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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］

起業家の卵に寄り添い、その
成長を後押しするNEDOの
取り組みと、そこから新たな
イノベーションが生まれる様
子を表現しています。

新エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO）の広報誌「Focus 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。
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起業家支援特集

革新的な技術を用いて新たな市場やビジネスの開拓を狙うTech系ベンチャー。
NEDOはその研究開発成果を事業化に結び付ける「橋渡し」機能を期待されています。
近年スタートした、
起業家を起業段階から支援する取り組みを
実際に支援制度に関わる起業家や支援人材へのインタビューを交えてご紹介します。

04 革新技術をビジネスに！集まれ、起業家!!
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起業家のホンネ
08
Tech系ベンチャーの成功へのカギ
11 Tech系ベンチャーの皆さまへのメッセージ
［INTRODUCTION］

［INTERVIEW］
NEDO担当者が迫る

［DISCUSSION］
カタライザーとNEDO担当者の鼎談で分かった
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北京特集

2015年11月、
NEDO北京事務所が開設20周年を迎えました。
長年にわたって日本の優れた省エネルギー・環境技術の普及等を目指してきた
NEDOの取り組みの歴史や、
経済成長著しい現在の中国における技術開発の傾向と
最新事情について、
NEDO北京事務所に話を聞きました。

京都メカニズムで国連から承認
され、NEDOがクレジットを取
得した江西省の水力発電所。

12 中国で日本の省エネルギー・環境技術の普及を推進
［INTRODUCTION］

NEDO北京事務所 開設20周年

14

［REPORT］
NEDO北京事務所に聞く 変わる中国

［MESSAGE］
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起業家支援特集

革 新 技 術 を ビ ジ ネ ス に！

集まれ、
起業家！
！
スの開拓を狙うTech系ベンチャーを、起業段階から支援すること。新たなイノベーションの担い手に
NEDOは寄り添い、
その成長を後押ししています。

資金調達の難易度

ベンチャーの
創出を支援
SUI

Start Up Innovator

TCP

Technology
Commercialization Program
大学の研究者等を対象に、
ビジ
ネスプランに関するメンターか
らの指導・助言や研修、
ビジネス
プラン発表会の機会を提供。

起 業 間 もない T e c h 系 ベン
チャーに、研究開発の支援とビ
ジネスの専門家（カタライザー）
からの助言を実施。

N E D O が 各 種 マッチングをアレンジ

実用化
開発支援

STS

ビジネスマッチング、サンプルマッチング、特許マッチングを実施
し、NEDO事業者と外部の企業・大学等とが、共同研究・技術提携
等に至る機会を創出します。

Seed-stage
Technology-based Start-ups
NEDOが認定したベンチャー
キャピタル（認定VC）
から出資と
ハンズオン支援を受けるシード
期のTech系ベンチャーに、研究
開発の支援を実施。

新しい技術の開発やビジネスに果敢に挑戦する
起業家やシード期のベンチャー企業を発掘し、
専門家からの助言等を交えながら、
ビジネスプラン作成やベンチャー立ち上げ初期の
研究開発を支援します。

新技術、
ベンチャー企業の
発掘

事業化へ

事業
領域探索、
拡大機会の
提供

現在NEDOは、新たなチャレンジを行っています。それは、革新的な技術を用いて新たな市場やビジネ

起業家の
発掘

技術シーズの

新事業展開、
新製品開発の
支援・助言

日本の将来を支えるモノづくりの分野で、新しい技術やビジネスに果敢

「死の谷」を越える
実用化へ橋渡し

にチャレンジするTech系ベンチャーは、新たなイノベーションの担い手とし
て期待されています。一方、新たな市場の開拓や研究開発には膨大な資金・
人員・時間を要するため、事業化に向けてのリスクが非常に高く、資金の出

中堅・中小・ベンチャー企業が行う
実用化開発を支援するための
研究開発助成を技術分野横断的に設け、
優良な技術シーズを実用化に至るまで
橋渡しするための支援を
行います。

し手も不足しているのが現状です。
そのため、日本の産業技術力の強化に向けてイノベーションを喚起する
ことを目的に、NEDOはTech系ベンチャーの起業段階から、
”死の谷”を越
え実用化段階に至るまでを、
シームレスに支援しています。
中でも、
ここ数年で本格的に開始した起業段階における支援では、主に
TCP、SUI、STSという3つの起業家支援事業を開始しています
（Ｐ4、11参
照）。 初期段階から研究開発の方向性やビジネス展開をある程度見定める
ために、採択された皆さんには研究開発を進めてもらうだけではなく、同時
にビジネスプランを構築していただきます。
これにより、NEDOは、社会の
大きな仕組みとしての「ベンチャーエコシステム」を創出し、
「技術でも、
ビ
ジネスでも勝てる」
メガベンチャーとなっていただくことを目指しています。

専門家からの
助言

このような背景を踏まえ、本特集ではNEDOの起業家支援に関する取り
組みや、事業に参画している起業家・専門家（カタライザー）の声も交えて、
最新のTech系ベンチャーの実情とその成功のカギをご紹介します。

