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日本の技術「戦略」を考える
技術戦略研究センターの創設、そして新たなメソッドへ

特別インタビュー

「日本で初めて誕生した研究機関 技術戦略研究センターの全貌」
川合知二

（技術戦略研究センター長）

［ご案内］
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日本の技術「戦略」を考える
技術戦略研究センターの創設、そして新たなメソッドへ
調査・研究を通じ、産業技術やエネルギー・環境技術分野の技術戦略およびこれに基づく重要な
プロジェクトの企画・構想等に取り組む ― 2014年4月、NEDO内に設立された技術戦略研究
センターは、日本で初めての技術戦略研究機関です。今号の特集では、センター設立の経緯から
日本社会・経済の新たな未来像、その実現を担う新たなメソッドの内容まで、技術「戦略」の最新
情報をお届けします。
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技術
目標

3
技術戦略を基に企画した
プロジェクトを実施

プロジェクトの企画・構想等を
行うことで、1の目標とする
レベルと、2の技術レベルの
ギャップ解消を目指す。

1
技術目標の抽出
実現すべき社会像から
技術目標へ落とし込み、

プロジェクト開始年（20XX年）から
α年後（20XX年＋α）の
技術目標を設定。

国内外の技術情報等の
分析・動向調査を行う
国内外の最新の技術動向や市場
動向、政策動向を的確に把握。

重要分野の
技術戦略を示す
国内外の技術情報等の動向調
査・分析を基に、技術開発や普及
のシナリオを策定・改訂。

技術戦略に基づく
プロジェクトの企画・
構想を行う
重要分野の技術戦略を基に、適切
なプロジェクトの企画、実施体制
等を構想。

Activities

プロジェクト実施期間（α年）

戦略に基づく技術開発を通じ、
ビジネス主導のイノベーションを刺激・
支援し、経済成長の加速を目指す！

技術レベル

時間

ナノテクノロジー・材料分野

環境・化学分野再生可能エネルギー分野

電子・情報・機械システム分野

マクロ分析分野

新領域・融合（IT・ロボット）分野 

エネルギーシステム・
水素分野

日本で初めて
誕生した研究機関
技術戦略
研究センターの全貌
技術戦略研究センター長
川合知二

技術戦略研究センター
7つのユニットと
フェローの紹介

FELLOW INTERVIEW

電子・情報・
機械システムユニットフェロー
柏木正弘
ナノテクノロジー・
材料ユニットフェロー
北岡康夫
新領域・融合ユニット
（IT・ロボット）フェロー
大槻正

［ご案内］
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分析・調査・技術戦略の策定
現在の国内外の

技術水準・動向を把握し、
技術の変化と

今後の展望を予測。

重要分野の
技術戦略



設立3カ月前にセンター長職の打診を受け
二つ返事で了承
―昨年4月に技術戦略研究センターが設立されましたが、まずそ
の経緯について教えてください。

川合　センターでは、国内外の産業技術やエネルギー・環境
技術動向について研究し、それに基づいて産業技術やエネル
ギー・環境技術分野のどこに取り組み、どこに投資していくかとい
う戦略を立てます。つまり、技術動向を分析して重点分野を絞
り込み、さらに分野ごとの技術戦略とプロジェクト構想を策定す
る研究機関です。
　驚くことに、日本には今までこうした研究機関はありませんでし
た。日本の産業振興は官庁の中でも特に経済産業省が取り組
んできましたが、これまでは行政官が個 に々アイデアを出し立案
をしてきました。そのため、全体を俯瞰するかたちで戦略が立て
られることはほとんどなかったように思います。私はかねてからそ
れを不思議に思い、日本にはぜひ戦略を立案する機関が必要
だと考えていました。
　そう考えていたのは経済産業省も同様で、設立の1年前から
NEDOと一緒に、そのような研究機関の構想を進めていました。
そして、さまざまな議論を重ねた末に誕生したのが、この技術戦
略研究センターです。
―川合センター長には、いつごろ打診があったのでしょうか。

川合　設立の3カ月前です。NEDOの倉田副理事長が私の
いる大阪大学に来られて、こういうセンターをつくろうとしているけ
れども、ついてはそのセンター長になっていただけますかという話
をいただきました。私はそのようなセンターが必要だとずっと思っ
ていましたので、賛同し了承しました。
―大学ではどのような研究をなさっているのでしょうか。

川合　ナノテクノロジー分野で、研究テーマはDNAを1分子
ですべて読み取るDNAナノテクノロジーです。非常に狭い電
極をつくり、そこにDNAを通すと、そのときに流れる電流でDNA
をすべて読み取るというナノテクノロジーの権化のようなもので
す。その研究のおかげで、国が選定した科学者30人に選ばれ
たこともあります。
　ただ、経歴的には化学、物理、生物というように、さまざまな分
野・技術に携わってきましたので、ある分野のみに一生関わって
いるというわけではありませんが、専門を聞かれれば、ナノテクノ
ロジーと答えています。ナノテクノロジーは、半導体技術など他

の分野と組み合わせて初めて伸びるものですし、世界との競争
も激しい分野です。そのため、それらをウオッチしながら、コストも
考え、俯瞰することが重要で、そうしなければ競争に勝つことはで
きません。

