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俳優
「World Robot Summit 2020」
アンバサダー

ディーン・フジオカさん

Interview

常にチャレンジし続ける。
人類の新しい未来に
向け、福島・愛知から
世界に発信！

福島県生まれ。高校を卒業後単身渡米。香港でスカウトされた事を
きっかけに、モデルとして活動を始め、俳優としてもデビューを果た
す。その後、台湾に拠点を移し、数多くのヒット作品に出演。
日本では、2015年NHK連続テレビ小説『あさが来た』で知名度を
上げ、2017年テレビドラマ『今からあなたを脅迫します』で主演を務
める。2018年、主演映画『海を駆ける』の他、『空飛ぶタイヤ』が公
開。日本アカデミー賞 優秀助演男優賞を受賞。4月、テレビドラマ
『モンテ・クリスト伯』で主演を務め、2019年には映画『記憶にござい
ません！』に出演。10月、テレビドラマ『シャーロック』で主演を務めた。
ミュージシャンとしては、1stアルバム『Cycle』を2016年にリリース
し、秋にはアニメ『ユーリ!!! on ICE』のOPテーマをリリース。2019年
には、2ndアルバム『History In The Making』をリリースし、1stアジ
アツアーを開催。テレビドラマ『シャーロック』では、主題歌とOPテー
マの2曲を手掛けた。
俳優、ミュージシャン、モデルに加え、報道番組にも携わるなど、
ボーダレスに活動中。2020年2月「World Robot Summit 2020
（WRS2020）」のアンバサダーに就任。
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忘れられないあの日。
激しい揺れは、私の双肩を鷲摑みにし、両手両足は
役立たず、四つん這いにな
ることすらできなかった。
ありとあらゆる物が崩れ、
生きることと死ぬことは、
紙一重だった。
助からなかった命のこ
と、かろうじて助かった命
のこと、助けようとしてそ
れがかなわなかった命のこと。助けて、助けられて、
それが身近な出来事となってしまったあの日。
それから十六年、とてつもない津波が襲い、かけが
えのない多くのものを、またもや、遠い世界に流し
去ってしまった。汚染は広がり、家を追われ、家族は
散り、もとの暮らしは帰ってこない。
人が幸せな日常を生きていたいと願う、そんなか
すかな望み。誰がそれを繋いでくれるのか。
悲しい思い、悔しい思いは、二度としたくない。理
不尽に、かけがえのないものを奪われたくない。安
らかな心、安全を信じる気持を持って、普通に暮らし

て行きたい。
そんな人々の願いに、ロボ
ティクスは応えることができ
るのか。どんな価値をもたら
してくれるのか。

「World Robot Summit(WRS)」にはインフラ・災害
競技がありますが、それがこの競技のテーマです。

インフラ・災害対応競技委員会
委員長
田所 諭
東北大学　タフ・サイバーフィジカル
AI研究センター　センター長

　実はこのお話を頂くまでは、僕の中でのロボットというと、子供の頃見
ていたアニメや特撮映画のイメージしかありませんでした。そして、自分
が育っていくのと同時に、ロボティクスが現実にものすごい飛躍を遂げて
いるなか、「WRS2020」アンバサダーという大役をいただいたことは、と
ても感慨深い気持ちです。
　また、今やアートやエンターテインメントでは、機械やテクノロジーを
使わないと成り立たない。そういうときに、例えばゆらぎのような、予測
不可能な可能性だったり、「ロボットが心を持つ」というような、人間の感
情をロボットから学ぶといったことも、面白いのではと感じています。

　僕は福島県の出身で、福島にはとても思い入れがあります。東日本大震
災から9年経ちますが、ロボットという人類の未来に向けた話題を、被災
地である福島から世界に向けて発信できるのは、とても意味があることだ
と思っています。個人的には災害で活躍するロボットが見どころだなと。
　また、愛知大会では、モノづくりや店舗・家庭用のロボット、そして子供
達のアイデアが詰まったロボット等を見ることができます。自分がこれか
らどういう未来に向き合っていくかを身近に感じることができる、貴重な
機会だと思いますので、ぜひ大会にお越しいただき、さまざまな企業や機
関の研究者、開発者の熱い想いを感じてもらいたいですね。