死の谷

時間

KEYWORD
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カタライザー

死の谷

ハンズオン支援

スタートアップイノベ―ター
（SUI）

ベンチャーキャピタル

ベンチャーエコシステム

起業家に対し、
ビジネスプラン作成に当たって指

研究開発において、
さまざま

投資先の経営に深く関与する形で支援

NEDOが支援を行うTech系ベンチャーの起業

主に高い成長率を有する未上場企業を対象に、

ベンチャーの起業家のみならず、投資家や事業会社、適切な助言を与え

導・助言を行う、事業化に係る専門家のこと。投

なリソース不足から生じる、

を行うこと。経営のコンサルティングや

家候補のこと。2014年度より支援を開始してお

ハイリターンを狙った投資を行う投資会社・投

る専門家、
シーズ供給者としての大学・研究機関など多様な主体が一体

資家や元・起業家などの他、技術の専門家や法

具体的な事業化・製品化に

取締役を派遣して実際に経営を行うこ

り、研究開発とともに、カタライザーの助言を受

資ファンドのこと。ハンズオン支援を行うことで、

的にベンチャーを育て、その成功事例・失敗事例が新たなベンチャーや

律・会計等の専門家で構成されている。

向けての障壁・ギャップなど。

となどを指す。

けてビジネスプランの作成を実施している。

投資先の価値向上を図ることも特徴の一つ。

支援者を生み、一種の生態系のように自律して回っていくシステム。
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起業家支援特集

N E D O 担 当 者が 迫る

CHAPTER

1

ネ
ン
ホ

起業家の

Case 1
株式会社フォトシンス 代表取締役社長

聞き手

の公募では約30倍もの難関を突破して、14チームが採択されてい

伊吹 信一郎

ます。そのSUI第1期生の中から注目の2人に、起業の経緯やビジネ
スの展望などを伺いました。

Case 2

河瀬 航大氏

NEDOでは、2014年7月からSUI支援事業を開始しました。第1回

NEDO イノベーション推進部
スタートアップグループ 主任

株式会社サイボーグ 代表取締役社長

遠藤 謙氏

～スマートロックロボット
「Akerun（アケルン）」の開発～

～競技用義足・ロボット義足の研究・開発～

SUIが発表された時期は、

NEDOのSUI支援を受けて約1年。

ちょうど仲間と起業の準備の真っ最中。

義足をつけることが、
メガネと同様に

「僕たちのための制度だ！」
と
直感してすぐ手を挙げました

Q1
A1

「スマートロックロボット」で起業しようと
思ったきっかけは何だったのでしょうか。
仲間内の飲み会で、ITとモノづくりの融合で何か面
白いことができるんじゃないかと話していたとき、家

の鍵の不便さについて話が盛り上がりました。普段から持ち
歩いているスマートフォンが鍵になってドアが開く、
というアイ

デアにワクワクし、仲間と試作を重ねる中でメディアにも紹介
されるようになって、
これでやってみようと起業しました。

Q2
A2

NEDOのSUI支援事業を利用し、
よかった点を教えてください。
モノづくりの製品開発では、
コストの6割がハード、
4割がソフトのため、ITサービスなどと比べて初期

投資がかさみます。その意味でもSUIの支援制度で初期投資

を得ることができたことで、起業を後押ししてもらえました。
ま
た、僕たちエンジニアが開発を手がけると技術寄りの発想に
なりがちですが、
カタライザーの方から、
「顧客は誰か」という
ビジネス視点でアドバイスをいただいたことで、起業に必要な
ビジネスと技術の両輪がよく見えるようになったと思います。

Q3
A3

起業してからの開発のポイント、
ビジネスの
ポイントはどこにあるのでしょうか。

筑波大学理工学群化学類卒。2011年、
ガイアックスに入社し、
マーケティングの最前線で活躍。
ソーシャルリスニング事業を立
ち上げて責任者となる。
2014年 3月 社内外の友人らと
「鍵ロボット」の試作品作りを始める
2014年 9月 半年で試作品が完成し、
フォトシンス設立
2014年10月 NEDOのSUI支援を受ける
2015年 9月 4億5000万円の資金を調達し、
SUI初の卒業案件となる

●開発する製品
Akerun：後付けが可能なスマートロック。
ド
アのサムターン側に取り付けるだけでスマー
トフォンによる鍵の開閉が可能に。
マンション
のオートロックやホテル向け等もある。
●起業時のメンバー
大学時代の友人や前職の会社の同僚。趣味
的にアプリやウェブサービスなどを作ってい
たメンバーと、
メーカーに就職しモノづくりに
進んだメンバーなどでソフトとハードの両面
のメンバーがそろい起業。

Q4
A4

4.5億円の資金調達に成功して
SUI支援事業を卒業されましたが、
今後の展望を教えてください。

骨肉腫で足を切断した親友の役に立ちたいと思っ
たことが義足の技術に興味を持ったきっかけです。

米国のマサチューセッツ工科大学（MIT）に留学し、モーター

を使って人の足の動きを忠実に再現する「ロボット義足」の研
究に取り組んだ後、競技用義足の開発に進んだのですが、研
究だけで終わらせず世の中に出したい、売りたいという思い
が強くなりました。それを実現するには、いろいろな人と組む
ことができる起業という形が一番いいのではと考えました。

Q2
A2

ビジネス環境等で
日米の違いはありますか？

2015年2月 NEDOのSUI支援を受ける

●開発する製品
競技用義足［写真右］
：カーボン素材を用い
たバネにより、人間の走る動作を少ない力
で再現する。
ロボット義足［写真左］
：使用者の動きをセン
サーで察知し、モーターによって歩行をサ
ポートする。
●起業時のメンバー
元オリンピック陸上競技選手の為末氏ら4
名。2014年5月に競技用義足開発を始め、
全ての人に動く喜びを与えるための事業と
して起業。

