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石塚　まさに自動車業界100年に1度のレボリューション
を、「全固体リチウムイオン電池」がけん引する可能性がある
ということですね。
吉野　サイエンスという面でも、「全固体リチウムイオン電
池」の登場で、いろんな電池の特性が分かってきました。教
科書では説明し切れない部分が、かなり出てきています。液
系、固体系、関係なく、まったく新しい電池の技術が生まれ
てくるのではという、そんな期待も持っています。

石塚　「全固体リチウムイオン電池」については、特許の数等
は、今はまだ日本が圧倒的ではありますが、マテリアルズ・
インフォマティクス、つまりAI等を使ったビッグデータの
解析を通じて、研究開発を追い上げてきている国もあると思

います。開発競争がますます激化する中で、勝ち抜くために
必要なことは何だとお考えでしょうか。
吉野　蓄電池に限らず、技術が本物になるときには、二つの
ブレークスルーが必要だと思っています。一つは基礎研究と
してのブレークスルー。「全固体リチウムイオン電池」の場
合、2011年に、東京工業大学の菅野了次先生が飛び抜けた
固体電解質を発見されたことが、間違いなく基礎研究での大
きなブレークスルーでした。次のブレークスルーは量産時で
す。コストを含めて、量産に合った材料と生産技術とがうま
くドッキングしないと、本物の技術にはなりません。そうい
う意味で、全固体リチウムイオン電池はまさに今、第二のブ
レークスルーの勝負どころだと思っています。
石塚　吉野先生が「リチウムイオン電池」の研究に取り組ま
れた1981年当時、論文数、つまり基礎研究で、日本はまだ
世界の中で、高いレベルにありました。その頃の日本は国際
競争力もあり、企業価値がぐんぐん伸びていた時代で、その
時代の研究環境と今とを比べると、いろいろと変わってきて
いることがあると思いますが、今の時代、日本の研究環境は

どうあるべきだとお考えになりますか。
吉野　以前は、アカデミアから新しい材料が出てきて、それ
を見て企業も研究に着手し、当然、企業の研究者も研究成果
を、論文という形で出していたわけです。しかし現在は、企
業にとって取り組む分野が広がってきて、応用研究に力を入
れざるを得ないところもある中で、基礎研究については、い
ろいろな議論があるかと思います。
石塚　NEDOのミッションは産学官を結集してイノベー
ションを推進することですので、やるべきことはたくさんあ
るということですね。
吉野　ぜひ、アカデミアの人の好奇心をくすぐるテーマを設
けていただき、好奇心から生まれた大発見を産業界につな
ぐ、パイプ役になっていただければと思っています。
石塚　ありがとうございます。NEDOとしても、吉野先生の
強力なリーダーシップの下、「全固体リチウムイオン電池」の
開発を進め、持続可能な社会の実現に貢献していきたいと思
います。改めてこの度のノーベル化学賞受賞、おめでとうご
ざいました。

石塚　この度はノーベル化学賞受賞、誠におめでとうござい
ます。心からお祝い申し上げます。
　受賞された「リチウムイオン電池」の発明では、吉野先生
は、電池の負極材料として、ポリアセチレンという電気を通
すことのできるプラスチックを活用することを見いだし、こ
れを、この度同じくノーベル化学賞を受賞した米テキサス大
学のジョン・グッドイナフ教授と東芝リサーチ・コンサル
ティング（株）の水島公一博士が1979年に発見していた正
極材料コバルト酸リチウム（LiCoO₂）と組み合わせること
で、新型二次電池の原型を築かれたと伺っています。「リチ
ウムイオン電池」が実用化に至ったおかげで、今や、生活の
必需品である携帯電話等のモバイル機器の進化が加速したわ
けですが、先生が発明をされた当時は、電池の市場について、
どのようなビジョンをお持ちだったのでしょうか。
吉野　この研究をスタートしたのは、1981年なんです。今
から40年ほど前になりますが、まさにこれから、さまざま
な機器のポータブル化が必要だという機運はありました。
ポータブル化には当然、小型で軽量なニ次電池が必要になり
ます。一方、その時点ではまだ、現在のモバイルIT社会まで
は、誰も想像していなかったと思います。
石塚　そうした時代に、製品としていち早く軽量な二次電池
の必要性に取り組んだのが、
ソニー（株）の8ミリビデオ
だったんですね。
吉野　当時はニッケル・カド
ミウム蓄電池しかなく、これ
は小さい消費電力の物を長時
間稼働させることには向いて
いないため、テープは2時間
分あっても肝心の電池が持た
ず、30分ほどしか撮れない
ということがあったようで
す。小型・軽量・長寿命な電
池として、「リチウムイオン
電池」開発初期に実用化への

動きがあったことは、研究開発の大きな原動力になったと思
います。そして1995年、本格的なマーケットが大きく動き
出しました。
石塚　1995年といえば、Windows95の年ですね。
吉野　はい、そうです。まさに、現在のモバイルIT社会に向
け、世界が一斉に動いていきました。そして初めて携帯電話
が登場し、ラップトップパソコンも誕生。「リチウムイオン
電池」の実用化は、マーケットサイドがけん引したと思って
います。

石塚　小型・軽量で長寿命な電池の実用化で携帯電話等が普
及したことは、社会のライフスタイルも大きく変えるインパ
クトだったと思います。今後は、電気自動車やプラグインハ
イブリッド自動車といった次世代自動車等、蓄電池のニーズ
はさらに増えていくと思われます。こうした中、今、吉野先
生が理事長を務めているLIBTECに、NEDOの「全固体リチ
ウムイオン電池」開発プロジェクトを行っていただいていま
すが、この「全固体リチウムイオン電池」の実用化について、
吉野先生はどのような展望をお持ちでしょうか。
吉野　単に車を電動化するという動きだけではなく、ITとの
融合という、5G技術等を含めたIoTの概念をどう形にして
いくかというのが重要だと考えています。また、車は自動運

転の時代になるでしょうし、
シェアリングサービスも生ま
れているため、車の使われ方
は大きく変わっていくと思わ
れます。誰も乗らない時間が
短くなり、車はフル稼働する
ことになる。そう考えると、
今後、耐久性が車の鍵になる
ため、電池の劣化という面で
は、液系に比べて物理的な劣
化が少ない「全固体リチウム
イオン電池」は、非常に高い
ポテンシャルを発揮すると思
います。

モバイル機器の進化を加速させた
「リチウムイオン電池」

NEDOプロジェクトで推進する
「全固体リチウムイオン電池」のポテンシャル

スペシャル対談　蓄電池がつくる未来 ～本物の技術へのブレークスルー～

2019年10月にノーベル賞が発表となり、「リチウムイオン電池」の発明に携わった方々がノーベル化学賞を受賞されました。

その中の一人、旭化成（株）名誉フェローの吉野彰博士は、

現在、技術研究組合リチウムイオン電池材料評価研究センター（LIBTEC）の理事長として、

NEDOの蓄電池開発プロジェクトの推進にご尽力いただいています。

そこで、吉野博士とNEDO石塚理事長に、蓄電池の開発の歴史と未来について語り合っていただきました。

LIBTECの自主事業で実施している「液系リチウムイオン電池」の試作室で、吉野博士
から製造工程について説明を受ける石塚理事長。
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開発競争を勝ち抜き
本物の技術となるブレークスルーとは
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池」の登場で、いろんな電池の特性が分かってきました。教
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解析を通じて、研究開発を追い上げてきている国もあると思

います。開発競争がますます激化する中で、勝ち抜くために
必要なことは何だとお考えでしょうか。
吉野　蓄電池に限らず、技術が本物になるときには、二つの
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してのブレークスルー。「全固体リチウムイオン電池」の場
合、2011年に、東京工業大学の菅野了次先生が飛び抜けた
固体電解質を発見されたことが、間違いなく基礎研究での大
きなブレークスルーでした。次のブレークスルーは量産時で
す。コストを含めて、量産に合った材料と生産技術とがうま
くドッキングしないと、本物の技術にはなりません。そうい
う意味で、全固体リチウムイオン電池はまさに今、第二のブ
レークスルーの勝負どころだと思っています。
石塚　吉野先生が「リチウムイオン電池」の研究に取り組ま
れた1981年当時、論文数、つまり基礎研究で、日本はまだ
世界の中で、高いレベルにありました。その頃の日本は国際
競争力もあり、企業価値がぐんぐん伸びていた時代で、その
時代の研究環境と今とを比べると、いろいろと変わってきて
いることがあると思いますが、今の時代、日本の研究環境は