7つのユニットで
それぞれの重点テーマを絞り込む
―技術戦略研究センターでは具体的にどのような活動をしている
のでしょうか。

川合　産業技術やエネルギー・環境技術は非常に広範囲に
わたるため、戦略を立てるときは、狭い範囲にならないように意識
しています。あくまでも日本全体を見て、重点的にどこに取り組む
かを決めることを重視しています。センターには7つのユニットが
あり、それぞれのユニットでどこに取り組むべきかを決定します。
　まず社会的な要請や課題を踏まえたバックキャスト型アプ
ローチを行って重点課題を抽出します。その上で優先順位を
決め、技術の現状とシーズを踏まえたフォーキャスト型アプロー
チを行い、目標や市場規模、プレーヤーなどあらゆる角度から
分析を行います。そして、それらを通じて技術開発の方向性を
定め、あるべきプロジェクトを構想しています。現在、ユニットごと
に取り組むべき戦略の“バージョン1.0”ができつつあります。
―取り組むテーマは各ユニットにどれくらいあるのでしょうか。

川合　いくつあってもいいと思う一方、予算は限られていますの
で、数が多いと、どうしても分散してしまう恐れがあります。そのた
め、各ユニットで十数個のテーマが上がったとしても、2～3個
に絞ります。実はこのセンターには6つのミッションがあり、今お話

日本で初めて誕生した研究機関
技術戦略研究センターの全貌

2014年4月、NEDO内に設立された技術戦略研究センターは、10年後、20年
後をにらんだ日本の産業技術やエネルギー・環境分野についての戦略を練るとい
う。これによって、NEDOの活動も新しい段階に突入した。そこで、川合知二技術
戦略研究センター長に、設立の経緯をはじめ具体的な活動内容、今後の展開な
どについて聞いた。

技術戦略研究センターの
6つのミッション
・国内外の技術情報等の動向調査・分析
・重要分野の技術戦略の提示
・技術戦略に基づくNEDOプロジェクトの企画・
　構想
・横断的な技術開発マネジメント手法／
　データベース等ツールの開発・整備
・プロジェクトマネジメントを担う人材の育成
・適切な情報発信等による技術戦略の社会への
　浸透

技術戦略研究センター長

川合知二

Special Interview
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Special Interview
川合知二
Tomoji KAWAI

1974年、東京大学大学院理学系
研究科博士課程修了。1976年、
国立分子科学研究所助手。1983
年、大阪大学産業科学研究所助教
授。1992年、同大学産業科学研
究所教授。2004年、同大学産業
科学研究所所長。2007年、同大
学総長補佐。2010年、同大学産
業科学研究所特任教授。2014年、
NEDO技術戦略研究センター長に
就任。2003年、紫綬褒章。2006
年、文部科学大臣表彰科学技術
賞。2010年、Top Cited Article 
2005-2010 Award（ELSEVIER）。

ししたのは2番目と3番目のミッションなのです。
―残りのミッションについても教えてください。

川合　1番目のミッションは国内外の技術情報等の動向調査・
分析です。それはまだ十分ではありません。なにしろセンターは
設立されたばかりですので、情報を集めるルートをまだ確立でき
ていません。とにかく早く国内外にネットワークをつくることが大事
だと考えています。国内では現在、さまざまな学会とのネットワー
クづくりに取り組んでいます。
　そして、4番目が横断的な技術開発マネジメント手法の開
発、5番目がプロジェクトマネジメントを担う人材の育成、6番目
が適切な情報発信等による技術戦略の社会への浸透です。
私としては、この6つのミッションを実践し、センターの土台をしっ
かりと構築していきたいと考えています。

―センターでは何名くらいが働いて
いるのでしょうか。

川合　専任のスタッフと外部から招
いたフェロー、そのほか研究員として
加わっている方を合わせて、合計で
約50名おります。最終的にはもう少

し人数を増やして60名くらいにしたいと考えています。
　フェローは大学教授や企業の研究者で、その道の第一人者
です。各ユニットにフェローが１～3名おり、週に一度はスタッフ
とフェローが集まって技術戦略ミーティングを行っています。

米国DARPAを分析し
新たなメソッドをつくり上げる
―川合センター長はセンターをどのような機関にしようと考えてお
られますか。類似している海外の機関がありましたら教えてください。

川合　私たちは、さまざまな戦略を練っていることで知られる米
国のDARPA（Defense Advanced Research Projects 
Agency：米国国防高等研究計画局）を分析しています。実
はNEDO全体がDARPA型に転換することが政府から示唆

されています。国防というと、なんとなく嫌悪感を持つ人もいるかも
しれませんが、DARPAから生まれたものは、私たちの生活にな
じみのあるものも多く、非常に役に立っています。例えばインター
ネットやGPS、お掃除ロボットなどはもともと、DARPAから出てき
た技術なのです。
　DARPAの特徴は先進的な技術を開発するときに、最初の
段階でプログラムのつくり込みをしっかり行うことにあります。そし
て、ステージごとにマネジメントを非常に厳しく行っていきます。さ
らに、今ある技術を利用して何かをしようというのではなく、目標
を立てて、その目標のために突き進んでいきます。そうした姿勢を
NEDOに取り入れたらいいのではないかという意見があり、われ
われのセンターもDARPAを参考にすることにしました。特に最
初の案のつくり込みとマネジメントについては、DARPAの手法
と似ていると思います。
　ただ、そのまま真似るのではなく、NEDO型をつくろうと考えてい
ます。これは産業にまでつなげようという面倒見のいいもので、新
たなメソッドだと考えています。
―日本の場合、技術が一流でも、製品化―つまり下流に行くほ
ど世界に負けるケースが多いと思いますが、その部分についても、セ

ンターとして何か取り組んでいくのでしょうか。

川合　技術戦略研究センターですので、あくまで技術としてどれ
くらい伸びるのかという観点で進めることが基本です。ただ、国
の税金を使っていますから、その辺りについても考えながら取り組
む必要があると思います。それはNEDO全体の考え方でもあり
ますので、われわれも技術として世の中に出すときに、それがどの
ように使われたらいいかというところまでを提言することも大事だと
考えています。
―最後に今後の展望について、お聞かせください。