　僕自身、拠点を移し、国を変えるたび、活動の内容を変えるたびに、「それ
までつくってきた常識を一度ぶっ壊す」の連続で、常にチャレンジし続けた
いという思いでこれまでやってきました。僕はロボットの専門家ではありま
せんが、難易度の高い課題に多国籍チームで挑む方たちの苦労はよく分かり
ます。また、今の世の中、一つの国とか、一つの地域だけといった視野で物
事を進めるのは、ちょっと違うのかなと思っています。地球規模で、よりい
い方向に、より良い未来に向かって一歩踏み出せるような、その一員として、
自分も「WRS2020」アンバサダーとして貢献できたらと強く思っていますの
で、みなさん、一緒に盛り上げていきましょう！

この度、「WRS2020」アンバサダーに就任されたディーンさんです
が、ロボットと聞くとどんな思い出やイメージがありますか。Q　

ディーンさんが思う「WRS2020」の見どころは、どんなところで
しょうか。Q　

これまで、数々の挑戦をされてきたディーンさんから、グローバルな活
躍を志している競技会の参加者、日本の最先端技術を世界に発信しよ
うとしている出展者に向けて、アンバサダーとして一言お願いします。

Q　

スタートアップ支援のその先へ
NEDO Startups Future 
株式会社ＮＩＬ（エヌアイエル）
株式会社Photo electron Soul

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】

WRSメッセージ

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。

読者アンケート

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～皆さまの声を、
お聞かせください！

https://worldrobotsummit.org

愛知県国際展示場（WRC、WRE）
2020年
10月8日（木）～11日（日）

福島ロボットテストフィールド
（WRC：インフラ・災害対応競技）
2020年
8月20日（木）～22日（土）

世界中のロボット関係者が
集まり、ロボットの社会実装
と研究開発を加速させるた
め、経済産業省とNEDOが開
催する、ロボットの競演会。

持続可能な社会の切り札として、水素エネルギーの活用に期待

が高まっています。特集１ではNEDOがこれまで取り組んでき

た水素・燃料電池の技術開発を振り返ると共に、福島で行われて

いる再生可能エネルギーと組み合わせた水素活用の取り組み等を

ご紹介。特集２では、すべての人のQOL向上を目指し、NEDO

が支援する福祉用具へのさまざまなユーザーの声と開発の様子を

お伝えします。また、巻頭では、「World Robot Summit 2020」

アンバサダーに就任されたディーン・フジオカさんに、WRSが

開催される福島への思いやロボットについて、また、世界に向け

た挑戦へのメッセージをいただきました。
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第1回「水素閣僚会議」を2018年に開催。21の国・地域・機関の代表が水素社会
の実現に向けて議論し、その成果を東京宣言として発表しました。

水素はエネルギーとして利用した場合、CO₂を排出しない
ことが特長です。エネルギー資源の乏しい日本にとって、水
素エネルギーの利用拡大は、温暖化対策だけでなく、エネル
ギーセキュリティの確保や将来の国際的な産業競争力を高め
ることにもつながるなど、多くの期待が寄せられています。
NEDOは1980 年の設立当初から、太陽光発電、風力発電
といった再生可能エネルギーと並んで、この「水素エネル
ギーの活用」に向けた技術開発に取り組んできました。「製
造」「貯蔵・輸送・供給」「利用」というそれぞれの観点から、
水素を安全に活用するための要素技術や燃料電池の開発等に
網羅的に取り組むことで、地球に優しい持続可能なエネル
ギーとして、社会における水素活用を後押ししています。
NEDOは産学官を取りまとめて技術開発を推進しながら、

規制見直しについても関係省庁と連携して技術的知見を提供
しています。こうした成果として、まず社会で普及したのが、
世界初の家庭用燃料電池「エネファーム」です。2009年に
一般販売が開始され、現在は約30万台が普及しています。
さらに、2014年12月には、トヨタ自動車（株）が燃料電池
自動車（FCV）の一般販売を開始。それに合わせて水素ス
テーションの整備も進められ、今や、水素ステーションの数
は全国100カ所以上となり、バスやトラック等さまざまな
乗り物で燃料電池の導入が進んでいます。
そして、成果の社会実装という確かな歩みが、さらなる技