どうあるべきだとお考えになりますか。
吉野　以前は、アカデミアから新しい材料が出てきて、それ
を見て企業も研究に着手し、当然、企業の研究者も研究成果
を、論文という形で出していたわけです。しかし現在は、企
業にとって取り組む分野が広がってきて、応用研究に力を入
れざるを得ないところもある中で、基礎研究については、い
ろいろな議論があるかと思います。
石塚　NEDOのミッションは産学官を結集してイノベー
ションを推進することですので、やるべきことはたくさんあ
るということですね。
吉野　ぜひ、アカデミアの人の好奇心をくすぐるテーマを設
けていただき、好奇心から生まれた大発見を産業界につな
ぐ、パイプ役になっていただければと思っています。
石塚　ありがとうございます。NEDOとしても、吉野先生の
強力なリーダーシップの下、「全固体リチウムイオン電池」の
開発を進め、持続可能な社会の実現に貢献していきたいと思
います。改めてこの度のノーベル化学賞受賞、おめでとうご
ざいました。
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NEDO PROJECT
DRESSプロジェクト
ロボット・ドローンが活躍する
省エネルギー社会の実現プロジェクト

01. 運航管理システム
02. 衝突回避システム
03. 標準化や今後の取り組み

宇宙で活用する技術開発をサポート
宇宙用部品・コンポーネント開発助成

宇宙でビジネスを考える企業を結び付ける
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宇宙ビジネスに取り組むベンチャーを育てる
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LIBTECの「全固体リチウムイオン電池」の試作設備で作業を行う研究員に開発状
況を確認。

YOSHINO AKIRA

NEDOプロジェクトでLIBTECが開発を行っている「全固体リチウムイオン電池」の試
作品を前に意見を交わす石塚理事長と吉野博士。
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吉野　サイエンスという面でも、「全固体リチウムイオン電
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レークスルーの勝負どころだと思っています。
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ションを推進することですので、やるべきことはたくさんあ
るということですね。
吉野　ぜひ、アカデミアの人の好奇心をくすぐるテーマを設
けていただき、好奇心から生まれた大発見を産業界につな
ぐ、パイプ役になっていただければと思っています。
石塚　ありがとうございます。NEDOとしても、吉野先生の
強力なリーダーシップの下、「全固体リチウムイオン電池」の
開発を進め、持続可能な社会の実現に貢献していきたいと思
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スタートアップ支援のその先へ
NEDO Startups Future 
株式会社Xenoma
ティエムファクトリ株式会社

NEDO Information
NEDOからのお役立ち情報

18

20

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、NEDOの活動に
ついて、ご紹介します。

誌面の内容や、ご紹介した技術
のこと等、本誌の感想を、ぜひ
お聞かせください。頂いた感想
は、今後の広報活動や誌面制作
の参考とさせていただきます。
お待ちしています ！

Editor’s Voice ～広報部より～

ドローンの社会展開が急速に進んでいる中、さまざまな産業

でドローンを活用するには、空域の安全を確立する技術が必要

です。そこで、特集１では福島で行われた実証実験等、業種や企

業の垣根を越えた運航管理や衝突回避技術の開発・実証現場を

ご紹介。特集２では、宇宙ビジネスに向けた技術開発、マッチン

グ等の取り組みを紹介しており、75号では空に関係するNEDO

プロジェクトの熱い最前線をお伝えします。また、ノーベル化

学賞を受賞されたLIBTEC理事長の吉野博士とNEDO石塚理事

長の巻頭対談では、「リチウムイオン電池」のブレークスルーポ

イント等を伺いました。吉野博士おめでとうございます！

読者アンケート

 皆さまの声を、
お聞かせください！

実際に電子顕微鏡を操作し、「全固体リチウムイオン電池」断面の解析画面を見なが
ら、現在の開発状況等を議論。

NEDOプロジェクト

NEDOは、高エネルギー密度化と安全性の両立が可能な蓄電
池である「全固体リチウムイオン電池」を世界に先駆けて実用
化するため、研究開発プロ
ジェクト「先進・革新蓄電池
材料評価技術開発（第2期）
／SOLiD-EV」を実施。吉野
博士には、本プロジェクトの
委託先であるLIBTECの理事
長として、プロジェクト推進
にご尽力いただいています。

吉野彰博士とNEDO蓄電技術開発

ISHIZUKA HIROAKI

最新の開発成果であるラミネート型「全固体リチウムイオン電池」について吉野博士
からの説明を聞く石塚理事長。

吉野 彰
 よしの  あきら

旭化成（株）名誉フェロー
LIBTEC理事長

1970年、京都大学工学部石油工学科卒業、1972年、同大学
大学院工学研究科修士課程修了、旭化成株式会社入社。
2001年、同社電池材料事業開発室室長、吉野研究室室長、
顧問等を経て現職。2010年、技術研究組合リチウムイオン
電池材料評価研究センター（LIBTEC）理事長に就任。2004
年「紫綬褒章」を受賞。2014年「The Charles Stark Draper 
Prize」、2018年「Japan Prize（日本国際賞）」、2019年「欧州
発明家賞」「ノーベル化学賞」等数多くの賞を受賞。

石塚 博昭
いしづか  ひろあき

NEDO理事長 1972年、東京大学理学部化学科卒業。同年、三菱化成工業
株式会社（現・三菱ケミカル株式会社）入社。三菱化学株式
会社 代表取締役取締役社長、三菱ケミカル株式会社 相談役
を経て、2018年4月に国立研究開発法人新エネルギー・産
業技術総合開発機構 理事長に就任。

NEDOプロジェクト「先進・革新蓄電
池材料評価技術開発（第2期）」で開
発中の「全固体リチウムイオン電池」。

スペシャル対談　蓄電池がつくる未来 ～本物の技術へのブレークスルー～
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少しずつ、しかし着実に暮らしの中へ浸透しつつあるド
ローン。政府もドローンの商用利用を成長分野と位置付け、
2022年をめどに第三者上空での目視外飛行の実現を目指し
ています。とりわけ、小口輸送の増加による積載率の低下や
人手不足に悩む物流、インフラの点検、農作業等において、
ドローンの活用による省人化、省エネルギー化、低コスト化
が期待されています。
その他にも郵便、警備、災害調査等、さまざまな分野に広
がりを見せるドローンの活用に向け、NEDOは2017年度に
「ロボット・ドローンが活躍する省エネルギー社会の実現プ
ロジェクト」（DRESSプロジェクト）を立ち上げました。プ
ロジェクトマネージャーであるNEDOロボット・AI部の宮
本和彦主査は「例えば物流ビジネスにドローンを使用する場

合、複数の事業者が、同じ時間帯に、同じエリアで飛ばす
ケースが想定されます。ドローン同士が同じ空域で、安全に、
それぞれの目的のために飛び交う社会の実現に向け、各分野
で活躍する企業、研究者、機体の開発者等合わせて42のプ
レーヤーが結集し、オールジャパン体制で研究開発に取り組
んでいます」と語ります。
本格的な実証実験を行うに当たり、NEDOは福島県と南相

馬市、それぞれと協力協定を締結し、ロボット一大研究開発
拠点として誕生した福島ロボットテストフィールド（RTF）
を活用。12kmのドローン長距離飛行の実験に成功したほ
か、29事業者が参加した1平方kmのエリアで1時間に100
フライト以上のドローンの飛行試験にも成功しています。
ビジネスで活用するドローンは人が目で追えないエリアを

自律的に飛ぶ必要がありますが、「実は、ほんの2年前まで国
内でドローンの自律飛行試験が行われたことはありませんで
した。安心して実証実験ができるフィールドを得たことが、

プロジェクトの進捗を後押ししていることは間違いありませ
ん」と宮本主査は語ります。

近い将来、物流拠点を結ぶ飛行ルート「ドローンハイウェ
イ」が実現し、物資を積んだ大型ドローンが行き来したり、
さらに都市の居住地域の上空では小型ドローンによる配達等
をはじめ、老朽化するインフラの点検、高齢化が進む市街地
の巡回警備等さまざまなサービスの展開が予想されます。離
島間の物流等も、長距離を飛ぶドローンによって、従来より
もはるかに効率よく、便利に行えるはずです。さまざまな産
業で、人では補いきれない作業を担い、人手不足を解消する
鍵となるドローンですが、課題もあります。
異なる事業者のドローンが自動でルートを飛び、目的地で

作業し、また帰還する。そうした近未来の姿を実現するため
には、事業者間を連携させる共通のプラットフォームが必要
です。また、ドローンに関する運航情報等がシステム上で適
切に相互接続されることが、マーケットを形成する大事な要
素であり、人々に安心してサービスを受け入れてもらうため
の重要なポイントになります。
そこで、ドローンの社会実装に向けては、万一にも機体同

士の接触や衝突が起きないように、複数のドローンの飛行計
画を統合して一元管理できる「運航管理システム」を整備し
なければなりません。また、ドクターヘリのようにドローン