川合　こうした戦略はつくった以上、うまく機能しないといけませ
ん。そのためにはやはり、経済産業省等の政府機関、企業、
大学等の意見を聞き、本当に意義のあるものに練り上げていき
たいというのが希望です。さらに、説得力があり、みんながなる
ほどと思うものをロングタームでつくっていくことが目標です。その
ためには技術戦略策定のプロセスイメージに徹底的に取り組
むことが重要だと考えています。そういう中で、非常に尖ったもの
を生み出していく―10年後、20年後にインターネットやGPS
のようなものが、このセンターから生まれることを期待しています。

技術戦略策定のプロセス

社会ニーズ起点
のテーマ抽出

技術シーズ
起点の
テーマ抽出

バックキャスト型ロードマップ

戦略策定対象となる
技術分野の優先順位 プロジェクト対象課題

既存ロードマップとの
技術照合

過去の外挿では見えない
技術ギャップの発見

フォーキャスト型ロードマップ（NEDO・大学・学協会等）

STEP1 社会課題抽出 社会的課題 社会要請

STEP2 重要課題抽出 各技術分野に関わる社会的重点課題

STEP3 技術分野抽出

STEP4フォーキャスト型のロードマップとの対比分析

STEP5 技術開発課題抽出

STEP6
ポジション分析に
よる分野絞り込み

技術 達成時期 数値目標

わが国の国際競争力

プロジェクト
テーマの
作り込み

技術力 プレイヤー 市場規模
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北岡 康夫
Yasuo KITAOKA

大阪大学 大学院工学研究科 
教授

Interview⇒P11

大槻 正
Tadashi OTSUKI

株式会社インタラクティブラボラト
リー 顧問

Interview⇒P12

柏木 正弘
Masahiro KASHIWAGI

元アプライドマテリアルジャパン 技
師長、元株式会社東芝 主席技監

Interview⇒P10

島田 広道
Hiromichi SHIMADA

産業技術総合研究所 理事

室井 髙城
Takashiro MUROI

アイシーラボ 代表

指宿 堯嗣
Takashi IBUSUKI

産業環境管理協会 
技術顧問

和坂 貞雄
Sadao WASAKA

和歌山県工業技術センター 
所長

黒沢 厚志
Atsushi KUROSAWA

エネルギー総合工学研究所 
プロジェクト試験研究部 部長

林 秀樹
Hideki HAYASHI

住友電気工業株式会社 研究統轄
本部 技師長

矢部 彰 
Akira YABE

産業技術総合研究所 理事

菊池 純一
Junichi KIKUCHI

青山学院大学 法学部 教授

沼口 徹
Toru NUMAGUCHI

東京工業大学 特任教授

７つのユニットと
フェローの紹介

フェロー紹介
技術戦略研究センターには7つのユニットがあり、広範囲にわたる産業技術やエ
ネルギー・環境技術の中で、重点的に取り組むべきテーマをそれぞれのユニット
が絞り込み、戦略を立てる。ユニットには専任のスタッフや研究員がいるほか、
各分野の第一人者である大学教授や企業の研究者などをフェローとして外部か
ら招いている。

技術戦略研究センター

中屋 雅夫
Masao NAKAYA

大阪大学大学院 経済学研究科 
招聘教授、元株式会社半導体理
工学研究センター 代表取締役社
長

荻本 和彦
Kazuhiko OGIMOTO

東京大学 生産技術研究所エネル
ギー工学連携研究センター 特任
教授

富田 優
Masaru TOMITA

鉄道総合技術研究所 
研究開発推進室 担当部長

後藤 晃
Akira GOTO

政策研究大学院大学 政策研究科 
教授

エネルギーシステム・
水素ユニット

マクロ分析ユニット

電子・情報・機械
システムユニット

環境・化学ユニット

再生可能エネルギー
ユニット

新領域・融合ユニット
（IT・ロボット） 

ナノテクノロジー・
材料ユニット
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Fellow Interview

半導体製造装置メーカーの最大手、アプライ
ドマテリアルズの日本法人に移り、マーケティ
ングの責任者に就任した。しかし、待ってい
たのは大きなカルチャーショックだった。
　就任後間もなく、役員が集まる会議で半導
体の話を始めたところ、すぐに“待った”がか
かった。「われわれは立場が違う。研究のた
めではなく、ビジネスのためにここにいる」と。そ
して、ビジネスのために欠かせない話題は三
つであることが分かった。「Book（どれだけ注
文を取ったか）」、「Bills（どれくらい売り上げ
たか）」、そして「Gross Margin（利益率はど
れくらいか）」である。
　さらにマーケティングそのものについても、日
本で考えられているものとは全く異なるものだっ
た。「リーダーがしようとすることを実現するため
に行うあらゆる仕事がマーケティングなんで
す。言うなれば、リーダーの参謀役みたいな
ものです」と話す柏木氏は、徹底的に米国流

ビジネスをたたき込まれたという。
　6年後の2001年、アプライドマテリアルズジャパンを退社。
その後、財団法人くまもと産業財団の上席客員研究員、そして
2007年には熊本県産業技術センターの初代所長に就任した。
　こうした多様な経験を基に、昨年の秋からNEDO技術戦略
研究センターの電子・情報・機械システムユニットのフェローを
務めている。現在、同分野を手掛ける日本企業は苦戦続きで、
何とか活路を見いださなければならない状況だ。「そこで大事な
のはマーケティングです。“いいものをつくれば売れる”という漠然
とした考え方ではなく、どうしたら客を獲得でき、売り上げを伸ば
して利益を生むことができるか̶。あらゆる方向から考える必
要があります」と柏木氏は強調する。「フェローとして、ベンチャー
企業や中小企業が表舞台で活躍できるようなサポートをしたい
ですね。そうすれば、大企業も刺激を受け、日本の産業界全体
の活性化につながると思います」と力を尽くす決意だ。