術開発の推進を後押し。また、2016年のパリ協定発効等、
深刻化する地球温暖化問題に対する取り組みとして、国は
2017年12月に「水素基本戦略」を策定しました。さらに経
済産業省は2019年3月に「水素・燃料電池戦略ロードマッ
プ」を3年ぶりに改訂し、次なるステップとして、水素サプ
ライチェーンの確立や水素による発電、再生可能エネルギー
を使った低炭素の水素供給を目標に盛り込みました。
NEDOは長年積み重ねてきた知見の提供等を行うことで、

より社会に必要な水素・燃料電池開発の計画づくりをサポー
ト。「水素社会構築技術開発事業」のプロジェクトマネー
ジャーを務めるNEDO次世代電池・水素部の大平英二統括
研究員は「今後、水素が広く利用されるためには、水素を大
量かつ安価に製造する技術が必要です。また、水素の利用が
拡大すれば、より低コストで低炭素なサプライチェーンを構
築する必要があるため、海外からの輸入も含め、製造する場
所から消費される場所までの輸送・貯蔵技術を確立すること

も不可欠です。水素を『つくる、ためる・はこぶ、つかう』技
術を磨くことが、水素エネルギーの利用拡大の鍵を握ってい
るともいえます」と、これからの展望について語ります。

2020年から本格稼働するプロジェクトでは、まず、国内
で再生可能エネルギーから水素をつくり、電力の需給調整に
役立てることや、海外から水素エネルギーを複数の方法で調
達すること等、国内外を問わない水素サプライチェーンの構
築に向けた実証研究を行います。
「これらのプロジェクトは、商用化にはまだ遠いものの、ど
れも世界初、あるいは世界最大級の規模で実施します。国際
的にも例がない挑戦が実現できたのも、世界に先駆けて水素
エネルギーに取り組んできたノウハウがあったからこそと考
えています」と大平統括研究員は意気込みを語ります。
大型施設でなければ検証できないテーマもあり、プロジェ

クトを進める中で、新たな課題が生まれることも大いにあり
ます。2019年9月に国が発表した「水素・燃料電池技術開
発戦略」の通り、産学官連携で集めたデータを踏まえ、課題
を明らかにしてフィードバックしていく必要があります。
「水素社会」という言葉がありますが、NEDOが考えるの
は、水素100％にこだわらず、水素が日常のエネルギーの選
択肢の一つとして普通に利用され、私たちの生活や産業を支
えていく社会です。エネルギーの選択肢を増やし、より柔軟
な運用ができるように、NEDOは長期的な視野で水素のイン

フラ整備につながる開発を進めています。
一方で、こうした取り組みは、日本だけでは実効性のある

ものにはならないため、NEDOは経済産業省と共に「水素閣
僚会議」を開催。2018年の第1回は21の、第2回の2019
年は35の国・地域・機関が参加するなど、グローバルな協調
も拡大しています。大平統括研究員は「燃料電池や水素ス
テーション等の技術開発に取り組む中で得た経験やデータ
は、日本の強みです。水素の安全性に関してもシミュレー
ションではない実際のデータが豊富にあり、日本の取り組み
は海外からも高く評価されています。水素利用の国際標準化
の議論の中でリーダーシップをとれるのは、そうした経験に
対するリスペクトがあるからだと思います」と話します。
次のページからは、NEDOのこれまでの取り組みを振り返

りながら、現在進めている水素利用の確立に向けた技術開発
や再生可能エネルギー、未利用資源等を活用し、エネルギー
の多様化に貢献するためのさまざまな水素関連の各プロジェ
クトをご紹介します。

これまでの経験を基に
大型プロジェクトを始動

1特集

水素・燃料電池戦略
期待が高まる次世代エネルギー

次世代エネルギーとして注目される水素。CO₂を出さないため、
温暖化対策等、持続可能な社会の切り札として期待されています。
NEDOは「水素社会構築技術開発事業」等を通して、
社会における水素エネルギーのさらなる活用を、後押ししています。

水素プラント
水素タンカー
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水素はエネルギーとして利用した場合、CO₂を排出しない
ことが特長です。エネルギー資源の乏しい日本にとって、水
素エネルギーの利用拡大は、温暖化対策だけでなく、エネル
ギーセキュリティの確保や将来の国際的な産業競争力を高め
ることにもつながるなど、多くの期待が寄せられています。
NEDOは1980 年の設立当初から、太陽光発電、風力発電