と同じ空域を飛ぶ有人航空機との衝突を防ぐ「衝突回避シス
テム」も不可欠です。この二つのシステムの開発は、本プロ
ジェクトの大きな目標になっています。
一方で、こうした取り組みは限られた事業者だけでなく、

誰もが使えることが求められます。そこでNEDOは、国内
外のドローン事業者の誰もがドローン運航試験に参加できる
よう、運航管理システムのAPI（アプリケーションプログラ
ミングインターフェース）を順次公開するとともに、国内外
のドローン開発と歩調を合わせ、常に計画の見直しを図りな
がら標準化への道筋を描いています。「世界中の人々が安全・
安心なドローンの活用を図るためにも、本プロジェクトの成
果を国際標準化につなげることが重要だと考えています」と
宮本主査は力を込めます。
そこで、次ページからは、本プロジェクトで開発を進めて

いるドローンの「運航管理システム」と「衝突回避システ
ム」、さらに相互接続と標準化の取り組みについて、ご紹介し
ます。

これからますます活躍が
期待されるドローン

1特集

災害調査

郵便

ドローンの産業活用
次世代の空の安全

物流や郵便、農業、建設・土木、インフラや設備の点検、防災、警備等、
さまざまな業種でドローンの活用に期待が寄せられています。
NEDOはこうした世の中の動きをリードし、空の産業革命ともいわれる
ドローンの社会実装に向けたプロジェクトを推進しています。

福島RTF研究棟の外観。

福島RTFでの飛行試験の様子。

福島ロボットテストフィールド
https://www.fipo.or.jp/robot/
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少しずつ、しかし着実に暮らしの中へ浸透しつつあるド
ローン。政府もドローンの商用利用を成長分野と位置付け、
2022年をめどに第三者上空での目視外飛行の実現を目指し
ています。とりわけ、小口輸送の増加による積載率の低下や
人手不足に悩む物流、インフラの点検、農作業等において、
ドローンの活用による省人化、省エネルギー化、低コスト化
が期待されています。
その他にも郵便、警備、災害調査等、さまざまな分野に広

がりを見せるドローンの活用に向け、NEDOは2017年度に
「ロボット・ドローンが活躍する省エネルギー社会の実現プ
ロジェクト」（DRESSプロジェクト）を立ち上げました。プ
ロジェクトマネージャーであるNEDOロボット・AI部の宮
本和彦主査は「例えば物流ビジネスにドローンを使用する場

合、複数の事業者が、同じ時間帯に、同じエリアで飛ばす
ケースが想定されます。ドローン同士が同じ空域で、安全に、
それぞれの目的のために飛び交う社会の実現に向け、各分野
で活躍する企業、研究者、機体の開発者等合わせて42のプ
レーヤーが結集し、オールジャパン体制で研究開発に取り組
んでいます」と語ります。
本格的な実証実験を行うに当たり、NEDOは福島県と南相

馬市、それぞれと協力協定を締結し、ロボット一大研究開発
拠点として誕生した福島ロボットテストフィールド（RTF）
を活用。12kmのドローン長距離飛行の実験に成功したほ
か、29事業者が参加した1平方kmのエリアで1時間に100
フライト以上のドローンの飛行試験にも成功しています。
ビジネスで活用するドローンは人が目で追えないエリアを

自律的に飛ぶ必要がありますが、「実は、ほんの2年前まで国
内でドローンの自律飛行試験が行われたことはありませんで
した。安心して実証実験ができるフィールドを得たことが、

プロジェクトの進捗を後押ししていることは間違いありませ
ん」と宮本主査は語ります。

近い将来、物流拠点を結ぶ飛行ルート「ドローンハイウェ
イ」が実現し、物資を積んだ大型ドローンが行き来したり、
さらに都市の居住地域の上空では小型ドローンによる配達等
をはじめ、老朽化するインフラの点検、高齢化が進む市街地
の巡回警備等さまざまなサービスの展開が予想されます。離
島間の物流等も、長距離を飛ぶドローンによって、従来より
もはるかに効率よく、便利に行えるはずです。さまざまな産
業で、人では補いきれない作業を担い、人手不足を解消する
鍵となるドローンですが、課題もあります。
異なる事業者のドローンが自動でルートを飛び、目的地で
作業し、また帰還する。そうした近未来の姿を実現するため
には、事業者間を連携させる共通のプラットフォームが必要
です。また、ドローンに関する運航情報等がシステム上で適
切に相互接続されることが、マーケットを形成する大事な要
素であり、人々に安心してサービスを受け入れてもらうため
の重要なポイントになります。
そこで、ドローンの社会実装に向けては、万一にも機体同
士の接触や衝突が起きないように、複数のドローンの飛行計
画を統合して一元管理できる「運航管理システム」を整備し
なければなりません。また、ドクターヘリのようにドローン

と同じ空域を飛ぶ有人航空機との衝突を防ぐ「衝突回避シス
テム」も不可欠です。この二つのシステムの開発は、本プロ
ジェクトの大きな目標になっています。
一方で、こうした取り組みは限られた事業者だけでなく、

誰もが使えることが求められます。そこでNEDOは、国内
外のドローン事業者の誰もがドローン運航試験に参加できる
よう、運航管理システムのAPI（アプリケーションプログラ
ミングインターフェース）を順次公開するとともに、国内外
のドローン開発と歩調を合わせ、常に計画の見直しを図りな
がら標準化への道筋を描いています。「世界中の人々が安全・
安心なドローンの活用を図るためにも、本プロジェクトの成
果を国際標準化につなげることが重要だと考えています」と
宮本主査は力を込めます。
そこで、次ページからは、本プロジェクトで開発を進めて

いるドローンの「運航管理システム」と「衝突回避システ
ム」、さらに相互接続と標準化の取り組みについて、ご紹介し
ます。

NEDOが考える、ドローンが
活躍する社会

NEDOロボット・AI部関係者。

NEDO DRESSプロジェクト
プロジェクトマネージャー
ロボット・AI部
主査

宮本 和彦

警備

物流

衝突回避システム

DRESSプロジェクト

運航管理システム

Focus NEDO 2019 No.75 07



複数事業者のドローンが飛び交い、
さまざまな業務を行うためには、接触
や衝突等の事故を、未然に、確実に防
ぐ仕組みが必要です。そのためにも、
ドローンを活用する事業者に対して、
ドローンの運航に必要な地形や建物の
3次元地図情報や気象情報を、タイム
リーに提供する必要があります。
NEDOは、こうした状況を想定し、

全ての事業者の飛行計画と実際の飛行
状況を把握して、ドローンの安全で効
率的な運航を管理する「運航管理シス
テム」の構築と、社会実装に向けた実
証実験を進めています。
これまで、大量のドローンが同時に
飛ぶパフォーマンスはありましたが、
DRESSプロジェクトで開発している
技術は、さまざまな事業者のドローン
が多様な業務を目的に飛ぶことに大き
な価値があります。

「運航管理システム」は、ドローンを
利用する事業者側が持つ「運航管理機
能」と、それを共有し、一元的に管理
するための「運航管理統合機能」、さら
に地図情報や気象情報を提供する「情
報提供機能」から成り、三つの機能が
連携することでドローンの安全な運航
を可能にします。
本プロジェクトで、この「運航管理

システム」の開発を担っているのが、
日本電気（株）、（株）日立製作所、（株）
NTTデータの3社です。日本電気
（株）の西沢俊広氏は「運航管理システ
ムは、複数のドローンの運航状況を管
理するインフラとして重要です。この
システムができれば、事業者側の運航
管理機能と管理者側の運航管理統合機
能を連携させ、どう飛ばそうとしてい
るかの飛行計画と、飛ばして良い場所
はどこかの空域情報、今どこを飛んで
いるのかというリアルタイムな飛行状
況を共有できます」と説明します。
3社はチームでディスカッションを

重ね、システムの構成を決定するとと
もに、それぞれが「運航管理統合機能」
のうちの「飛行計画管理システム」「空
域情報管理システム」「飛行状況管理
システム」の開発を受け持っていま
す。日本電気（株）の「飛行計画管理
システム」は、複数事業者の飛行計画
を一元管理し、飛行計画が重なってい
ないかなどを自動でチェックし、危険
と判断した場合は計画の見直しを要請
します。（株）NTTデータの「空域情
報管理システム」は、ドローンの飛行
に必要な空域情報、有人航空機情報等
を統合的に管理し、ドローン事業者と
情報を共有するAPIを提供します。
（株）日立製作所の「飛行状況管理シス
テム」は、ドローンの位置情報や速度、
進路等をリアルタイムに把握し、ド
ローン同士やドローンと地表の障害物
が接近し過ぎていないか、飛行計画と
実際の飛行ルートに違いはないかを
チェックして、必要に応じて警報を発
します。