　日本の半導体産業に初期から携わり、大きく発展させた立役
者の一人である柏木正弘フェローは1963年に東京大学工学
部冶金学科を卒業後、東京芝浦電気株式会社（現・株式会
社東芝）に入社。最初の約2年間は超電導など基礎的な研
究開発に携わったが、東芝が半導体事業を始めると同時に、
同部署に異動。以来30年余りにわたって、半導体と共に歩ん
できた。中でも同社のシリコン系半導体については、そのほとんど
を手掛けたという。その間、東芝超LSI研究所研究第二部長
や技術者トップである首席技監などを務めた。「私が入社した
頃は、“米国詣で”の時代で、私自身も米国へよく行っては技術
を学んできました。それが1980年代になると、日米の立場が逆
転。米国に技術を教える立場となり、向こうから毎日のように人が
やってきました。当時、日本で一番元気のあった業界で、非常
に活力にあふれていました」と振り返る。
　1996年、東芝を退社。かねてより誘いを受けていた米国の

東芝で半導体事業を一から立ち上げ
米国企業で厳しいビジネスの世界を体験
かつて世界に君臨した日本の電子・情報・機械システム産業。しかし今や韓国、中国にその座を追われ、
日本の地盤沈下は激しい。その復活戦略を任されたのが柏木正弘フェローだ。半導体業界では知らない
人がいないという人物で、「カギは徹底したマーケティングにある」と説く。

電子・情報・機械システムユニットフェロー 柏木正弘 Masahiro KASHIWAGI

達に奔走し、サプライチェーンに大きな影響を与えた。
　このとき北岡氏は、日本の素材産業の重要性を改めて痛感し
たという。「何とかしなければならない」と、自らが中心となって産
業構造のサプライチェーンを分析し、日本の素材産業強化を目
指し、いくつかの国家プロジェクトを立ち上げた。その経験を基
に、技術戦略研究センターのナノテクノロジー・材料分野のフェ
ローに就任した。「日本の素材産業は、世界に対して非常に優
位にあります。中には圧倒的に高いシェアを誇る材料も少なくあり
ません。これから重要なのは、単なる材料開発だけでなく、海外
マーケットを見据え川下産業と連携して技術開発を推進するこ
とです」と北岡氏は強調する。
　それには、大学と企業が一体となって、10年先の戦略をきちん
と立て、国のハンドリングの下で共に携わる必要がある。「にもか
かわらず、大学と企業の乖離が進んでいるという現実があります。
大学側からは“企業が何をしているのか見えない”という声をよく
耳にします」。その背景には、大学の産学連携に対する体制づく
りの遅れと、企業のオープンイノベーションに対する遅れがある。
「大学と企業の在り方、そこに対する国の関わり方も新たな段階
に入り、新しい産学官連携を築く必要があると思います」と北岡
氏。大阪大学で教授を務めながらそれを模索しつつ、NEDO
のフェローとして個 の々材料ごとに戦略を練っていく考えだ。

 「経済産業省時代の上司からの依頼で、フェローの職に就きま
した」。北岡康夫フェローは技術戦略研究センター着任の経
緯をこう話す。
　1991年に大阪大学大学院を修了後、松下電器産業株式
会社（現・パナソニック株式会社）に入社。一貫して青紫色
光源の開発に携わった。それは光ディスクの高密度化技術に
必要な技術で、光源開発以外にもさまざまな周辺業務に関わっ
た。2006年、職を辞して大阪大学へ戻り、大阪大学大学院
工学研究科附属フロンティア研究センター教授に就任した。
　大阪大学では、窒化物半導体の研究を行い、ガリウ
ムナイトライド（GaN）基板の研究開発に取り組んでい
た。そんな中、2010年に大学から経済産業省へ出向
の打診があった。当時、経済産業省と大学との間で人
材交流の話が持ち上がり、北岡氏に白羽の矢が立っ
たのである。経済産業省では、製造産業局ファインセラ
ミックス・ナノテクノロジー・材料戦略室に配属され、産
業戦略官に就任した。「ちょうど着任した頃に、レアアー
ス問題が起こり、戦略室も右往左往の大騒ぎでした」と
当時を振り返る。中国からレアアースが輸出されなくなり、
価格は高騰。物によっては10倍にもなった。半年後に
は東日本大震災が発生。材料素材メーカーの生産活
動がストップしたため、世界中の企業が材料素材の調

松下電器でBlu-rayの開発に携わり、
経済産業省で材料素材戦略を構築
日本のナノテクノロジー・材料技術は世界トップレベルにある。しかし、それにあぐらをかいていては、いず
れ他の産業のようにナンバーワンの地位から転落してしまう。確固たる戦略が必要で、その戦略を練る北
岡康夫フェローは産学官を渡り歩く異色の経歴の持ち主だ。

ナノテクノロジー・材料ユニットフェロー 北岡康夫 Yasuo KITAOKA

Ⅰ．国際競争ポジショニング分析
　Ⅰ-1．2012年製品別市場規模及び各国企業売上高と世界シェア（バブルチャート）
　　Ⅰ-1-1.2012年製品別市場規模及び日系企業売上高と世界シェア
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主要先端製品・部材の売上高と世界シェア（２０１２年）

＜凡例＞

数字：（日系企業の世界シェア、日系企業の売上額）

バブルの大きさ：日系企業の売上額の大きさ

最終製品（エレクトロニクス系）

最終製品（自動車）

部材・装置（エレクトロニクス系）

部材（自動車）

医療・バイオ系

その他

100億

1000億

1兆

10兆

100兆

1000兆

＜出典＞

経済産業省「我が国企業の国際競争ポジションの定量的調査」調査結果（富

士キメラ総研)