準が定められていないということです。
アメリカに

に持っていきたいと考えています。

おいて義足は薬事法にて安全基準が定められていますが、日

げるには、鍵という当たり前の物に対し、潜在的に鍵の不便さ

援についても日本では、もうかる会社を作るのに税金を使う

を感じている人々に適切に商材をすすめていくことが肝心と

ということに対してアレルギーが強いイメージがありますが、

思っています。今の商品は鍵の開け閉めだけですが、将来的に

例えばSUIでメガベンチャーが育ち税収が上がれば、公益に

はドア一体型のコンシェルジュのような役割を果たすモノがで

つながるのではないでしょうか。

Q3
A3

2012年
ソニーコンピュータサイエンス研究所に入所
2014年5月 サイボーグを起業、
代表取締役に就任

す。競技用義足でブランディングし、
ロボット義足を販売する形

ボット義足用の規格はないのが現状です。
また、ベンチャー支

達したので、
その目標に向けて取り組んでいきたいと思います。

世界的な義足エンジニア。2001年慶應義塾大学理工学部卒。
03年同大学院修士課程修了。05年から米国MITに留学してロ
ボット義足研究に取り組み、
MIT Media LABバイオメカニクスグ
ループにて博士号取得。

国内でロボット義足を販売する際に、
満たすべき基

きな反響をいただきました。今後さらに販売を広

いち早く市場に出してヒアリングできたことが大き

マーケットが求めるものを作れるかが重要。
それを可能にする

Q1
A1

義足に取り組んだ理由と、
起業に至った経緯を教えてください。

本では定められておらず、公的な指標であるJIS規格でもロ

きればと考えています。長期的な事業計画を立てて資金を調

スピード感は、僕たちの強みになっていると思います。

ブランディングと販売戦略を考えています

「Akerun」は2015年3月に予約販売を開始し、大

支援を受けたことで開発スピードが速まり、製品を

かったです。今は競合する製品も出てきた中で、いかに早く

自然になる社会を目指し、

Ken ENDO

st

Kodai KAWASE

1

義足のマーケティングは、
どのような戦略をお考えですか？

Q4
A4

今後の展望を
教えてください。
義足をつけていることは特殊なことと捉えられが
ちですが、いずれメガネのように、つけていても自

然なものとして浸透していけばいいと考えています。今は理念

に共感して支援してくれるスポンサーに支えられていますが、
自分にとって面白いと思うことをやることが、
「みんなが体を動
かして元気よく動く社会の実現」につながればと思っています。

2020年の東京オリンピック・パラリンピックで自分
たちの競技用義足をつけた選手の記録が健常者

を上回る瞬間を世界に見せたい、
というのが今の最大の夢で
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カ タライ ザ ー と N E D O 担 当 者 の 鼎 談 で 分 か っ た

CHAPTER

2

Tech系ベンチャーの成功 への

優れた技術シーズをいかにビジネスにつなげるか―。NEDOのTech系ベンチャーの起業促進プログラムで

ダーになる人が社長として前面に出てくるような形でやらな

津嶋：Tech系ベンチャーにもいろいろありますが、特にモノづ

起業家の卵であるSUIに指導・助言を行うカタライザーでもあり、ベンチャーキャピタルを経営する伊藤毅社長、

いといけないと思います。

くりに関しては、非常に難しい産業構造があると思います。20

津嶋：若い先生や研究者の中には、経営者に変わっていける

代でアイデアがあっても試作までしかできず、量産化になかな

大企業向けのイノベーションコンサルティングおよびシードアクセラレーターに取り組む津嶋辰郎代表と、
NEDOイノベーション推進部の吉岡恒主幹で、
Tech系ベンチャーの現状、
成功の秘訣などを語り合いました。

リスクも高く支援する人も少ない
大学発ベンチャーの現状

津嶋：日本はまだ終身雇用がベースにあるので、経営者に向

可能性のある方がいらっしゃいますね。一方、
“技術は一日に

か持っていけない。それは量産化のためのプロセスでは非常

してならず”なので、長年研究開発を続けてきた諸先輩方が、

に経験が必要で、年齢層の高い人たちがそのノウハウを持っ

自分の教え子などの若い世代にその有用な技術をゆだねて

ているためです。
しかも、若い人にはその商品を作れる工場や

ビジネス化していく。それができれば、日本にも非常にたくさ

販売してくれる会社についての知識もありません。
その溝を埋

んの芽があるのではないでしょうか。

めてあげることができれば、もっとハードウェア系の新しい

いているかもしれない30代、40代の人が、今勤めている大企
業を辞めてまでチャレンジするのは難しいのではないでしょう

吉岡：まず、大学で生まれた技術の事業化があまりうまくいっ

か。それぞれの生活などを考えたときに、
まずは、
チャレンジで

ていないという声をよく聞きます。その点について、
どのよう

きる環境を作る必要があると思います。

チャレンジが、
日本でも成功しやすくなるのではと思います。

経営陣がチームを組んで
役割分担をはっきりさせることが重要

伊藤：確かに大学発のベンチャーだと、研究開発はできるけ
ど、実際にモノを作ったり、品質管理をしたり、価格を下げてい
くとか、
そういうノウハウを持っていない場合が多いです。
そう