2019年10月に行った実証実験で
は、29の事業者が参加し、1時間1平
方kmに100フライト以上のドローン
の飛行試験に成功。運航管理システム
の実用性を実証しました。
（株）NTTデータの羽鳥友之氏は

「住宅の上をドローンが飛び交うこと
への社会受容性を高めるには、実証を
繰り返すことしかありません。それに
よって社会から受け入れられるように
したい」と話します。また（株）日立
製作所の馬渕睦実氏は今後の課題につ
いて「ドローンのなりすまし等をいか
に防ぐか、セキュリティについてもさ
らに検討が必要です」と指摘します。

本プロジェクトにおいて、ド
ローンにエリアの障害物情報と
詳細な気象情報を伝える「情報
提供機能」の開発を担っている
のが（株）ゼンリンと（一財）日
本気象協会です。
福島RTFでは、飛行ルート
の作成に必要な、正確な高さ
データを有する3次元地図情報
を整備しました。これは、ド
ローンが送電鉄塔や建築物等に接近し
た際の検知にも役立ちます。また、福
島RTFに設置された気象観測装置の
データを利用し、高解像度・高頻度に
更新する風や雨の情報提供を目指して
います。（株）ゼンリンの深田雅之氏

は「地図情報のデータモデルは、地上
の地形情報と障害物情報、飛行禁止区
域といった静的なデータと、イベント
等で一時的に飛行が規制されるエリア
の情報や気象情報のように時間ととも
に変化する動的なデータとで構成して
います。これらのデータを統合し、ド
ローンが飛んで良いスペースを示すド
ローン専用の地図を開発しました」と
語ります。（一財）日本気象協会の森
康彰氏は「ドローンの飛行に必要とな
る分単位の情報提供や、ドローンが飛
ぶ地上50～100m付近の風に関する
予測はこれまで行っていなかったた
め、ドローン専用の予報を作成してい
ます」と話します。
運航管理システムを全国、さらには

国際標準化につなげていくためにも、

まず福島RTFでこのシステムを確立
することが、大きなステップになりま
す。日本電気（株）の西沢氏は「我々
が取り組んでいるのは、 空の道をつく
る” 仕事です。まだこの世にないもの
をつくる作業であり、自分たちが歴史
をつくるというモチベーションで取り
組んでいます」と意気込みを語りまし
た。

ドローンの事故を防ぐため
共通のプラットフォームを構築

01.運航管理システム
業種を越えたドローン活用へ！

次世代の空の安全 ドローンの産業活用1特集

運航管理システムの飛行状況管理画面運航管理システムのイメージ図

ロボット・ドローンが活躍する省エネルギー社会の実現プロジェクト

NEDO PROJECT DRESSプロジェクト
Drones and Robots for Ecologically Sustainable Societies project

情報提供機能

運航管理統合機能

3次元地図情報

気象情報

飛行計画管理 空域情報管理 飛行状況管理

情報提
供

情報提供

飛行計画申請・飛行状況報告 計画承認・飛行計画/状況の共有

運航管理機能群

運航管理
機能
災害調査

運航管理
機能
警備

運航管理
機能
物流

運航管理
機能
郵便
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複数事業者のドローンが飛び交い、
さまざまな業務を行うためには、接触
や衝突等の事故を、未然に、確実に防
ぐ仕組みが必要です。そのためにも、
ドローンを活用する事業者に対して、
ドローンの運航に必要な地形や建物の
3次元地図情報や気象情報を、タイム
リーに提供する必要があります。
NEDOは、こうした状況を想定し、

全ての事業者の飛行計画と実際の飛行
状況を把握して、ドローンの安全で効
率的な運航を管理する「運航管理シス
テム」の構築と、社会実装に向けた実
証実験を進めています。
これまで、大量のドローンが同時に

飛ぶパフォーマンスはありましたが、
DRESSプロジェクトで開発している
技術は、さまざまな事業者のドローン
が多様な業務を目的に飛ぶことに大き
な価値があります。

「運航管理システム」は、ドローンを
利用する事業者側が持つ「運航管理機
能」と、それを共有し、一元的に管理
するための「運航管理統合機能」、さら
に地図情報や気象情報を提供する「情
報提供機能」から成り、三つの機能が
連携することでドローンの安全な運航
を可能にします。
本プロジェクトで、この「運航管理

システム」の開発を担っているのが、
日本電気（株）、（株）日立製作所、（株）
NTTデータの3社です。日本電気
（株）の西沢俊広氏は「運航管理システ
ムは、複数のドローンの運航状況を管
理するインフラとして重要です。この
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進路等をリアルタイムに把握し、ド
ローン同士やドローンと地表の障害物
が接近し過ぎていないか、飛行計画と
実際の飛行ルートに違いはないかを
チェックして、必要に応じて警報を発
します。

2019年10月に行った実証実験で
は、29の事業者が参加し、1時間1平
方kmに100フライト以上のドローン
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ドローンの安全な飛行を支え
今後の発展への道を拓く

災害調査、警備、物流、郵便の４つの利用シーンを想定した実証実験に成功（2019年10月）。

運航管理システムの飛行経路図（左：福島RTF、右：海岸エリア）

株式会社ゼンリン 事業統括本部
IoT事業本部 IoT事業推進部 ドローン推進課
課長

深田 雅之 氏 （左）

一般財団法人日本気象協会 事業本部
環境・エネルギー事業部
副部長

森 康彰 氏 （右）

29事業者が参加した実証実験で、運航管理システ
ムの実用性を確認（2019年10月）。

空域情報管理画面例。

日本電気株式会社 
PSネットワーク事業推進本部
マネージャー

西沢 俊広 氏 （左）

株式会社日立製作所 ディフェンスビジネスユニット
情報システム本部
応用システム設計部
主任技師

馬渕 睦実 氏 （中）

株式会社エヌ・ティ・ティ・データ
第一公共事業本部　
課長代理

羽鳥 友之 氏 （右）

３次元地図情報画面例。
（C）ZENRIN3km10km（C）ZENRIN

NTTドコモ
災害調査ドローン

楽天
物流

ゆめサポート南相馬
空撮

ワインデング福島
農薬散布

eロボティクス福島／東日本計算センター
気象観測

日立産業制御ソリューションズ
空撮

双葉電子工業
点検

名古屋鉄道／中日本航空
地形測量

エンルート
災害調査

ＡＬＳＯＫ福島
警備

日本気象協会
気象観測

エアロセンス
空撮

KDDI／テラドローン
警備

プロドローン
物流

プロドローン
空撮

三菱重工業
長距離監視

スカパーJSAT
災害対応

イームズロボティクス
物流

一
辺
約
300m

SUBARUコンソーシアム
衝突回避システムの開発

SUBARUコンソーシアム
衝突回避システムの開発

日立製作所／情報通信研究機構
物流
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有人航空機とドローンが飛ぶ空域は
基本的に異なりますが、災害時に救助
活動を行う有人ヘリコプターやドク
ターヘリ等は、例外的にドローンと近
い高度で飛ぶことがあります。実際に
ドクターヘリとドローンのニアミスが
起きた事例も報告されており、NEDO
はドローンが衝突を回避する技術の開
発に取り組んできました。開発に当た
り、試験の第一段階では、有人ヘリコ
プターからドローンが目視できるかを
確認しました。しかし、機体が小さく
背景との差が付きにくいドローンを肉
眼で探索することは、パイロットに
とって大きなストレスになる上、高速
で移動中に空中を注視することは操縦
への悪影響も懸念されます。
そこで、DRESSプロジェクトでは

有人ヘリコプターに回避を求めるので
はなく、ドローン側に自律的な回避を
させることを選択しました。
ドローンが衝突を回避するために

は、ドローン自身が有人航空機をしっ
かりと認識する必要があり、地上から
の支援に頼らず、衝突対象との連携も
必要としない非協調式のSAA※1を実
現するため、電波センサー・光波セン
サーを統合した「衝突回避システム」
を開発しました。この「衝突回避シス
テム」の研究開発を担っているのが、
（株）SUBARU、日本無線（株）、日本
アビオニクス（株）、（株）自律制御シ
ステム研究所、三菱電機（株）の5社
です。試験では農薬散布等に用いられ
ているシングルローターのドローンを
使用。この機体には日本無線（株）製
のレーダーと日本アビオニクス（株）
製の画像処理装置、（株）SUBARU製
の自律管理装置が搭載されています。