【ロジックIC（MOS型）】

（32%、2兆円）

【エレベータ】

（35%、9,390億

【油圧ショベル】

（34%、1兆円）

【MOS型ﾏｲｸﾛｺﾝﾋﾟｭｰﾀ 】

（9%、5,280億円）

【炭素鋼】

（9%、9.8兆円）

＜ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ及び情報端末＞

（16%、6.5兆円）＜通信機器＞

（10%、3.3兆円）

＜情報端末＞

（30%、3.4兆円）

＜AV機器】＞

（41%、6.3兆円）

＜テレビ(液晶/PDP)＞
（32%、2.9兆円）

＜撮像機器（ﾋﾞﾃﾞｵｶﾒﾗ･

ﾃﾞｼﾞﾀﾙｶﾒﾗ）＞

（90%、1.4兆円）

【サーバ機器 】

（6%、2,800億円）

＜カーAVC機器＞

（54%、1.1兆円）

【工作機械】

（19%、1.5兆円）

【ゲーム機(据置型】

（62%、3,908億円）

【複合機(MEP)】
（80%、7,000億円）

【デジタルスチルカメラ】

（88%、1.4兆円）

【自動車（ｶﾞｿﾘﾝ車）】

（26%、45兆円）

【LCD－TV】
（23%、2兆円）

【ワイヤーハーネス】

（58%、2.2兆円）

【高張力鋼】

（45%、3.4兆円）

【CVT】
（100%、7,000億円）

【ストロング

ハイブリット車】

（89%、2.5兆円）

【バリスタ（積層チップ)】
（49%、6,150億円）

【ｾﾗﾐｯｸｺﾝﾃﾞﾝｻ】

（56%、4,139億円）

【LCD（パネル）】

（19%、1.6兆円）

【フォークリフト】

（36%、6,114億円）

【シリコンウェハ】

（66%、8,660億円）

【偏光板】

（60%、4,710億円）

【リニアIC(ｱﾅﾛｸﾞ)】
（13%、4,800億円）

【AMT/DCT】
（27%、3,309億円）

【合成ゴム(SBゴム】

（24%、4,131億円）

【ﾏｲﾙﾄﾞﾊｲﾌﾞﾘｯﾄ車(乗用車/商用車)】
（90%、5,007億円）

【ハイブリット車(乗用車)】
（90%、3兆円）

【鉛蓄電池 】

（13%、4,400億円）

【ハイブリット車(乗用車/商用車)】
（89%、3兆円）

【パソコン

（ﾉｰﾄﾌﾞｯｸﾀｲﾌﾟ）】

（10%、1.2兆円）

【携帯電話（ｽﾏｰﾄﾌｫﾝ）】

（6%、1.8兆円）

＜電子機器＞

（18%、18.5兆円）

【HDD(2.5"ATA)】
（43%、5,410億円）

【空圧装置】

（37%、5,231億円）

【記録型DVDDrive】
（75%、2,470億円）

【医療用医薬品】

（11%、10.3兆円）

【ジェネリック医薬品】

（4%、7,204億円）

【OTC医薬品】

（4%、4,166億円）

【パソコン】

（8%、1.4兆円）

【Mobile DRAM】

（20%、2,605億円）

【一眼レフ用光学レンズ】

（100%、5,427億円）

【偏光板(大型パネル)】
（67%、4,198億円）

アプライドマテリアルズ時代、日本の顧客をアメリカに招待して開催した技術会議での一枚。

製品別市場規模および各国企業売上高と世界シェア（バブルチャート）。
右にある製品・部材ほど世界シェアが高い。

2013年、ベルギーで開催された「第3回レアアースに関する
日米欧三極ワークショップ」での講演の様子。
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社し、スミダコーポレーション株式会社へ。同社で執行役、プ
レジデントを務めた後、2006年にニコンに入社する。両社に在
籍中も、さまざまな製品を研究・開発し、その商品化・事業化を
行った。しかし、どうしてもロボットの開発に携わりたいという思い
に駆られ、2011年に株式会社インタラクティブラボラトリーを設
立し、代表取締役会長に就任。ロボット開発に取り組んでいる。
　そんな大槻氏に「将来をにらんだロボット戦略の立案に協力
してほしい」と技術戦略研究センターがフェロー職を打診した。
大槻氏は、その申し出を快諾。それには理由があった。「日本は
ロボット技術で核となる人工知能の開発で米国にかなりの後れ
を取っています。この競争に負けたら、日本の製造業は壊滅し
かねません。それで常々、負けないための戦略を立てる必要が
あると思っていたのです。それにはまず、産学官がそれぞれ人工
知能の重要性を認識し、研究者を増やして研究開発に取り組
む必要があります」。
　現在、2020年の東京オリンピックに向けて、さまざまなロボット
プロジェクトが進行している。「その機運に乗って、人工知能を
含めたロボットの実用化の手助けをしていきたいと思います」と
大槻氏は熱く語る。