それから日本の場合、
職人的にずっと一つの分野をやり続け

吉岡：確かに“技術は一日にしてならず”ということで、Tech

いう人を会社の成長の過程に合わせて採用していく。
もしくは

伊藤：シーズの段階から非常にお金がかかる事業が多いの

ることが美徳なところがありますが、欧米の場合は例えばエン

系ベンチャーは成功するまで時間がかかるわけですが、成功

外部の人に協力してもらう。そのような形で会社の組織も含

にお考えでしょうか。
で、
リスクも高く、支援する方が非常に少なかったことがあげ

ジニアリングを学んだ後にMBAを取得するなど、違う分野の

のポイント、あるいは支援するべきポイントはどんなところに

めてチームを作っていかないと、
なかなかうまくいかないとい

られます。
また、成功するまで5～6年、場合によっては10年か

学習経験のある社長がベンチャー企業に多くいます。
そういう

あると考えていますか。

うのがありますね。

かるような事業が多いことも理由の一つではないでしょうか。

経験が経営者としての人材のきっかけになると感じます。

伊藤：まず一つが、やっているメンバー、
チームが大きなポイン

そのような状況だと成功事例も少なく、大学発ベンチャーはう

伊藤：ベンチャー企業のチーム構成で何がベストかは、人に

トです。経営陣が役割分担をはっきりさせたチームを組んで、

められない状況になってしまうことがあります。初期の段階か

まくいかないものだということが、起業する側と支援する側で

よって変わりますが、やはり引っ張っていく誰かが必要です。
そ

プロジェクトを推進しているかどうか。特にリーダーである社

ら資金調達のプロフェッショナルもチームに入ってもらうと、

それから、初期の資金調達のやり方を間違えると、
お金を集

共通認識としてできてしまった。その結果、
プレイヤーも増え

れが社長以外の誰かというのはどうしても違和感があります。

長がリーダーシップを持って、事業化していくことに関して資

いいかもしれません。最初の5年くらいの期間の中で、
どのタ

ない、支援する人も増えないという状況が、
これまで続いてき

社長を据えても、時々、経営経験の無い研究者の方が前面に

金や人材などを集めていけるかということが、重要だと考えて

イミングでどの人たちからお金を集めていくかという計画を

てしまったと思います。

出てくることがありますが、チーム構成としては、将来もリー

います。

立てておくことが重要だと思います。

吉岡：確かに、成功にはお金も時間もかかりますね。それに、
大学の研究者が社長としてベンチャーを立ち上げようとする
場合、経営者としては向かない方が無理にやろうとしているこ
とが多かったように感じました。

社長がリーダーシップを
持って、
資金や人材等を
集めていけるかが重要です

もっと大企業を巻き込んだ
Tech系ベンチャー支援を考えています

津嶋：2001年度に経済産業省が「大学発ベンチャー1000社
計画」を発表し、国を挙げて大学発ベンチャーを増やそうとし

若い起業家のアイデアと
年齢層の高い人たちの
人脈や量産ノウハウを
結び付けられれば良いのでは

ていた頃は、起業初期の経営体制などを指南する人がいな
かったために、大学の研究者もよくわからないままに会社を
作っていた状況だったと思います。
ごくまれに経営者としての
ポテンシャルのある研究者もいましたが、多くの場合は経営
者としては成功しませんでした。

違う分野の学習経験のある人が
ベンチャー企業の経営に向いている
吉岡：NEDOのベンチャー支援でも、CEO（最高経営責任者）
人材を供給するという仕組みはまだなく、
そこは非常に苦労し
ています。ただ、大企業には新規事業の立ち上げ経験のある
人材が多くいるので、その人たちを活用するのもあるかなと
考えますが、
それについてはどう思いますか。

NEDO イノベーション推進部
スタートアップグループ
グループ長 主幹

吉岡 恒

2013年から技術開発推進部（現：イノベーション推進部）
において、ベンチャー
の技術開発助成、
スタートアップイノベーター
（SUI）等の起業支援業務を行う。
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カタライザー

伊藤 毅

Tsuyoshi ITO

カタライザー

津嶋 辰郎

Tatsuro TSUSHIMA

Beyond Next Ventures株式会社 代表取締役社長

株式会社INDEE Japan 代表取締役 マネージングディレクター

2003年に東京工業大学大学院理工学研究科化学工学専攻修了後（修士）、
株式会社ジャフコに入社。産学連携投資グループの責任者として、
ロボット、医
療機器、新素材等のシードスタートアップ段階の大学発ベンチャーへの投資・
支援活動に従事。
2014年、
Beyond Next Ventures株式会社を設立。

大阪府立大学航空宇宙工学専攻修士。半導体製造装置ベンチャーの創業・事業
立ち上げを先導の後、iTiDコンサルティングに入社。国内大手メーカーの新規
事業立ち上げ支援、新製品開発支援、風土改革のほか、人材育成プログラムを
中心とした各種セミナーの実績を持つ。
2011年、
インディージャパンを設立。
focus NEDO 2016 No.60
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1

st

起業家支援特集

Te c h

成功のた
系 ベ ン チャ ー

めの

3

カ条
T e c h 系 ベ ン チャ ー の 皆 さ ま へ の メッセ ー ジ

1 まずは「人」。経営者となりうるリーダーのもと、役割を明確にしたチーム作り。
2 初期の資金調達で間違えない。最初の５年でどこまでやるか、成長に応じた資本計画。
3 技術志向に走らない。研究開発の初期段階において市場と対話。
ベンチャー支援における大企業との連携と
公的機関の役割

じゃないとダメだと思います。それから、NEDOが始めたSUI
支援の制度は非常にいいと考えています。起業家候補となり
うる人材にNEDOが人件費を支援しながら、
ビジネスプラン

研究開発から事業化までをシームレスに支援
全国各地で説明会等を開催

イノベーション推進部
総括グループ
職員 石尾 麻由 ／ 主任 佐藤 允昭

か」
「競合する解決策に対して、
どのような優位性があるのか」
―これらは、実際のビジネスの場面においても重要視され
るポイントです。そのため、NEDOのTech系ベンチャー支援