回避行動のステップは、まずレー
ダーが約5kmの距離で対象物を探知
します。その後、500～600mの距離
で対象物を検知し、その画像が航空機
なのか、鳥なのかなどさまざまなケー
スを想定して識別をします。そして、
その段階で左右に回避するのが良い
か、下方に回避するのが良いかを判断
して、安全かつ適切な回避行動を取り
ます。さらに、回避した後は速やかに
元の飛行経路に戻ります。
2019年7月に福島県南相馬市の海

岸線7kmの広域飛行空域で行った衝
突回避試験では、シングルローターの
ドローンが有人ヘリコプターに対して
相対速度100km/hでの回避を行い、
世界で初めて成功しました。この速度
域で対象物を検知し、有人ヘリコプ
ターと判断し、自律した回避が可能に
なったことで、ドローン同士、またド
ローンと有人航空機のニアミス、ある

いは衝突事故や墜落事故を防ぐ貴重な
知見を得ることができました。

レーダーによる電波センサーを受け
持つ日本無線（株）の平木直哉氏は
「一般的な地上設置のレーダーと異な
り、レーダー自体が移動しながらヘリ
コプターを探知する処理は特殊であ
り、本プロジェクトで実証できたこと
は貴重な経験になりました」と振り返
り、また、映像を基に画像処理し、脅
威の判断を担当する日本アビオニクス
（株）の宇佐美毅氏は「ドローンの判断
精度を高めるには、画像データをもっ
とたくさん取り込まなければなりませ
ん。空の状況は毎日違いますし、地上
の光も季節によって見え方がまったく
異なります。そうしたデータをできる
だけ多く収集することがこれからの課
題です」と話します。
各種センサーからの

情報を基に判断し、回
避するためのアルゴリ
ズムを担当する（株）
SUBARUの笹本貴宏
氏は「実際にヘリコプ
ターを飛ばしてデータ
を取るというチャンス
は、なかなか得られる
ものではありません。
しかし、本プロジェク
トの衝突回避試験で貴

重なデータを取得し、システムの有用
性を確認できたことは大きな収穫だと
捉えています」と手応えを語りまし
た。
衝突を回避したことで、本来の飛行

ルートから外れた場合、運航管理シス
テムが近隣を飛ぶ他のドローンにどの
ように警報を出すかについては、今後
検証が必要です。さらに搭載するセン
サーの小型化も、実用フェーズに向け
て解決が求められる課題です。それら
は、今後実施する、離島間輸送を想定
した実環境に近いフィールドでの実証
実験を通して、より精度を高めていく
予定です。しかし、基本的にニアミス
や衝突を回避するのは運航管理システ
ムの役割であり、この衝突回避システ
ムは、あくまで最終的な手段だと考え
ています。運航管理システムはドロー
ンと有人航空機の接近を感知し、回避
や緊急着陸等の指示を出して、安全を
担保します。それでも防げない緊急時

に、この衝突回避システムが作動する
という、二重三重の安全を確保してい
ます。
衝突回避システムはドローンの商用

利用に向け、日本だけでなく世界中で
課題となっている非常に重要な技術で
す。その実現に向けて、複数の企業が
互いの技術やノウハウを持ち寄り、融
合したことによって、この衝突回避シ
ステムが完成したことに、本プロジェ
クトの大きな意義があるとNEDOは
考えています。

次世代の空の安全 ドローンの産業活用1特集

ドローンは電波センサーと光波センサーで有人
ヘリコプターを探知・識別し、自律管理装置の判
断によって150mの最低安全離隔距離を保て
るように回避行動を取ります。

同じ空域を飛ぶ有人航空機との
ニアミス、衝突を避けるために

02.衝突回避システム
いざというときに備える！

ロボット・ドローンが活躍する省エネルギー社会の実現プロジェクト

NEDO PROJECT DRESSプロジェクト
Drones and Robots for Ecologically Sustainable Societies project

※1 SAA（Sense and Avoid）：無人航空機が搭載したセンサーの情報のみを用いて衝突回避を行うこと。
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株式会社SUBARU
航空宇宙カンパニー 技術開発センター
自律システム設計部 自律システム設計課
係長

笹本 貴宏 氏 （左）

日本無線株式会社
特機事業部 副事業部長
兼 企画推進部長

平木 直哉 氏 （中）

日本アビオニクス株式会社
情報システム事業部
第三技術部
主任

宇佐美 毅 氏 （右）

各種センサーと回避行動を選択する装置を搭載した
ヤマハ発動機（株）製のドローン。

衝突回避のイメージ図。 有人ヘリコプターから見たドローン。

複数の企業が技術を持ち寄り
融合したことで大きな成果に

Focus NEDO 2019 No.75 11



高密度でドローンが飛び交う空で、
衝突等の危険を確実に回避するために
は、それぞれのドローンの運航情報
が、システム上で相互接続されること
が必要です。そこでNEDOは、福島
RTFにおいて、国内外のドローン事業
者が相互接続できる運航管理システム
の開発を行うとともに、その成果の国
際標準化を推進しています。
誰もが相互接続できる環境は標準化
のベースになりますが、2019年6月
にはそのステップとして、運航管理シ
ステムのAPIの仕様書を公開しまし
た。これによって、DRESSプロジェ
クトに参画していない事業者も、福島
RTF内で運航管理システムとの相互
接続試験に参加することが可能になり
ました。もちろん海外の事業者も同様
に、参加することができます。
同年10月に福島RTFで実施した運
航管理システムの相互接続試験では、
一般の事業者も実際にネットワークを
介して運航管理システムに接続しまし
た。セキュリティ対策としては、ファ
イアウォールとIDS（侵入検知システ
ム）を設置し、認証キーを持った事業
者のみが接続できるようにしました。
当日は本プロジェクトに参画している
17社のドローンとともに、一般の事
業者12社のドローンが参加し、農薬
散布、地形測量、空撮、警備、インフラ

点検のほか、複数ドローンによる気象
観測、複数ドローンを隊列飛行させた
物流を想定した実験を行い、相互接続
の有効性を実証しました。
この実証実験でLTE回線を用いて
相互接続を支援したのが、（株）NTT
ドコモです。また、KDDI（株）はLTE
回線で警備ドローンから高品質な映像
伝送を行いました。ドローンは機体の
制御や映像伝送をするために、常に通
信しながら飛行する必要があります。
しかし、低出力の無線LANでは広い
エリアを網羅することは困難です。そ
の点、すでに全国をカバーしている携
帯通信インフラを活用できれば、広範

囲なドローン活用が実現できます。
（株）NTTドコモの山田武史氏は

「既存の回線網を上空で使えるのかと
いう点から検証し、今回の実験では7
チームに対して運航管理システムへの
API接続を支援しました。ドローンに
搭載している運航管理デバイスは約
60gと軽量で、汎用的なドローンにも
搭載が可能です」と話します。KDDI
（株）の杉田博司氏は「上空のどこに電
波があるか可視化することをはじめ、
将来事業者がドローンを使ってビジネ
スしやすい環境をつくることが目標で
す」と将来を見据えます。

次世代の空の安全 ドローンの産業活用1特集

ドローンが飛び交う社会に向け
鍵を握る相互接続

ドローンが普及した社会を想定した試験に成功（2019年10月）。

03.標準化や今後の取り組み
グローバルな社会基盤へ！

ロボット・ドローンが活躍する省エネルギー社会の実現プロジェクト

NEDO PROJECT DRESSプロジェクト
Drones and Robots for Ecologically Sustainable Societies project

KDDI株式会社
経営戦略本部
次世代基盤整備室
課長補佐

杉田 博司 氏 （左）

株式会社NTTドコモ
法人ビジネス戦略部
ドローンビジネス推進担当
主査

山田 武史 氏 （右）
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ドローンの商用利用とその市場は、
日本だけのものではありません。当
然、海外でも、さまざまな目的でド
ローンが活用され始めています。とり
わけ欧米や中国では特許の出願も多
く、関連する産業分野に力を入れてい
ることが分かります。
また、ドローンの活用によって社会
的な課題を解決することは、新しい産
業を生み出すことでもあります。今後
急成長が予想される国内外のドローン
市場で、日本企業が競争力を高めるた
めにも、国際標準化を視野に入れた活
動が欠かせません。そこでNEDOは、
本プロジェクトで開発している技術が
国際標準に取り入れられるよう、国際
的なルール検討の場に積極的に参加
し、その動向を把握するとともに、日
本企業の強みが発揮できるように、本
プロジェクトの成果を議論の場に載せ
るよう努めています。
そうした取り組みの一つとして

（株）ゼンリンと（一財）日本気象協会
による情報提供機能を基にした地理空
間情報に関するデータモデル（Data 
model for spatial data）というテー
マが、2019年1月、ISO/TC20/SC16
のNP提案として承認されました。
TC20は航空・宇宙機等の分野で、
SC16が無人航空機の担当セクション
です。また、NP提案とは、ISOの標