　1999年、ソニー株式会社は犬型ロボット「AIBO（アイボ）」
を発売した。価格は25万円で、限定5000体をインターネット
で販売したところ、何とたったの17分で完売した。大槻正フェ
ローは、そのAIBOの開発責任者だった人物である。
「当初は、AIBOの販売に対して“こんなものが売れ
るわけがない”と、社内で猛反発を受けました。それ
で、“もし1000体未満しか売れなければ、プロジェク
トを解散する覚悟ですので、何とか販売させてほし
い”と経営会議で直訴しました。結果は全員の予想
をはるかに超えるもので、本当に驚きました」と振り返る。
　大槻氏は1972年に静岡大学工学部を卒業後、ソニー
に入社。コンパクトディスク（CD）などデジタルオーディオシステ
ムや光磁気ディスク（MO）を研究・開発し、商品化や事業化まで
を手掛けた。1994年にはソニーを退社し、株式会社ナムコ（現・
株式会社バンダイナムコゲームス）に入社。ゲームセンター用の
3次元CGのハードウエア、ソフトウエアの研究・開発に携わった。
　そんなある日、ソニーから「見てほしいものがある」という連絡
を受ける。それは試作段階のAIBOだった。1997年、AIBO
の商品化に取り組むべく、ソニーに再入社し、冒頭の快挙につ
ながるのである。
　2003年には、AIBO事業が一段落したのを機にソニーを退

世界初の家庭用ロボットのAIBOをはじめ、
さまざまな新製品を事業化
将来、自動車産業に匹敵すると見込まれるIT・ロボット産業に各国は英知を結集し、積極的な投資を行っ
ている。「今のままでは日本のロボット産業は危ない」と警鐘を鳴らすのが大槻正フェローだ。大槻氏は、
これまで多くのヒット商品を生み出したアイデアマンでもある。

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。

［ご案内］
NEDO FORUM 全体プログラム

2015年2月12日（木）～13日（金）
東京国際フォーラム B5・B7ホール

2月12日（木）
Hall B7 Hall B5 （1） Hall B5 （2）

9:00～
12:00

特別講演／基調講演

展示
12:00～
15:30

13:00～
15:00

未来を拓くNEDOの技術戦略 社会を変えたNEDOの技術 研究開発ベンチャーの支援
～死の谷を越えるために（NEDOの役割と実績）～

15:20～
18:00

水素社会の実現に向けて
～50年の大計～

招待講演 ｢米国における
ロボット開発の現状と課題｣

ロボット技術が創る
スマートな社会

2月13日（金）
Hall B7 Hall B5 （1） Hall B5 （1）

10:00～
12:00

CO2分離回収技術の現状と展望
～クリーンコールテクノロジーを中心として～ 

展示
9:00～
17:30

電子・情報通信分野の
最先端とその将来

 ～NEDOのIoT展開～
再生可能エネルギー
～大量導入時代の課題と処方箋～

第1部 系統接続問題と技術的対応
第2部 蓄電技術の活用
　　　　　～内外の事例からの示唆～

第3部 国民負担と発電コストの削減
第4部 エネルギーの地産地消

拡大する世界の水処理市場と
技術開発

13:00～
17:20

グローバル・
イノベーション・ネットワーク

～日本の技術で世界が変わる～ 

材料・ナノテク技術と
ものづくりの未来

バイオ・医療技術の最前線
～プロジェクト現場で何が起きているのか～

省エネルギー技術の
現状と展望

特別講演 ｢イノベーションに
おける産学連携｣

NEDOフォーラム全体プログラム

GS

TS-6

TS-1

TS-7

TS-2

TS-8

TS-3

TS-9

TS-4

TS-11

TS-13 

TS-5

GS: ゼネラルセッション TS:テクニカルセッション ※日英同時通訳有

※産業界有志によるオープンイノベーション協議会の設立総会を2月12日(木 )17時00分～18時00分 ホールD7で同時開催いたします。

TS-10

TS-12

新領域・融合ユニット（IT・ロボット）フェロー 大槻正 Tadashi OTSUKI

Fellow Interview

1999年に日米合わせて5000体限定で発売された初代AIBO「ERS-110」（右）と、
新機能を搭載した最終世代のAIBO「ERS-7M3」。

さまざまなアプリケーションに搭載される人工知能の応用分野は幅広い。

人工知能

人工知能の応用分野
マーケティング

・マーケティング支援
・需要・供給予測

設計
・高度設計支援
・自動ブログラミング

医療
・診断支援

・遠隔手術支援

通信
・ネットワーク監視
・不正アクセス検知

金融
・投資支援
・不正取引検知

警備
・不審者検知
・防犯監視

流通
・自動車配送システム
・最短配送支援

その他

運輸
・自動運転車
・危険回避

気象
・高確度な天気予報
・防災・減災支援

電力
・スマートグリッド
・省エネルギー化

生産
・高度生産支援
・自動生産

ロボット
・産業用ロボット

・介護などのサービス
ロボット
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 2月12日（木）　9時00分～12時00分

＊ 主催者挨拶
 古川　一夫 NEDO理事長

＊ 特別講演
 榊原　定征 氏  一般社団法人日本経済団体連合会会長／
   東レ株式会社代表取締役会長

＊ 特別講演
 天野　浩 氏  名古屋大学大学院 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

 フィリップ・ヨー 氏　シンガポール政府機関 規格生産性革新庁（SPRING）
会長（元シンガポール経済開発庁長官／元科学技術研究開発庁長官）

 リュック・ヴァン・デン・ホーヴ 氏　IMEC CEO（次世代エレクトロニクス国際
研究開発拠点（本部所在地：ベルギー））

 ウィリアム・ジェフリー 氏　SRIインターナショナル CEO（元米国国立標準技
術局（NIST）長官） 

 2月12日（木）

 パネルディスカッション
 モデレーター: 川合 知二　NEDO技術戦略研究センター長
 須藤 亮 氏 株式会社東芝 常任顧問
 浦田 尚男 氏 株式会社三菱ケミカルホールディングス 執行役員／
   R&D戦略室長
 塩村 仁 氏 ノーベルファーマ株式会社 代表取締役社長