吉岡：NEDOでは、Tech系ベンチャーの研究開発を主に支援

を構築していくというこの制度がさらに充実すれば、もっと大

していますが、量産化や顧客開拓などのハードルを越え、ベン

企業からもベンチャーが生まれるのではないでしょうか。

が、
カタライザーなどの専門家の方々からの助言もあり、徐々

チャーが大きく飛躍するための支援はまだ十分とは言えず、

吉岡：NEDOとしても、大企業の力を引き出すことをもっと積

に成功事例が生まれています。
これを契機に、
より一層、日本

試作に費用がかかる、量産までに時間がかかる等、困難も

課題だと思っています。一般的に見て、現在、日本では大企業

極的にやりたいと考えていて、技術成果がビジネスとして回る

のTech系ベンチャーの支援環境を活性化することができれ

多いけれども、世の中に必要とされる、世の中を変えるビジネ

とベンチャーの連携があまりうまくいってないと感じる部分が

「ベンチャーエコシステム」に、
より大企業を巻き込むようなプ

ばと考えています。

スに果敢にチャレンジするTech系ベンチャーの皆さまに、

NEDOの起業家支援事業は2016年度で3年目を迎えます

制度においても、技術・ビジネスの両面を分かりやすくご説明
いただくことを求めています。

またNEDOでは他にも、実用化開発を支援するさまざまな

NEDOは寄り添い、
サポートいたします。そのための第一歩と

に有する既存の大企業の力が必要ではないでしょうか。

助成事業や、事業会社・投資会社との協業に向けた各種マッ

して、
まずはNEDOの支援事業にご応募いただければと思っ

伊藤：まずはお互いにいろいろな取り組み事例を積み上げて

チングのアレンジなど、事業化までのシームレスな取り組みを

ています。

あります。ベンチャーの発展には資金、人材、販路、技術を豊富

いく必要があると思います。ベンチャー企業からすると
“まだ
こんな段階では組めない”と考え、一方の大企業は“こんなリ

ロジェクトをいろいろ考えているところです。

人と人、
人と技術をつなげることで、
起業家を増やすことができる

実施している他、
こうした取り組みを広く知っていただくため

津嶋：私が最近感じるのは、日本人の起業したい予備軍のほ

これらの事業を活用していただくにあたっては、
まず、公募

躊躇している状況です。もう少し事例を積み上げていけば、今

とんどが文系の人に多いということです。技術系の人たちは

に応じて提案書をご提出いただきます。提案書においては、技

後広がっていくという気はします。

起業したいというよりは研究とか、新しいことをやりたいとい

術に関する説明のみならず、
ビジネスプランに関する説明もし

津嶋：ここ数年、間違いなく大企業は新しいことを“やりた

う思いが強い傾向があります。一方、文系の人たちは、
自分た

ていただきます。

い”、もしくは“やらなければいけない”という思いが強くなっ

ちが世の中にインパクトを与えるために起業を一つの手段と

「どの顧客・市場をターゲットにして、
いくらの市場規模が見

ています。
けれどもイノベーションのジレンマの拘束力は極め

することが増えてきています。ただ問題は彼らには世界と戦え

込めるのか」
「どのような重要課題を解決することができるの

て強く、経営者から現場まで自らリスクをとって社内を説得す

るネタがないことなんですね。そこで、理系の人たちと彼らを

ることは非常に難しい。問題把握やアイデアよりも実行性の

つなぐというのも、起業家を増やすために構築すべきエコシ

方に課題があるのは間違いありません。

ステムの一つだと思います。
伊藤：海外では「アントレプレナー・イン・レジデンス」
といって、

思うことを外からリードしてあげるようなスキームを提案して

例えば会社を売却したり、失敗してフリーになった人をベン

あげれば、
動きやすくなると思います。

チャーキャピタルでいったん社員のような形で受け入れて、次

伊藤：大企業も本気じゃないと、やはり事業はうまくいかない

に立ち上がるプロジェクトが見つかり次第、そちらの経営を

ですね。ベンチャーは死ぬか生きるかみたいな世界でやって

やってもらう仕組みが機能しています。

いますので、組む相手も同じ温度でできるようなパートナー

吉岡：それはNEDOでも是非仕組みを考えたいですね。お二
人から話を伺い、Tech系ベンチャー
支援において、
まだまだNEDOででき
ることがあると感じました。公的資金
が使われている研究開発成果をもっ
とビジネスにつなげ、産業の新陳代謝
を活性させるためにも、ぜひ、NEDO
のベンチャー支援制度が、社会の仕
組みとして「ベンチャーエコシステム」
確立につながればと思います。

皆さまのご応募、
お待ちしております！

に、全国各地で支援制度の説明会等を行っています。

スクの高いベンチャーとの連携なんてまだ早い”と、
お互いが

そこで、第三者、NEDOや政府の機関が、彼らがやりたいと
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NEDOの起業家支援事業を
ぜひご活用ください！

支援事業のご紹介
Technology
Commercialization
Program（TCP）

対

象

大学等の技術シーズを用いて起業を目
指す研究者等（企業・大学等の個人）
募集内容
環境・エネルギー、電子・情報通信、バイ
オ・ヘルスケア、機械システム・ロボット、
材料・ナノテクノロジー等の「技術」を活
用したビジネスプラン
支援内容
国内外の専門家による助言や研修等
募

集

SUIによる
企業化可能性調査等の
実施

対

象

具体的な技術シーズを活用した事業構
想を持つ研究開発型ベンチャー企業（た
だし、事業活動を実施しておらず、かつ
外部出資も得ていないこと）
支援内容
カタライザ ーからの 助 言 、原 則として
3,500万円以内の支援（100％NEDO
が負担します）
募
未定

集

シード期の
研究開発型ベンチャー
（STS）
への事業化支援

対

象

具体的な技術シーズを活用した事業構
想を持ち、NEDOが認定したベンチャー
キャピタル等が出資を行うシード期の研
究開発型ベンチャー企業
支援内容
原則として7,000万円以内の助成（助成
対象費用の85％以下をNEDOが負担し
ます）
募