福島RTFから国内外にさまざまな
技術成果を発信するため、NEDOは海
外の事業者がAPIに接続して運航管
理システムの安全性を実感してもらう
ことを目指しています。結果として、
さまざまな国でこの運航管理システム
が活用されれば、標準化に向けて大き
な波及効果をもたらすでしょう。
運航管理システムをはじめとする本

プロジェクトの成果は、日本国内に限
らず、世界のドローン活用に貢献する
価値あるものだと考えています。しか
し、NEDOにとっての最終的な目標
は、標準化そのものではなく、世界中
の事業者がドローンを安全に利活用で
きる基盤づくりに貢献することです。
ドローンの世界の技術進歩はとても

早く、私たちの身の回りでドローンが
飛び交い、商品や郵便を運んだり、災
害や犯罪から守ったりする時代はもう
そこまで来ています。2022年の日本
の空にどれだけのドローンが飛んでい
るのか、ご期待ください。

準化に向けた検討に値するテーマとし
て承認されたことを示しています。こ
れで、国際標準化に向けた議論の舞台
に載ることができました。

本プロジェクトでは、社会的な合意
形成を重視し、それぞれの研究成果に
ついて可能な限り公開していきます。
本プロジェクトの成果を広く国内外の
皆さんに公開することは、ドローンの
商用利用に対する社会受容性を高める
ための欠かせない要素であり、より多
くの事業者に向けて、この福島RTF
での実証実験への参加を促す意味もあ
ります。そのため、本プロジェクトで
は、これまで以上に精力的にニュース
リリースの発信や、シンポジウム等に
積極的に参加し成果を発表するととも
に各国の技術動向を把握し、有力な企
業・組織とのネットワーク構築を図っ
ています。

日本企業の競争力を確保するため
標準化に向けた取り組みを加速

世界中の事業者が安全に
利活用できる基盤づくり

国際標準化を目指す活動の5ステップ

オールジャパン体制で社会実装に挑戦。

①国際的動向の把握

②国際標準化の方針検討

④国内委員会での審議・合意

⑤ISO会合での状況調査

③実施者の標準化に向けた
環境整備

●DRESSプロジェクトウェブサイト
https://nedo-dress.jp/

●DRESSプロジェクト紹介動画
https://www.youtube.com/playlist?list=
PLZH3AKTCrVsVKOH8_
iCoZcTuGu2u1YYuC

●API公開

https://www.nedo.go.jp/
news/press/AA5_101147.html

https://drone-trafficmanagement.jp/

NEDOニュースリリース

運航管理システムAPI公式サイト
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ベンチャー企業によるロケットの打ち上げや、低コストで
利用可能なCubeSat（超小型人工衛星）の開発、衛星データ
を活用した新たなビジネス等、宇宙産業に関する動きが盛ん
に報道されるようになっています。政府も2017年5月に
「宇宙産業ビジョン2030」を発表し、宇宙機器産業、宇宙利
用産業の市場拡大を掲げています。
こうした状況を背景に、NEDOは現在、宇宙ビジネスの分
野での新産業創出・シーズ発掘や研究開発型中小・ベン
チャー企業支援の一環として、「宇宙産業技術情報基盤整備
研究開発事業（ベンチャー企業等による宇宙用部品・コン
ポーネント開発助成）」を行っているほか、内閣府・経済産業
省と共に、「S-Matching（エス・マッチング）」「S-Booster
（エス・ブースター）」等の取り組みを実施しています。ビジ
ネス・アイデア段階から事業化までを切れ目なく支援するこ

とで、中小・ベンチャー企業の研究開発を推し進めるととも
に、宇宙利用ビジネスの成長も目指しています。

支援の現場について、NEDOイノベーション推進部の伊吹
信一郎主任は「宇宙ビジネスに取り組んでいるベンチャー企
業からは、新たなビジネス・アイデアが次々に生まれていま
す。中小企業においても高い技術力を持ち、宇宙開発に必要
な部品や素材を製造しているところが多くあります。しか
し、まだ市場は成長途上であり、投資家からの支援も十分で
はない中で、事業化のリスクは依然として高いものがありま
す。そうしたプレーヤーの成長をサポートし、宇宙産業の発
展につなげる意義は非常に大きいと思います」と語ります。
そこで、NEDOが実施している宇宙分野における研究開発

やビジネス展開の支援策と併せて、中小・ベンチャー企業の
事例もご紹介します。

宇宙機器産業、宇宙利用産業の強化・拡大を目標に

リスクの高い事業化へのサポート

2特集

宇宙ビジネス市場規模と内訳。

NEDO
イノベーション推進部
プラットフォームグループ
主査

山田 致
NEDO
イノベーション推進部
プラットフォームグループ
主任

伊吹 信一郎
NEDO
イノベーション推進部
プラットフォームグループ
職員

船木 照夫

新時代・宇宙ビジネス

未来を先取り！

近年、ニュースでも取り上げられることが増えた宇宙ビジネス。
ものづくりのフロンティアといわれる宇宙産業の活性化に向けて

ベンチャー企業や中小企業を後押しするNEDOの事業をご紹介します。

（出典）「State of the Satellite Industry Report 2018」を基にNEDO作成

衛星
サービス
37%

非衛星産業
23%

地上設備
34%

衛星製造5%
ロケット打ち上げ1%

宇宙利用産業

宇宙機器産業

国際市場
38兆円
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NEDOは、「宇宙産業技術情報基盤
整備研究開発事業（ベンチャー企業等
による宇宙用部品・コンポーネント開
発助成）」で、優れた技術を持つ中小・
ベンチャー企業を対象に、人工衛星等
の宇宙用部品・コンポーネントの研究
開発を支援しています。目的は、宇宙
機器産業の裾野を広げることと同時
に、信頼性が高く、競争力のある宇宙
用部品・コンポーネントの開発を促進
することにあります。
本事業は2018年度から始まり、宇

宙ビジネスへの参入を目指す中小・ベ
ンチャー企業6件のテーマを採択。
NEDOイノベーション推進部の船木
照夫職員は「既存の技術を基に宇宙機
器の分野に参入してきた企業もあれ
ば、以前から宇宙に関連する機器の開

発を手掛けてきた企業や大学発のベン
チャー等まで、バラエティに富んだメ
ンバーが揃いました。皆さん、宇宙産
業への情熱にあふれています」と、そ
の印象について話します。
採択したテーマは「超小型人工衛星

の姿勢を制御する装置」「宇宙空間の過
酷な熱環境に耐える素材」「画像情報を
高精度に収集する機器」等、将来性、市
場性が期待されるものばかりです。
日本のように、衛星の製造からロ

ケット製造、打ち上げサービスまで、
国内で完結できる産業基盤を抱えてい
る国は世界的に見ても希少です。
また、中小・ベンチャー企業の中に

は、エッジの効いた技術やユニークな
ビジネスモデルを背景に、宇宙ビジネ
スでの成功を目指す事業者が多数存在
しています。
そこでNEDOは、こうした基盤を
活用し、戦略的に部品・コンポーネン

将来性が期待される人工衛星の
部品・コンポーネント開発を支援

ト対策を強化していくことで、今後急
速な拡大が期待される宇宙産業市場の
獲得を見込んでいます。
特に、超小型人工衛星の分野は、宇

宙からの観測データを基にした、新た
なサービスのアイデアが続々と登場し
ています。気象観測や測量、物流の追
跡、災害対応、農業や漁業への活用等、
今後もさまざまなデータを組み合わせ
たビジネスが生まれることは確実で、
超小型人工衛星に用いる各種部品・コ
ンポーネントは、大きな成長が期待で
きる分野と目されています。
船木職員は「人工衛星等に関する部

品・コンポーネントならば、あらゆる技
術が公募の対象です。この取り組みを
さらにアピールすることで、中小・ベン
チャー企業の創意工夫に満ちた提案に
出会う機会を増やし、宇宙ビジネスを
広げていきたいです」と、新たな発想、
斬新な技術への期待を語りました。

宇宙で活用する技術開発をサポート
宇宙用部品・コンポーネント開発助成

株式会社ジェネシア
LCTF 分光カメラの開発

（株）ジェネシアは、人工衛星に搭載される光学装置の開
発企業です。宇宙軌道から地球表面を緻密に撮像する装置
（液晶波長可変フィルタ「LCTF」分光カメラ）の製品化に取
り組んでいます。光強度（明るさ）、波長（色）、位相（偏光）
に関する画像を一括して取得可能なこの装置からは、新たな
農業や水産業、鉱業等を展開するために有益な情報を抽出で
きます。気象・防災への利用拡大も期待されています。