 佐藤 嘉晃  NEDO評価部長
 佐藤 順一 氏 公益社団法人日本工学会 会長
 稲田 禎一 氏 日立化成株式会社 新事業本部研究開発戦略センタ マーケティンググループ 主管研究員
 志茂 大輔 氏 マツダ株式会社 パワートレイン開発本部 エンジン性能開発部 第1エンジン性能開発グループ 主幹

 橋本 道雄  NEDO新エネルギー部長
 福田 健三 氏 一般財団法人エネルギー総合工学研究所 プロジェクト試験研究部 研究顧問
 永田 裕二 氏 東芝燃料電池システム株式会社 取締役技術統括責任者
 小島 康一 氏 トヨタ自動車株式会社 技術開発本部FC技術・開発部主査
 原田 英一 氏 川崎重工業株式会社 技術開発本部副本部長兼技術企画推進センター長 理事
 遠藤 英樹 氏 千代田化工建設株式会社 プロジェクト開発事業本部 水素チェーン事業推進ユニット ユニットGM

 久木田 正次 NEDOイノベーション推進部長
 関山 和秀 氏 スパイバー株式会社 代表取締役社長
 吉野 巌 氏 マイクロ波化学株式会社 代表取締役社長

 弓取 修二  NEDOロボット・機械システム部長
 油田 信一  NEDOプロジェクトリーダー（芝浦工業大学 特任教授）
 本田 幸夫 氏 大阪工業大学 教授

 ギル・プラット 氏 米国防総省国防高等研究計画局(DARPA） プログラム・マネージャー

 渡邊 昇治 氏 経済産業省 産業技術環境局 研究開発課長
 倉田 健児  NEDO副理事長
 後藤 晃  NEDO技術戦略研究センター フェロー
   （政策研究大学院大学 教授）

 伊藤 毅 氏 De Lorean Ventures株式会社 代表取締役社長
 松田 一敬 氏 合同会社SARR 代表執行社員

 山海 嘉之 氏 CYBERDYNE株式会社 代表取締役／CEO

                                （筑波大学大学院 サイバニクス研究センター 教授)

 佐藤 知正  NEDOアドバイザー（東京大学 名誉教授）

特別講演／基調講演プログラム（ゼネラルセッション）

プログラム詳細（テクニカルセッション）

世界のイノベーション・ハブから

TS-1　未来を拓くNEDOの技術戦略　　　 13時30分～15時00分

13時30分～15時00分

13時00分～15時00分

15時20分～17時20分

15時20分～15時50分

15時50分～17時50分

TS-2　社会を変えたNEDOの技術　

TS-4　水素社会の実現に向けて　～50年の大計～

TS-3　研究開発ベンチャーの支援　～死の谷を越えるために （NEDOの役割と実績）～

TS-5　ロボット技術が創るスマートな社会

招待講演　「米国におけるロボット開発の現状と課題」　

 2月13日（金）

 安居 徹  NEDO環境部長
 大塚 哲夫 氏 電源開発株式会社 技術開発部長

 安居 徹  NEDO環境部長
 上田 新次郎 氏 一般社団法人海外水循環システム協議会（GWRA） 理事長／
   株式会社日立製作所 インフラシステム社 技術最高顧問

 国吉 浩 NEDO理事
 ジェフリー A. ミラー 氏 米国エネルギー省（DOE）日本事務所代表／
  米国大使館 エネルギー主席担当官

 江龍 修 氏 名古屋工業大学 副学長
 上田 哲三 氏 パナソニック株式会社 オートモーティブ＆インダストリアルシステムズ社 技術本部パワーエレクトロニクス開発センター パワエレ担当総括
 島 昌英  NEDO省エネルギー部長

 岡田 武  NEDO電子・材料・ナノテクノロジー部長
 染谷 隆夫 氏 東京大学大学院 工学系研究科電気系工学専攻 教授

 五神 真 氏 東京大学 次期総長（現理学系研究科長／理学部長）

 第1部　系統接続問題と技術的対応
 10時00分-12時00分
 橋本 道雄  NEDO新エネルギー部長
 江澤 正名 氏 経済産業省 資源エネルギー庁 

   省エネルギー・新エネルギー部新エネルギー対策課調整官
 岩田 章裕  NEDO新エネルギー部 統括研究員
 林 泰弘 氏 早稲田大学大学院 先進理工学専攻 教授
 伊庭 健二 氏 明星大学 理工学部電気電子工学系 教授

 第3部　国民負担と発電コストの削減
 15時20分～16時00分
 山田 宏之  NEDO新エネルギー部 主任研究員
 森本 弘 氏 シャープ株式会社 エネルギーシステムソリューション事業本部 技監

 第2部　蓄電技術の活用　～内外の事例からの示唆～
 13時00分～15時00分
 山本 雅亮 NEDOスマートコミュニティ部長

 ◎わが国における蓄電技術の活用事例
 徳丸 亀鶴 氏 住友電気工業株式会社 執行役員 インフラ事業推進部長

 ◎海外における蓄電技術の活用事例
 浅野 浩志 氏 電力中央研究所 社会経済研究所 副研究参事
 ハレシュ・カマス 氏 米国電力中央研究所（EPRI） エネルギー貯蔵プログラムマネジャー
 齋田 真里 氏 株式会社Cin-C 代表取締役

 ペーター・エッケレ 氏　ドイツStoREgioエネルギー貯蔵システム協議会 会長

  ［ディスカッション］
 モデレーター： 諸住 哲　NEDOスマートコミュニティ部 統括研究員

 第4部　エネルギーの地産地消
 16時00分～17時20分
 只隈 祐輔  NEDO新エネルギー部 テクニカルコーディネーター
 髙橋 明彦 氏 山形県最上町総務課政策調整主幹 兼 まちづくり推進室長
 生田目 修志 NEDO新エネルギー部 主任研究員
 安達 正畝 氏 国際石油開発帝石株式会社 経営企画本部 事業企画
   ユニット シニアコーディネーター
 長野 克則 氏 北海道大学大学院工学研究院 空間性能システム部門 