といった再生可能エネルギーと並んで、この「水素エネル
ギーの活用」に向けた技術開発に取り組んできました。「製
造」「貯蔵・輸送・供給」「利用」というそれぞれの観点から、
水素を安全に活用するための要素技術や燃料電池の開発等に
網羅的に取り組むことで、地球に優しい持続可能なエネル
ギーとして、社会における水素活用を後押ししています。
NEDOは産学官を取りまとめて技術開発を推進しながら、

規制見直しについても関係省庁と連携して技術的知見を提供
しています。こうした成果として、まず社会で普及したのが、
世界初の家庭用燃料電池「エネファーム」です。2009年に
一般販売が開始され、現在は約30万台が普及しています。
さらに、2014年12月には、トヨタ自動車（株）が燃料電池
自動車（FCV）の一般販売を開始。それに合わせて水素ス
テーションの整備も進められ、今や、水素ステーションの数
は全国100カ所以上となり、バスやトラック等さまざまな
乗り物で燃料電池の導入が進んでいます。
そして、成果の社会実装という確かな歩みが、さらなる技

術開発の推進を後押し。また、2016年のパリ協定発効等、
深刻化する地球温暖化問題に対する取り組みとして、国は
2017年12月に「水素基本戦略」を策定しました。さらに経
済産業省は2019年3月に「水素・燃料電池戦略ロードマッ
プ」を3年ぶりに改訂し、次なるステップとして、水素サプ
ライチェーンの確立や水素による発電、再生可能エネルギー
を使った低炭素の水素供給を目標に盛り込みました。
NEDOは長年積み重ねてきた知見の提供等を行うことで、

より社会に必要な水素・燃料電池開発の計画づくりをサポー
ト。「水素社会構築技術開発事業」のプロジェクトマネー
ジャーを務めるNEDO次世代電池・水素部の大平英二統括
研究員は「今後、水素が広く利用されるためには、水素を大
量かつ安価に製造する技術が必要です。また、水素の利用が
拡大すれば、より低コストで低炭素なサプライチェーンを構
築する必要があるため、海外からの輸入も含め、製造する場
所から消費される場所までの輸送・貯蔵技術を確立すること

も不可欠です。水素を『つくる、ためる・はこぶ、つかう』技
術を磨くことが、水素エネルギーの利用拡大の鍵を握ってい
るともいえます」と、これからの展望について語ります。

2020年から本格稼働するプロジェクトでは、まず、国内
で再生可能エネルギーから水素をつくり、電力の需給調整に
役立てることや、海外から水素エネルギーを複数の方法で調
達すること等、国内外を問わない水素サプライチェーンの構
築に向けた実証研究を行います。
「これらのプロジェクトは、商用化にはまだ遠いものの、ど
れも世界初、あるいは世界最大級の規模で実施します。国際
的にも例がない挑戦が実現できたのも、世界に先駆けて水素
エネルギーに取り組んできたノウハウがあったからこそと考
えています」と大平統括研究員は意気込みを語ります。
大型施設でなければ検証できないテーマもあり、プロジェ
クトを進める中で、新たな課題が生まれることも大いにあり
ます。2019年9月に国が発表した「水素・燃料電池技術開
発戦略」の通り、産学官連携で集めたデータを踏まえ、課題
を明らかにしてフィードバックしていく必要があります。
「水素社会」という言葉がありますが、NEDOが考えるの
は、水素100％にこだわらず、水素が日常のエネルギーの選
択肢の一つとして普通に利用され、私たちの生活や産業を支
えていく社会です。エネルギーの選択肢を増やし、より柔軟
な運用ができるように、NEDOは長期的な視野で水素のイン

フラ整備につながる開発を進めています。
一方で、こうした取り組みは、日本だけでは実効性のある

ものにはならないため、NEDOは経済産業省と共に「水素閣
僚会議」を開催。2018年の第1回は21の、第2回の2019
年は35の国・地域・機関が参加するなど、グローバルな協調
も拡大しています。大平統括研究員は「燃料電池や水素ス
テーション等の技術開発に取り組む中で得た経験やデータ
は、日本の強みです。水素の安全性に関してもシミュレー
ションではない実際のデータが豊富にあり、日本の取り組み
は海外からも高く評価されています。水素利用の国際標準化
の議論の中でリーダーシップをとれるのは、そうした経験に
対するリスペクトがあるからだと思います」と話します。
次のページからは、NEDOのこれまでの取り組みを振り返
りながら、現在進めている水素利用の確立に向けた技術開発
や再生可能エネルギー、未利用資源等を活用し、エネルギー
の多様化に貢献するためのさまざまな水素関連の各プロジェ
クトをご紹介します。