集

2016年度は4月頃を予定

2016年度は4月頃を予定

focus NEDO 2016 No.60
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2

nd
北京特集

中国で日本の省エネルギー・環境技術の普及を推進

NEDO北京事務所 開設

1995 2015

年表で振り返る、 ～
NEDO北京事務所20年の歩み

20周年

20周年成果報告会にNEDO古川理事長
［右から6番目］
を迎える、
田中英治所長
［左から8番目］
と歴代NEDO北京事務所関係者

2015年11月、NEDO北京事務所が開設20周年を迎えました。

この節目を契機に、
改めてNEDO北京事務所の田中英治所長に、長年にわたり
日本の優れた省エネルギー・環境技術の普及等を目指してきたNEDOの取り組みの歴史と、
経済成長著しい現在の中国における最新事情について聞きました。
左：2014年にノーベル物理学賞受賞の名古屋大の
天野浩教授［左から2番目］
が、
NEDO北京事務所を訪問
右：成果報告会で講演する田中所長

NEDO北京事務所の活動

NEDO岩崎八男理事長と
国家計画委員会葉青副主
任が包括MOUを締結

北京事務所設立20周年
NEDO牧野力理事長が国家
発展改革委員会解振華副主
任、能源局趙小平局長と面談
し、日中のエネルギー事業の
協力などについて協議

国家計画委員会の支
援により、正式に北京
に事務所を開設し、中
国での活動を開始

1993

1994

1995

中国共産党中央政治局拡大会議に
て、江沢民総書記が鄧小平の「南巡
講話（後に「南方談話」）」を伝達

1996

中国における無電化地域での太陽光
発電にかかる研究協力事業を実施

1997

香港の主権が中国に
復帰。

1998

1999

2000

「中国のWTO（世界貿易機
関）加盟議定書」が発効、中国
がWTOに正式に加盟

京都議定書に基づ
く排 出 権 取 引 事 業
を中国において開始

太陽光発電システム実
証事業を中国で開始

2001

2002

2003

中国初の有人宇宙
船「神舟5号」の打
ち上げに成功

中国の動き
北京事務所開設のきっかけとなった
NEDOの中国における初期の活動

NEDO古川一夫理事長と国家発展改
革委員会解振華副主任との間で、循
環経済にかかる事業のMOUを締結

2004

2005
「第1回日中省エネ
ル ギ ー・環 境 総 合
フォーラム」が東京
で開催

NEDO古川理事長［左］
と国
家発展改革委員会解振華副
主任との間で、環境分野にか
かる事業のMOUを締結

「第6回日中省エネルギー・環境総合フォー
ラム」で、中国政府首脳から、NEDOの実証
事業に大きな期待を寄せるとの発言

2006

2007

2008

2009

北京オリンピック開催
三峡ダムが完成

年にNEDOと中国国家計画委員会との間で、省エネルギー、

的な取り組みですが、当初は省エネ設備の導入による工場・プ

クリーンコール・テクノロジー、共同技術研究の推進に関する

ラントでのエネルギー利用合理化が中心でしたが、対象が建

2010

2011

2012

上海国際博覧会
（万博）開催

2013

2015

2014

第22回APEC非公式首
脳会談が北京で開催さ
れ、2年半ぶりの日中首
脳会談開催

上海万博で展示された
人間型ロボット
「HRP2」

MOUを締結しました。
この協定に基づき、NEDOは中国にお

築物やITSといった社会システムにも拡大し、実証内容も設備

ギー、社会システムによる省エネルギーに変化し、
またエネル

ける各種の実証事業等を始め、その取り組みを進めるため、

単体から設備を総合管理するシステムへと変化しています。
こ

ギー対策事業から、環境保護、循環経済社会の実現にかかる

80年代から中国政府関係機関との交流を始めています。二度

1995年に国家計画委員会の支援を受けて北京事務所を開

れらの事業を通じて、実証事業に参画した日中双方の企業や

事業へと拡大しています。社会的ニーズに合わせて変化して

の石油危機が訪れた1970年代、NEDOが中心となったコン

設しました。以来、中国側政府関係者との窓口として、実証事

事業後に設立された合弁会社などにより、広く中国国内への

きた中国事業の実績は、中国のみならず、中国国外でも役立

ソーシアムにより開発された石炭液化のプロセス（NEDOL

業を中心にさまざまな事業を実施しています。

NEDOの中国での活動は長く、NEDO発足の黎明期である

法）
を実証するため、1981年にNEDOと中国煤炭工業局との
間で石炭液化の共同研究が合意され、1983年には0.1t／日

このGAP計画に基づき、NEDOは「省エネ・石油代替エネ
ルギー技術の実証事業」
「クリーン石炭利用技術の実証事業」

のパイロットプラントが北京の煤炭科学研究総院に設置され

「中国の環境問題等を解決するための研究協力事業」の三つ

ました。
その後も、炭鉱保安にかかる技術移転事業などを通じ

の事業分野の他、
「太陽光発電システム実証事業」
「環境保

て、中国での実績を深めてきました。

護、医療分野の実証研究事業」
「二酸化炭素排出権CDM関連

1992年には、当時の渡部恒三通商産業大臣と中国の鄒家

12

NEDO古川理事長と国家発展改革委員会張勇副主任と
の間で、
新エネルギー分野にかかる事業のMOUを締結

中国では初の医療分野でのMOUを締結

NEDOが中国において省エネルギー、
クリーンコール・テクノロジー、研究協
力事業を開始

1992

NEDO村田成二理
事長が中国科学院路
甬祥院長（全人代副