株式会社天の技
超小型衛星用の姿勢測定装置開発

（株）天の技は、主に宇宙機器およびデータ解析用ソフト
ウエアの研究開発、製造を行うベンチャー企業です。NEDO
事業では、衛星運用時の信頼性や宇宙からの精密な観測等の
観点で重要なコンポーネントの一つであるスタートラッ
カー（STT：星を撮影し、その配置関係から衛星の姿勢を推
定する装置）を、CubeSat向けに小型化・低消費電力化し、
かつ安価に開発・提供することを目指しています。

取り組み 1

LCTFデバイスの機能。 スタートラッカー試作品。

https://www.nedo.go.jp/activities/ZZJP_100139.html

多原色画像被写体

LCTFデバイス
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宇宙ビジネスにおいて、事業を立ち
上げる際の投資コストは非常に高く、
創業初期の宇宙ベンチャーこそ資金を
必要としています。しかし、これまで、
宇宙ビジネスのスタートアップ段階に
ある個人やベンチャー企業等は、投資
家・事業会社とのコネクションが乏し
く、投資家・事業会社も、宇宙ビジネ
ス・アイデアの情報を十分にキャッチ
アップできてはいませんでした。そこ
で政府は、このギャップを埋めるため
に、宇宙分野の新たなビジネス・アイ
デアを持つ個人やベンチャー企業と、
宇宙分野への投資に関心が高い投資
家・事業会社とのマッチングを図る
「宇宙ビジネス投資マッチング・プ
ラットフォーム（S-Matching）」を創
設。2018年5月にS-Matching専用
のウェブサイトを立ち上げ、NEDOは
運営事務局として、本サイトの運営を
担っています。宇宙ビジネス起業家等
が、S-Matchingのサイトに自身のビ
ジネス・アイデア等を投稿し、投資家
が閲覧することで、投資や事業提携の
検討を行うという仕組みで、2019年
12月現在の登録件数は、宇宙ビジネ
ス起業家365件、宇宙ビジネス投資

また2019年9月には、マッチング
を促進するリアルイベントとして、宇
宙ビジネス起業家6社によるピッチイ
ベントを開催。山田主査は「ピッチイ
ベントはこの事業では初めての試みで
したが、S-Matchingに登録していた
だいている投資家だけでなく、金融機
関やベンチャーキャピタル等から約
120人の来場があり会場は満席。質
疑応答も活発で、関心の高さがうかが
えました」と今後に向けた手応えを語
りました。

家59件で、今も増え続けています。
この状況についてNEDOイノベー
ション推進部の山田致主査は「ベン
チャーへの投資は増加傾向にあり、宇
宙事業のような回収まで時間が掛かる
案件にも投資意欲は高まっています。
特に研究開発型のベンチャーに注目が
集まっている点が、この事業への追い
風になっています」と話します。

起業家と投資家を結ぶ
マッチング・プラットフォーム

今秋開催の
ピッチイベントも盛況

2特集 未来を先取り！ 新時代・宇宙ビジネス

宇宙ビジネスベンチャーに、専
門的見地を有する人材をマッチン
グするプラットフォームの運用を
開始。新たなビジネス連携を促進
します。

宇宙ビジネス専門人材プラットフォーム

S-Expert

宇宙でビジネスを考える企業を結び付ける
S-Matching

起業家と投資家のマッチング・プラットフォーム「S-Matching」。

初期フェーズの
アイデアから、す
でに事業化して
いるものまで幅広
く投稿できる。投
資家とのマッチン
グ後は直接コンタ
クトが可能。

ピッチイベントの様子。

S-Matching の3大メリット

これまでの実績

宇宙ビジネス起業家
登録数

宇宙ビジネス投資家
登録数

アイデア投稿数

365件
59件
162件

取り組み 2

https://s-matching.jp/

https://s-expert.jp/
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S-Boosterは、宇宙をテーマに新た
なビジネス・アイデアを募集し、専門
家による経営面での助言（メンタリン
グ）等を通じて事業化に向けた支援を
行うコンテストです。内閣府が主催し
NEDOが共催するこの取り組みは、優
れた宇宙ビジネス・アイデアの発掘
と、ビジネス立ち上げの推進を目指し
て行っています。
書類審査による一次選抜、プレゼン
テーションによる二次選抜を経て選ば
れたファイナリストは、最終選抜まで
の間、メンターの下でビジネスプラン
として成立させるためのアドバイスを
受けます。最終選抜会では、アイデア
を持った個人やベンチャー企業が宇宙
分野に関心を持つ投資家や事業会社等
にビジネス・アイデアの発表を行うこ
とで、マッチングの機会を提供します。
2017年から開催し、今年で3年目

となる、「S-Booster 2019」では、募
集地域をアジア・オセアニアに拡大展

だ企業も多い」とその成果を話しま
す。2019年11月25日に東京都内
で行われた最終選抜会では、ファイナ
リストによる選りすぐりの宇宙ビジネ
ス・アイデアが発表され、多くの投資
家・事業会社が新たな宇宙ビジネスの
生まれる瞬間に立ち合いました。

開し、国内外から、宇宙ビジネス・ア
イデアを募集。国内200件、アジア・
オセアニア100件の応募の中から、
12チームをファイナリストに選抜し
ました。NEDOイノベーション推進
部の伊吹主任は「前回、前々回の出場
者で、すでに事業化のステップに進ん

3年目を迎え募集地域を
アジア・オセアニアに拡大

宇宙ビジネスに取り組むベンチャーを育てる
S-Booster

宇宙をテーマにしたビジネスアイデアコンテスト「S-Booster」。

2019年11月25日に行われた最終選
抜会の様子。最優秀賞はSensinGood 
Lab.の「あしらせ」が受賞。

世界最高水準の測位技術で
さまざまな産業や社会に貢献

準天頂衛星×ドローン
「みちびき」を活用したドローン実証実験
（ピンポイント配送）

取り組み 3

COLUMN

01 02

https://s-booster.jp/

マゼランシステムズジャパン（株）は、衛星測位の活用技術
とノウハウを生かし、世界で初めて「みちびき」のセンチメートル
級高精度測位サービスにダブル
対応した、ドローン等に搭載する
受信モジュールの開発に成功しま
した。今後さらなる小型化を進め、
世界の産業の発展や人手不足の
解消に貢献していきます。

NEDOは楽天（株）と共に、彩の国くまがやドームで、準天
頂衛星システム「みちびき」の高精度測位情報をドローンの自
律飛行制御に活用した
実証実験を行いました。
実験の結果、幅数センチ
メートルの白線上にピン
ポイントで着陸させること
に成功しました。開発した受信モジュール。 ドローンのピンポイント着陸に成功。
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　当社は軽くて自然な着心地で、洗濯も可能
な普通の「服」でありながら、多種・多点のセ
ンサを搭載した次世代スマートアパレル
「e-skin」を展開しています。
　創業直後に参加した「CES2016」で、4つ
の歪センサを有し右半身の腕の動きを計測で
きる「e-skinシャツ」のプロトタイプを展示
しました。市場の反応は良好でコンセプトが
受け入れられた感触があった一方、商品とし
て右半身の腕の動きしか計測できないプロト
タイプでは不十分であり、さらに、事業化の実
現には技術やコンセプトだけではなく、サー
ビスを具体的に提示する必要がありました。
　そこで、NEDOのSTSによる支援を受け、
上半身全体の動きを捉えることができる新し
い「e-skin」の開発、およびアプリケーション
ソフトウエアそして生産技術の確立に取り組

みました。
　これによって生まれたのが「e-skin DK」と
いう商品です。これは14の歪センサで上半
身の動きを汎用的に捉えることができ、さら
に開発者向けのSDK（ソフトウエア開発キッ
ト）を提供することができました。創業から
わずか1年3カ月で上市を実現できたのは本
助成事業のおかげであると考えています。

　「e-skin DK」の販売を開始したことによ
り、多くの企業や研究機関の皆さまから、さ
まざまな用途に応じたスマートアパレルの開
発依頼をいただくようになりました。スポー
ツや労働者管理、介護、赤ちゃんの見守り等
の分野で取り組みを行い、最近では日立製作
所と協働した作業者の状態を認知するシステ
ムや、アシックスとの着るだけで野球の投球
フォームを評価する「投球動作解析e-skin

シャツ」等があります。その中から、収益化
が見込まれる事業として、2019年10月か
ら保育園での午睡チェックサポートサービス
を開始、2020年にフィットネスと睡眠分野
でサービスリリースを予定しています。
　今後もスマートアパレル「e-skin」を通し
て、日常生活における楽しみや利便性を向上
し、さらに安心安全な社会の実現に貢献する
ための「予防医
療」につながる
製品やサービス
を開発、提供し
ていきたいと考
えています。