長期的な視野の下で
世界初、世界最大級のチャレンジ

NEDO 
水素社会構築技術開発事業
プロジェクトマネージャー
次世代電池・水素部
燃料電池・水素グループ
統括研究員

大平 英二

再生可能エネルギー・
水素製造システム

燃料電池自動車燃料電池トラック

燃料電池バイク

燃料電池フォークリフト

家庭用燃料電池

業務・産業用燃料電池

燃料電池鉄道車両

水素ステーション

つくる、ためる・はこぶ、つかう

水素発電

燃料電池バス

水素パイプライン
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期待が高まる次世代エネルギー 水素・燃料電池戦略1特集

2019年3月に経済産業省が発表した「水素・燃料電池戦
略ロードマップ」では、2050年の本格的な普及を視野に、
2030年までの具体的な達成目標が示されています。NEDO
は、その目標達成に向けて産学官の取り組みを加速させま
す。例えば、2030年に乗用FCV80万台普及を目指してコ
スト低減や量産化に向けた技術開発を支援。また、同じく
2030年には水素ステーション事業自立化を目指します。一
方、業務・産業用燃料電池を普及させ、水素の需要拡大にも

取り組みます。水素を大量に利用する水素発電では、2030
年頃の商用化を目指して、燃焼器等の技術の確立と水素の調
達コスト低減に向けた取り組みを行います。そのために大規
模な水素サプライチェーンを構築するとともに、再生可能エ
ネルギー由来の電力を水素として貯蔵するPower-to-Gas
システムを確立して、カーボンフリーな未来へ世界をリード
していきます。

NEDOと社会における
水素・燃料電池のあゆみ
積み重ねた技術と、その歩みの先に水素の未来があります。

NEDO設立

さまざまな種類の
燃料電池に関する
研究開発を開始 

FCV、水素インフラの
実証試験を実際の
使用条件下で開始
（JHFCプロジェクト）

商用規模の
水素ステーションを建設2009

2011

2013

2015

1981

1993

2002

2005

家庭用燃料電池の実証試験を
実際の使用条件下で開始

発電事業用の
大型固体酸化物形
燃料電池（SOFC）の
研究を開始

水素利用国際クリーンエネルギー
システム（WE-NET）の技術研究開発で
水素に関するあらゆる研究を開始

海外から日本へ
水素を輸送する
サプライチェーン
構築実証を開始

1980

水素インフラやFCVの
普及に向けた規制の見直し
法整備を開始

世界初 !
エネファーム販売開始

FCV
一般販売開始
（2014年12月）
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NEDO PROJECT

つくる
製造

ためる・はこぶ
貯蔵・輸送・供給

つかう
利用

水電解水素製造技術高度化

水素ステーション低コスト化
（規制見直し、機器開発）

再生可能エネルギー・水素
製造システム（Power-to-Gas）

水素燃料発電技術

NEDO PROJECT 01

国際水素サプライチェーン

10ページへ

NEDO PROJECT 02

NEDO PROJECT 03

「製造、貯蔵・輸送・供給、利用」に必要な技術開発を一体的に推進しています。

世界初の液化水素運搬船が進水

2030

持続可能な脱炭素社会へ

2017

2018

2019

2050

12ページへ

8ページへ

NEDO燃料電池・水素技術開発
ロードマップの燃料電池分野を
改訂、先行公開

経済産業省とNEDOで、世界で初めて閣僚レベルが
水素社会の実現をメインテーマとして議論を交わす
「水素閣僚会議」を開催

SOFCで業界トップクラス
52％超の発電効率を達成

世界初、神戸ポートアイランドの
実証プラントにおいて、市街地で
水素100％による熱電供給を達成

G20エネルギー・
環境閣僚会合の政府主催イベント
「G20イノベーション展」の
展示に協力

再生可能エネルギーによる世界最大級の
水素製造拠点が福島県浪江町で誕生

水素エネルギーの
普及促進に関する東京都
との基本協定を締結

2020

燃料電池の性能向上を目指した
基盤技術の研究開発
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NEDOは福島県浪江町に世界最大
級となる10MWの水素製造装置を備
えた「福島水素エネルギー研究フィー
ルド（FH2R）」を建設し、2020年7
月には実証運転を開始する予定です。
隣接する太陽光発電と系統からの電力
によってつくられる１日の水素量は、
約150世帯の１カ月分の電力に相当
します。ここでつくられた水素は
2020年の夏、東京オリンピック・パ
ラリンピックでも使われる予定です。
NEDO次世代電池・水素部の小島高