委員長）
と面談

事業」
といった分野への取り組みも拡大してきました。

技術普及が図られています。
これまでに技術や設備の普及は

つ有用な経験であると考えます。今後、中国そして世界が抱え

トータルで300件以上、年間で2000万トンのCO2排出の削

るエネルギー・環境問題は、個別の技術や単独の取り組みで

減効果があると試算しています。

解決できるものではなく、
さまざまな要因が絡み合った複雑な
課題への対応が求められるでしょう。
その解決は簡単ではあり

NEDO北京事務所が取り組む
今後の方向性について

華副総理との間でグリーンエイドプラン
（GAP計画）
と呼ばれ

事業内容は時代のニーズに合わせて変化しています。例え

北京事務所が設立されてからの20年間で、NEDOの事業

るエネルギー・環境技術協力の包括協定が締結され、1993

ば省エネルギー実証事業は中国における事業の中でも中心

も工場やプラントの省エネから建築物システムの省エネル

ませんが、NEDOが取り組んできた「省エネルギー」
「新エネ
ルギー」
「クリーンコール・テクノロジー」
「循環社会」
「気候変
動対策」の各事業の実績を総合的に発揮することにより、
それ
ぞれの課題解決を通じた日本技術の普及と日本企業の中国
国内外でのビジネス拡大に貢献していきたいと思います。
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北京特集

N E D O 北 京 事 務 所 に 聞 く

NEDOが推進してきた、
中国における実証事業

イメージと違う
！
？

変わる中国

“爆買い”や“PM2.5”など、
日本では日々センセーショナルな報道があふれる中、現地で見る中国はイメージと異なる部分も
あるようです。実際のところはどうなのでしょう。
また今後の方向性は？ 最新の中国事情について聞きました。

省エネルギー・新エネルギー、環境保護、
クリーンコール・テクノロジーに

About China

関する国際実証事業などを通じ、NEDOは日本で確立された技術や設

Project in CHINA
備の中国市場での効果実証事業を進めています。

セメント排熱回収発電装置。NEDO事業を契機に200件以上普及

面積
人口
GDP
主要産業

中国基本情報 ［出典：外務省およびJETRO資料より抜粋］

約960万㎢
（日本の約26倍）
約13億6782万人
（2014年末時点）
約8兆2502億ドル（2012年）
（IMF推定値）
繊維、食品、
化学原料、
機械、非金属鉱物

主要貿易品
在留邦人数
日系企業（拠点）
数※
対日貿易額

［輸出］
自動情報処理機械類、衣類、
携帯電話類［輸入］
原油、
鉄鉱等、
自動車類
13万1534名
（2010年）
3万1279社（2014年10月1日時点）
［日本への輸出］約1494億ドル［日本からの輸入］約1629億ドル（2014年）
※中国の日系企業総数から在香港総領事館分の日系企業総数をひいた数

中国におけるNEDOの主なプロジェクト

馬鈴薯澱粉残渣からの
バイオエタノール製造
実証事業

都市廃棄物高効率エネルギー
回収技術実証事業

2015-

2010-2012

黒竜江省

吉林省

には7％以下とするな
ど、野心的なターゲッ
トとなっています。

北京市

河北省

天津市

河南省

2013江蘇省
上海市

安徽省

チベット自治区
湖北省
重慶市

人工透析管理システム
構築に係る研究開発・実証

浙江省

江西省

2014-

上海省エネルギー
ビル実証事業

湖南省
貴州省

福建省

広東省
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年1月1日からは新しい大気汚染防止法が施行され、
環境対応施策に実
効性が出てきました。時間
はかかるかと思いますが、
法律の面からも、改善は着
実に進んできています。
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出典：能源基金会（ENERGY FOUNDATION CHINA）

2015年は前年比で大気汚染基準
値以内の日が10％増えている

2008-2009

民生ビル
省エネモデル事業

2008-2011

流動層式石炭調湿設備
モデル事業

【経済・ビジネス】

日本では、
「フィンテック」
という言葉が定着し始めていますが、
中国でも

株価の急落など、中国経済の先行きは不透明感を増しています。
しか

若い人を中心に、
モバイルによるSNSやそれを介した決済が急速に普

し、中国国内では極端な報道に対し、
「言い過ぎ」
との感覚もあります。

及し、
そのデータを活用したビジネスも拡大して

収入増などにより個人消費は拡大し、ITを中心に新たなビジネスも多

います。
「微信支付」や「支付宝」など、
これまでに

く発生しています。特にモバイル経済圏は急速に拡大しており、
ネット

ないサービスが多数誕生し、多くの実店舗や

販売の売上も年々急速に拡大を続けています。

ネット上の取引に使われています。
これからます
ます現金決済の場面は少なくなっていくでしょ
う。
アプリを介した代行サービスも隆盛で、
中国
独自のスピード感で急速に生活の一部として導

2009-2011
海南省

■GEOTHERMAL
COAL
■WAVE
NAT_GAS
● RE share
FUELOIL
■NUCLEAR
● Non-fossil energy Share
■Hydro
■WIND
■SOLAR
57%
■MUNI_WASTE
■BIOGAS
46%
■STRAW
■WOOD
34%
■
■

