効率的にムダなく利用するために使われているのがパワーエレクトロニクスだ。
NEDOは、効率のよりよい次世代パワーエレクトロニクスの開発に取り組んでいる。このた
びの日本人研究者のノーベル物理学賞受賞により、その開発のさらなる加速に期待を寄
せている。

NEDOプロジェクト紹介

鉄道分野での導入が進む

次世代自動車が普及

パワーデバイスのすみ分け予想図
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※技術の進展次第で大きく変更する可能性がある。
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特別講演

天野 浩
名古屋大学教授（ノーベル物理学賞受賞者・NEDOプロジェクトリーダー）

基調講演

榊原 定征
一般社団法人 日本経済団体連合会 会長

海外講演者（調整中）

※2014年11月現在の予定です。日程および内容は変更になることがあります。

2月12日（木）
Hall B7 Hall B5

9:30～
12:20

基調講演／特別講演

展示
10:00～
17:3013:00～

18:00

未来を拓く
NEDOの技術戦略  社会を変えたNEDOの技術 スマートコミュニティの未来

～海外事例からの示唆～

水素社会実現に向けて ロボットが拓く地域創生

2月13日（金）
Hall B7 Hall B5

10:00～
12:00

水ビジネスの海外展開

展示
10:00～
17:30

再生可能エネルギー大量導入の
現状と課題

電子・情報通信分野の
最先端とその将来
～NEDOの oT展開～

CO2分離・回収技術の現状と未来
センサーネットワークが描く
未来の社会

13:00～
18:00

技術でつなぐ国際ネットワーク ベンチャーが日本を盛り上げる！
～死の谷を越えるために～

省エネルギー社会の実現に向け
て

バイオ・医療技術の最前線 再生可能エネルギーの
地産地消を目指して

材料・ナノテク技術と
日本のものづくりの未来

レーザー技術が変えるものづくり

NEDOフォーラム全体プログラムNEDOが進める活動や成果を広く知っていただくために、NEDOの研究成果を一体的に発
信するイベントです。NEDOが取り組む最先端技術を分かりやすく紹介します。

　新エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO）
は2015年2月12日、13日に、東京国際フォーラムにお
いて「NEDOフォーラム」を開催いたします。2002年
以来、12年ぶりの開催となります。
　NEDOは、日本最大の公的な研究機関マネジメン
ト機関として、経済産業省と連携の下、エネルギー・
環境問題の解決や産業競争力の強化に取り組んで
おります。
　本フォーラムは、「イノベーションで拓く明るい未来」
をテーマに国内外の産学官のリーダーの方 に々多く
の講演をいただくとともに、最新成果のご報告、展示を
行い、私どもNEDOの取り組みを分かりやすく紹介しま
す。
　本イベントを明るい未来が発見できるような素晴らし
いものにしたいと思っております。ぜひ、ご参加くださいま
すよう、よろしくお願いいたします。

会場
東京国際フォーラム B5・B7ホール
JR線…有楽町駅より徒歩1分、東京駅より徒歩5分 （京葉線東京駅とB1F地下コンコース
にて連絡）
地下鉄…有楽町線有楽町駅（B1F地下コンコースにて連絡）

千代田線
日比谷駅

晴
海
通
り

日比谷線日比谷駅

日比谷線・銀座線銀座駅

丸の内線銀座駅

JR京葉線
東京駅D東京国際フォーラム C B

G

A

三田線日比谷駅

有楽町線有楽町駅

外堀通り

JR有楽町駅

千代田線二重橋前駅

JR東京駅

銀座線京橋駅

日比谷通り

INP
OUTP

NEDO FORUM
～イノベーションで拓く明るい未来～

‒NEDO成果報告会‒

［ご案内］
NEDOフォーラムを開催します

独立行政法人 新エネルギー・産業技術総合開発機構

 理事長

2015年2月12日（木）～13日（金）
東京国際フォーラム B5・B7ホール
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エネルギー・環境・産業技術の今と明日を伝える
［フォーカス・ネド］　

新エネルギー・産業技術総合開発
機構（NEDO）の広報誌「F oc us 
NEDO」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について、ご
紹介します。

※写真は昨年のNEDOブースの様子です

NEDOは、2015年1月28日（水）から30日（金）まで東京ビッ
グサイトで開催される、ナノテクノロジー分野における世界最
大規模の展示会「nano tech 2015 第14回 国際ナノテクノ
ロジー総合展・技術会議」に出展します。
NEDOブースでは、「未来の暮らしを彩る材料」をコンセプト
に、NEDOの材料・ナノテクノロジー分野について、現在実施
しているプロジェクトや、本分野における今後のNEDOの方
針について紹介いたします。さらに、今までNEDOが実施した
事業の成果についても、サンプル提供の形で紹介させていた
だきます。ご来場をお待ちしております。

本誌の定期送付・送付中止・送付先
変更のご依頼はこちらまで。
E-mail：kouhou@ml.nedo.go.jp
FAX：044-520-5154
「Focus NEDO」編集担当宛

NEDOが実施するプロジェクトの公募情報や、
NEDOの最新の成果や活動などをお知らせす
るメール配信サービス（無料）を行っています。
ぜひご登録ください。
http://www.nedo.go.jp/nedomail/index.html
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NEDO展示会出展

NEDOが出展するイベントのご案内

nano tech 2015 
第14回 国際ナノテクノロジー
総合展・技術会議
2015年1月28日（水）～30日（金）／東京ビッグサイト 東4ホール（4B-18）

Calendar Information

EVENT>

4 月

9 月

8 月

6 月

7 月

5 月

NEDOフォーラム
2015年2月12日～13日／
東京国際フォーラム

NEDOが進める活動や成果を広
く知っていただくために、NEDO

の研究成果を一体的に発信する
NEDOフォーラムを開催します。
NEDOが取り組む最先端技術を
分かりやすく紹介します。

※ブース内の展示内容やプレゼンテーション時間割は決まり次第、
NEDO Webサイトに掲載する予定です。

10 月

11 月

nano tech 2015

1 月

3 月

SEMICON Japan 
2014 

12 月

NEDOフォーラム
2 月

展示内容（一例）

・ナノカーボン
・バイオマスプラスチック
・プリンテッドエレクトロニクス

未来の暮らしを彩る材料

NEDOフォーラムの内容につ
いては、本誌P14-15に詳細を
掲載しています。
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