明主査は「このプロジェクトの目的
は、太陽光発電の電力を水素にして貯
蔵・利用するPower-to-Gasシステム
の実証です。出力変動が大きい再生可
能エネルギー由来の電力を水素にする
ことで、いつでも、使いたい場所で使
えるようにすることを目指していま

す」とその意義を話します。
水素は、利用時にCO₂を排出しない

クリーンなエネルギーですが、水素を
つくる時に化石燃料を使えば、CO₂が
排出されます。そこで、太陽光等の再
生可能エネルギーから水素をつくれ
ば、製造から使用までトータルでCO₂
を排出しないカーボンフリーな社会の
実現に一歩近づくことができます。
このPower-to-Gasシステムの運

用を最適化するための技術開発に取り

組んでいるのが東芝エネルギーシステ
ムズ（株）、東北電力（株）、岩谷産業
（株）の3社です。
東芝エネルギーシステムズ（株）の

山根史之氏は、このプロジェクトにつ
いて、次のように説明します。
「FH2Rでの実証運転は、クリーン
な水素を製造するのはもちろんです
が、水素の需要と電力系統の需給バラ
ンス、太陽光の発電量を踏まえ、エネ
ルギーの高度なマネジメント技術を確

立することが最大の課題です」。
具体的には、岩谷産業（株）が開発

している水素需要予測システムから、
この日、この量の水素が必要という
データを受けて水素の製造・貯蔵を行
います。また、東北電力（株）のデマ
ンドレスポンス（DR）データによって
最も効率の良いタイミングで電力系統
の需給バランス調整を行います。さら
に天候等の情報を基に太陽光による発
電量も予測し、これら3つのデータか
ら、必要な水素を的確に供給しつつ、
電力市場の調整需要にも対応すること
を目指しています。
岩谷産業（株）の梶原昌高氏は「産

業用水素の事業では長い経験がある当
社にとっても、今回のような精密な予
測は新たな試みです。実証運用の中で
データを収集、解析し、高い精度の予
測を実現したい」と話します。

このシステムでは、水素の「供給」
と電力系統の「調整力」が収益源とな
りますが、この2つのための運転は相
反する部分があるため、将来的に水素
の供給コストを下げ、大規模なプラン
トを普及させるには2つを両立するこ
とが必要です。そのためにFH2Rで
は長期予測によって、日々の水素需要
を満たしながら、いつ発電すれば効率
的か、どのタイミングで電力をやりと

りすれば有効かを決める計画機能を検
証します。しかし、計画機能だけでは、
秒単位で変化する太陽光の発電量等に
対応しながら最適化を図ることは難し
く、リアルタイムにシステムを制御す
る運用機能も検証する必要がありま
す。そこで、まず、太陽光発電設備に
は超高性能の観測装置を設置して、秒
単位のデータを収集します。一方で、
電力の需給変動をにらみつつ、水電解
装置への入力電力をリアルタイムに変
更することに挑戦します。
それぞれ運転周期の異なる装置があ

り、データが送られるタイミングも異
なります。また、水素製造装置の出力
調整にもタイムラグが生じるため、シ
ミュレーションではないデータが得ら
れる今回のプロジェクトは、将来の大
規模水素プラントを実現するための大
きなステップになると考えています。
東芝エネルギーシステムズ（株）の

山根氏は「FH2Rの水素製造装置は世
界最大級といわれていますが、これだ
け大規模に実証運転ができる機会はな
かなかありません。仮説と実際はどれ
だけ違うか、最適化から外れる条件は
何か、その場合どこまでシステムは耐
えられるか、といったデータを集め、
システムと制御方法の改善に役立てた
いと思います」と期待をのぞかせます。
またこのプロジェクトでは、水素の