   部門長 北海道大学・総長補佐
 土屋 宗彦  NEDO理事

 岡田 武  NEDO電子・材料・ナノテクノロジー部長
 齋藤 昇三 氏 株式会社東芝 常任顧問
 竹内 健 氏 中央大学 理工学部電気電子情報通信工学科 教授

  ［講演］
 NEDO：
バイオテクノロジー・医療技術部　
山崎知巳部長、知場伸介主査、菅原武
雄主任研究員、三代川洋一郎主任研
究員、阪本剛主任研究員、佐野亨主任
研究員

 渡辺 隆也 氏 三菱重工業株式会社 エネルギー・環境ドメイン事業開発室 調査役
 ケリー W バワース 氏 サザン・ジェネレーション・テクノロジーズ 社長兼CEO

 ロバート・コッホ 氏 　ヴェオリア・ウォーター・ソリューションズ＆テクノロジーズ 

   　エンジニアリング部 部長

 黄 偉光 氏 中国科学院上海高等研究院（SARI） 副院長
 アンヌ・ヴァレ 氏 フランス環境・エネルギー管理庁（ADEME）研究・
  調査部長
 プラディープ・モンガ 氏 国際連合工業開発機関（UNIDO）エネルギー・気候変動部 部長

 下村 政嗣 氏 千歳科学技術大学 総合光科学部バイオ・マテリアル学科 教授
 戸田 敬二 氏 トヨタ自動車株式会社 パワーエレクトロニクス開発部 主幹

  ［パネルディスカッション］
 モデレーター：  山崎 知巳　NEDOバイオテクノロジー・医療技術部長
 岡野 光夫 氏 東京女子医科大学 特任教授
 加藤 紘  NEDOプログラムマネージャー（山口大学 名誉教授）
 北島 政樹  NEDOプログラムマネージャー（国際医療福祉大学 学長）
 吉岡 康弘 氏 富士フイルム株式会社 執行役員／再生医療研究所 所長／幹細胞評価基盤技術研究組合 理事長
 倉田 健児  NEDO副理事長

 西川 徹 氏 株式会社Preferred Infrastructure 代表取締役社長 最高経営責任者 

 前田 龍太郎 氏 独立行政法人産業技術総合研究所 集積マイクロシステム
   研究センター センター長

TS-6　CO2分離回収技術の現状と展望　～クリーンコールテクノロジーを中心として～

TS-7　拡大する世界の水処理市場と技術開発

TS-10　グローバル・イノベーション・ネットワーク　～日本の技術で世界が変わる～

TS-13　省エネルギー技術の現状と展望

TS-11　材料・ナノテク技術とものづくりの未来

特別講演　｢イノベーションにおける産学連携｣

TS-9　再生可能エネルギー　～大量導入時代の課題と処方箋～

TS-8　電子・情報通信分野の最先端とその将来　～NEDOのIoT展開～

TS-12　バイオ・医療技術の最前線　～プロジェクト現場で何が起きているのか～

10時00分～11時00分

11時00分～12時00分

10時00分～12時00分

13時00分～15時00分

14時50分～16時20分

13時00分～14時30分

16時30分～17時20分

15時20分～17時20分
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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（NED O）の広報誌「F o c 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。

金属粉末成形サンプル

高出力QCWファイバーレーザー

CFRP加工サンプル

NEDOは、2015年4月22日（水）から24日（金）までパシフィコ
横浜で開催されるイベント「OPTICS  &  PHOTONICS 

International Exhibition 2015（OPIE ’15）」のうち、日本を
代表するレーザー総合技術展として内外より評価が高い展
示会「レーザーEXPO 2015」に出展します。
NEDOブースでは、「レーザーが拓くものづくりの未来」をコ
ンセプトに、NEDOプロジェクトの概要や成果として、「レーザ
ー加工機」、「CFRP（炭素繊維強化プラスチック）加工サンプ
ル」、「大面積表面処理サンプル」および「金属粉末成形サン
プル」を展示いたします。またブース内のプレゼンテーション
スペースでは、光産業分野技術に関するプロジェクト成果に
ついても紹介いたします。

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

フ
ォ
ー
カ
ス・ネ

ド
 N

o
.5

6
 F

e
b

ru
ary 2

0
1

5
発
行：独

立
行
政
法
人
新
エ
ネ
ル
ギ
ー・産

業
技
術
総
合
開
発
機
構

〒
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

17階
  T

E
L.044-520-5152 FA

X
.044-520-5154  E

-m
ail：

ko
uho

u@
m

l.ned
o

.g
o

.jp
編
集：広

報
部
　
編
集
長：前

川
一
洋

制
作：（
株
）文
化
工
房

NEDO展示会出展

NEDOが出展するイベントのご案内

レーザーEXPO 2015
2015年4月22日（水）～24日（金）／パシフィコ横浜

Calendar Information

EVENT>

1 月

9 月

8 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。

10 月

11 月

12 月

3 月

2 月

バリアフリー2015
レーザーEXPO 
2015

4 月

スマートコミュニティ
Japan2015／
スマートコミュニティ
2015

6 月

展示内容（一例）

・高出力QCWファイバーレーザー
 （最高出力6kW級）
・CFRP加工サンプル（自動車部品等）
・金属粉末成形サンプル（チタン材料）

レーザーが拓くものづくりの未来

NEDOフォーラムの内容につ
いては、本誌P13-15に詳細を
掲載しています。
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