スタートアップ支援のその先へ

株式会社Xenoma
Co-Founder & 代表取締役CEO　網盛 一郎 さん

NEDO

NEDO担当者からのコメント
伸縮性エレクトロニクス技術を生かしたスマー
トアパレルは、人に優しく、マシンとインター
フェースできる点で、スポーツや介護等へ展開
を実現。今後、さらに適用領域を拡大し、大き
く事業展開することが期待されています。

スマートアパレル「e-skin」の
開発・製造・販売

イノベーター

File.5

Startups Future

https://xenoma.com/

Q1. NEDO支援事業をどのように活用？

Q2. Xenomaの“その先”とは？

TCP
Technology
Commercialization
Program

大学、研究機関、ベンチャーの
起業家の育成支援プログラム

事業規模

ステージ
／時間

NEDOベンチャー支援 で検索
https://www.nedo.go.jp/activities/ZZJP2_100063.html

鉱工業技術の研究開発を対象に
NEDOが支援するシームレスなスタートアップ支援メニュー

TCP
NEP

STS
CRI

SCA

2019年10月に開催された
ASIA Hardware Battle 2019

次世代モーション
キャプチャーシステム
e-skin MEVA

NEDO「シード期の研究開発型ベンチャー（STS）
への事業化支援」に採択。

2016年

STSの成果として「e-skin DK」を上市。2017年

株式会社Xenomaを創業。2015年

2018年 NEDO「企業間連携スタートアップ（SCA）
に対する事業化支援」に採択、開発中。

e-skin DK
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　当社は、NEDOの支援事業に二度採択され
ました。一度目のSUI事業では創業チーム
編成や事業計画の策定、知財の確立等、会社
の基盤を築くための大きなサポートを得まし
た。ステークホルダーではないメンターや各
種士業の先生方の支援により、ニュートラル
な意見を組み込むことができ、とても有益な
支援をいただきました。SES事業はSUFA
窓の事業化というテーマで現在も進行中で
す。その中に含まれるSUFAの量産開発テー

マは費用負担も非常に大きく、助成事業とし
て進められることの恩恵の大きさは計り知れ
ません。

　助成期間終了後2年以内の販売開始に向
け、YKK AP様と共同でSUFA窓の製品開
発も進めています。サステナブルな社会実現
のため、世界的に建物の断熱基準が厳格化し
ていく動きの中で、世界で唯一の透明断熱材
であるSUFAが、必要不可欠な素材となるこ
とは想像に難くありません。当社の試算で
は、SUFAを搭載した窓を普及させること
で、人類の総エネルギー消費量を5%引き下
げることが可能です。そのために、まずは株
式上場により設備投資分の資金を確保し、そ
の後はさまざまな国や地域に生産拠点を持
つ、世界的な断熱材メーカーへと進化を遂げ
る予定です。

NEDO担当者からのコメント
SUFAは高い断熱性能や非常に軽量であること
から、製品化が強く望まれています。現在、高
品質・安定供給に向けて高い目標を設定し、技
術開発を推進しており、研究開発段階から製品
化、上市へと大きな飛躍が期待されています。

ティエムファクトリ株式会社
代表取締役社長　山地 正洋 さん

イノベーター

File.6

経済の活性化には、
「新技術」を競争力

とした起業家の育成
が重要です。

そこでNEDOは、研
究開発型ベンチャー

をはじめ、さまざまな
角度でスタートアッ

プ支援を実施

しており、その中か
ら、未来に向かって

成長を続ける注目の
スタートアップ企業

を紹介します。

世界初の透明断熱材SUFA（=Super Functional Air）の
事業化を推進する素材系ベンチャー

Q1. NEDO支援事業をどのように活用？

Q2. ティエムファクトリの“その先”とは？

NEP
NEDO
Entrepreneurs
Program

事業化支援人材の伴走支援による
起業支援

STS
シード期の研究開発型ベンチャー
（STS）への事業化支援
ベンチャーキャピタル等と連携して
シード期のベンチャーを支援

Seed-stage Technology
-based Startups CRI Collaboration with

Research Institute

橋渡し研究開発促進（CRI）に
よる実用化支援
研究開発型ベンチャー企業の
実用化開発を支援

SCA Startups in
Corporate Alliance

企業間連携スタートアップ（SCA）に
対する事業化支援
事業会社と共同研究等を行う
研究開発型ベンチャーを支援

「ILS Award 2019」Grand prix受賞の様子

茨城県補助金授与式の様子

世界初の透明断熱材SUFAhttps://www.tiem.jp/

NEDO「研究開発型ベンチャー支援事業
スタートアップイノベーター（SUI）」に採択。

2014年
ティエムファクトリ株式会社を設立。2012年

2018年 NEDO「戦略的省エネルギー技術革新
プログラム（SES）実用化フェーズ」に採択、
開発中。

2017年 大学発ベンチャー表彰
経済産業大臣賞受賞。
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「第2回AIエッジコンテスト」を開催 ！

CALENDER

2020年 NEDOの
イベントスケジュール

NEDOプロジェクトの成果には、数多くの
困難な壁を乗り越え、実用化を成し遂げるまでの
研究開発ストーリーがあります。

NEDO実用化ドキュメント
NEDO Project Success Stories

　

　

　

https://www.nedo.go.jp/
hyoukabu/index.html

答えはウェブ
サイトでチェック ！

クイズに挑戦 ！

スマートモビリティ「RODEM
（ロデム）」を開発したテム
ザックが実証を行った国はど
こでしょうか？

NEDO
QUIZ

注目の情報HOT TOPICS 

https://www.nedo.go.jp/events/
IT_100050.html

ロボットベンチャーの
創造性がグローバルな
国際実証により実用化

表彰

　 帝人ナカシマメディカルが、
人工関節の耐用年数の大幅延
長に成功する鍵となった樹脂
には、どんなビタミンが配合
されているでしょうか？

NEDO
QUIZ生涯にわたり

アクティブに暮らす
「生活の質」向上に貢献

革新的なAIエッジコンピューティングの実現に向
けて、優れた技術・人材・アイデアを発掘し、新たな人
材の当該分野への参画を促すため、「第2回AIエッジ
コンテスト」を開催しています。
“Connected Industries” における重点取組分野の

1つである「自動走行・モビリティサービス」に着目
し、自動走行の実現に欠かせない画像認識に関して、
ハードウェア（FPGA）実装を行い、画像中の物体検出
処理性能を競います。ぜひ、ご参加お待ちしています。

コンテスト概要

FPGAを使った自動車走行画像認識

主催：経済産業省、NEDO　共催：DMP、SIGNATE
実施体制：アドバイザリコミッティ、ステアリングコミッティの2委員会を設置
参加資格：特になし（個人、団体いずれの参加も可能）
コンテスト期間：2019年11月18日～ 2020年3月31日　
内容：FPGAを使った自動車走行画像認識コンテスト
URL： 第2回AIエッジコンテスト（実装コンテスト〔1〕）　https://signate.jp/competitions/191
表彰等：2020年5月上旬に開催予定の表彰式において、部門の上位者に対して
　　　　表彰、副賞（賞金等）を授与（詳細検討中）

16～17日
NEDO AI&ROBOT NEXT
シンポジウム～人を見守る
人工知能、人と協働する
ロボットの実現に向けて～

29～31日
ENEX2020

29～31日
nano tech 2020

1月

7日
TCP最終選考会

14日
2019年度 NEDO
『TSC Foresight』特別セミナー

18日
JST-NEDO 非可食性バイオマス
プロジェクト合同報告会（仮称）

20日
NEDO先導研究プログラム
成果報告会

26～28日
第2回 航空・宇宙機器 開発展

2月

20～22日
World Robot Summit 2020
（福島ロボットテストフィールド）

8月

25～27日
ジャパンドローン2020

3月

7～8日
第7回 ICEF

8～11日
World Robot Summit 2020
（愛知県国際展示場）

10月

Information NEDOからのお役立ち情報

 

●本誌の定期送付・送付中止・送付先変更や、その他のお問い合わせはこちらまで。
E-mail：kouhou@ml.nedo.go.jp　　FAX：044-520-5154　　
「Focus NEDO」編集担当宛て
●NEDOが実施するプロジェクトの公募情報や最新の成果、活動等を
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。
https://www.nedo.go.jp/nedomail/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】

フ
ォ
ー
カ
ス・ネ

ド
 N
o.75

 D
ecem

ber 2019
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（
N
ED
O
） 

〒
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 　
FA
X
: 044-520-5154  E-m

ail:kouhou@
m
l.nedo.go.jp　

編
集
：
広
報
部
　
編
集
長
：
石
井
 紳
一

 

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、NEDOの活動について、ご紹介します。

本誌の感想をお聞かせください。
頂いた感想は、今後の広報誌等制作
の参考とさせていただきます。

ご感想募集中
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