【 IT】

甘粛省

オゾンを利用した
湖沼浄化技術実証事業

（TWh）
16000

新交通システム
技術実証事業
山東省

広西チワン族自治区

RENEWABLE POWER IS THE ESSENTIAL
REPLACEMENT FOR FOSSIL ENERGY

2010-2012

山西省

青海省

雲南省

され、
基準に対応しきれない企業の淘汰が進んでいます。
また、
201６

に40％以下、
2050年

新疆ウイグル自治区

四川省

エネルギーの比率を

火力は逆に、2030年

遼寧省

陝西省

ています。
2015年1月には、
厳しい罰則を伴った「環境保護法」が施行

以上は可能とし、石炭
内モンゴル
自治区

寧夏回族
自治区

依然として大気汚染は深刻な問題ですが、
対策は進んで成果も出始め

策、
PM2.5対策から、
大きく脱石炭に舵を切ろうとしています。
再生可能

上、
2050年には80％

2011-2013

2009-2011

【環境】

現在、一次エネルギー源は石炭を中心とした構成ですが、気候変動対

2030年には50％以

先進的自動車リサイクル
技術実証事業

コークス炉自動燃焼
制御モデル事業

【エネルギー】

モバイルECがアリババの小売売上総額に占める割合の推移
800

■EC取引額
（十億元）
● モバイル取引普及率
（％）
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入されつつあります。
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SNSアプリの画面。
コンビニのバーコードリーダで支払い可能

出典：アリババの発展戦略に関する調査レポート
（2015年）／北京敏思才智顧問有限公司
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T O P I C S
北京で「NEDO 省エネルギー・環境技術 成果報告フォーラム」を開催
2015年11月14日、
NEDOは「NEDO 省エネルギー・環境技術 成果報告フォーラ

［25プロジェクト／20都市］
国際エネルギー消費効率化等技術・システム実証事業（旧制度を含む）

環境・医療分野の国際研究開発・実証プロジェクト［4プロジェクト／4都市］

に、
これまでの中国でのNEDOの取り組みに対する日中関係者間の共有、
ネットワー

国際石炭利用対策事業［20プロジェクト／18都市］

クの再構築と活性化、
今後の事業活動・成果の普及を目的に開催されたもので、
日中

太陽光発電等に関する国際共同実証開発事業［7プロジェクト／21都市］
京都メカニズムクレジット取得事業［4プロジェクト／3都市］
研究協力事業［20プロジェクト／15都市］

14

ム」を北京で開催しました。
2015年が北京事務所開設20年の節目であることを契機

2014-2015

広東省における下水汚泥
再資源化研究開発・実証

関係者170名余りが参加。
NEDO古川理事長による挨拶、
元国家発展改革委員会能
源局長の徐錠明氏による特別講演や事業成果発表が行われました。

挨拶するNEDO古川理事長

講演する徐錠明氏
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Information
CALENDAR
4
月

25日
次世代人工知能
シンポジウム
（仮）

5
月

29日～7月1日
第11回再生可能エネルギー
世界展示会

7
月

25日～26日
イノベーション・ジャパン
2016

8
月

9
月

5日～6日
Innovation for Cool
Earth Forum (ICEF)

10
月

11
月

FEATURED EVENT
国内外の専門家が一堂に会し、
スマートコミュニティの最新動向を発信

スマートコミュニティサミット
2016
2016年6月15日（水）～16日（木）
東京ビッグサイト
（東京国際展示場）
NEDOとスマートコミュニティ・アライアンス（JSCA）は
2016年6月15日
（水）
～16日
（木）
の2日間、
「スマートコミュ
ニティサミット2016」
を開催します。
サミットでは、
電力の小
売り全面自由化の開始等、電力システム改革が進んでいく
ことを踏まえ、国内外の専門家による講演及びパネルディ
スカッションを通じて、
今後の課題や解決等を展望します。
とうしょ
また、島嶼域マイクログリッドや分散型社会における電気
自動車等のカテゴリー別に、国内外の先進的な実証に関す
る講演を行います。
さらに、
同じく東京ビッグサイトで併催さ
れる「スマートコミュニティJapan2016」にも出展し、ス
マートコミュニティの実現に向けたさまざまな技術・システ
ム等を紹介します。
皆さまのご来場をお待ちしております。

昨年度実施した「スマートコミュニティサミット2015」
［上］
と
「スマー
トコミュニティJapan2015」NEDOブースの様子
［下］

出展内容のご案内、
アクセス等の詳細情報はこちらから

http://biz.nikkan.co.jp/eve/smart/

持続可能な地球環境を創り出す製品・サービスや
先進技術を集めた展示会

第11回再生可能エネルギー
世界展示会
2016年6月29日（水）～7月1日
（金）

12

パシフィコ横浜

月

1
月

月

3
月

前回の「第10回再生可能エネルギー世界展示会」での会場の様子

出展内容のご案内、
アクセス等の詳細情報はこちらから

http://www.renewableenergy.jp/2016/index.html

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「Focus
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。

●

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

編集：広報部 編集長：川越恵子
制作：
（株）
サンポスト

2

NEDOは2016年6月29日（水）～7月1日（金）に、
「第
11回再生可能エネルギー世界展示会」
に出展します。本展
示会は再生可能エネルギー技術について、専門家・研究者
を一同に集め、再生可能エネルギー技術の普及促進をグ
ローバルに展開、共有し、産業化へのさらなる加速を目指
すことを目的としています。NEDOはブース内での展示や
セミナーを通じて、再生可能エネルギーや水素・燃料電池
技術の取り組み等を紹介します。皆さまのご来場をお待ち
しております。

発行：国立研究開発法人 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 TEL.044-520-5152 FAX.044-520-5154 E-mail：kouhou@ml.nedo.go.jp
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15日～17日
スマートコミュニティサミット 月
2016
スマートコミュニティJapan
2016

注目のイベントをピックアップ
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21日～23日
バリアフリー2016

フォーカス・ネド

NEDOのイベントスケジュール

NEDOが実施・出展するイベントのご案内