低コスト化を追求するため、高価な蓄電
池を使わず、制御の高度化で課題を解決
しようとしていることも特徴です。水
素を製造する技術や装置がいかに優れ
ていようと、その価格が下がらなけれ
ば、普及や自立の道は遠のきます。装
置はできるだけシンプルに設計し、高
度なマネジメントの技術を確立すると
いう、非常に難しい挑戦に、自治体含め
一体となって取り組み、国際的なリー
ダーシップの確保も目指していきます。

期待が高まる次世代エネルギー 水素・燃料電池戦略1特集

製造した水素を貯蔵し、供給する施設。水素はトレーラー
で輸送し、需要先へ供給する。水を電気分解して水素を製造する水素製造装置。10MWは世界最大級。

Power-to-Gasシステムの
実証で脱炭素を目指す

NEDO PROJECT 01

NEDO次世代電池・水素部
燃料電池・水素グループ
主査

小島 高明 （左）

東芝エネルギーシステムズ株式会社
水素エネルギー事業統括部
事業開発部
P2G事業開発担当
グループ長

山根 史之 氏 （中）

岩谷産業株式会社
技術・エンジニアリング本部
水素設備部
シニアマネージャー（企画・推進担当）
博士（工学）

梶原 昌高 氏 （右）

再エネを利用した世界最大級の
水素製造システムが始動
再エネの導入拡大に備え、水素を活用した高度なエネルギーマネジメント技術の確立へ

製造
貯蔵・輸送・供給
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NEDOは福島県浪江町に世界最大
級となる10MWの水素製造装置を備
えた「福島水素エネルギー研究フィー
ルド（FH2R）」を建設し、2020年7
月には実証運転を開始する予定です。
隣接する太陽光発電と系統からの電力
によってつくられる１日の水素量は、
約150世帯の１カ月分の電力に相当
します。ここでつくられた水素は
2020年の夏、東京オリンピック・パ
ラリンピックでも使われる予定です。
NEDO次世代電池・水素部の小島高

明主査は「このプロジェクトの目的
は、太陽光発電の電力を水素にして貯
蔵・利用するPower-to-Gasシステム
の実証です。出力変動が大きい再生可
能エネルギー由来の電力を水素にする
ことで、いつでも、使いたい場所で使
えるようにすることを目指していま

す」とその意義を話します。
水素は、利用時にCO₂を排出しない

クリーンなエネルギーですが、水素を
つくる時に化石燃料を使えば、CO₂が
排出されます。そこで、太陽光等の再
生可能エネルギーから水素をつくれ
ば、製造から使用までトータルでCO₂
を排出しないカーボンフリーな社会の
実現に一歩近づくことができます。
このPower-to-Gasシステムの運

用を最適化するための技術開発に取り

組んでいるのが東芝エネルギーシステ
ムズ（株）、東北電力（株）、岩谷産業
（株）の3社です。
東芝エネルギーシステムズ（株）の

山根史之氏は、このプロジェクトにつ
いて、次のように説明します。
「FH2Rでの実証運転は、クリーン
な水素を製造するのはもちろんです
が、水素の需要と電力系統の需給バラ
ンス、太陽光の発電量を踏まえ、エネ
ルギーの高度なマネジメント技術を確

立することが最大の課題です」。
具体的には、岩谷産業（株）が開発
している水素需要予測システムから、
この日、この量の水素が必要という
データを受けて水素の製造・貯蔵を行
います。また、東北電力（株）のデマ
ンドレスポンス（DR）データによって
最も効率の良いタイミングで電力系統
の需給バランス調整を行います。さら
に天候等の情報を基に太陽光による発
電量も予測し、これら3つのデータか
ら、必要な水素を的確に供給しつつ、
電力市場の調整需要にも対応すること
を目指しています。
岩谷産業（株）の梶原昌高氏は「産
業用水素の事業では長い経験がある当
社にとっても、今回のような精密な予
測は新たな試みです。実証運用の中で
データを収集、解析し、高い精度の予
測を実現したい」と話します。

このシステムでは、水素の「供給」
と電力系統の「調整力」が収益源とな
りますが、この2つのための運転は相
反する部分があるため、将来的に水素
の供給コストを下げ、大規模なプラン
トを普及させるには2つを両立するこ
とが必要です。そのためにFH2Rで
は長期予測によって、日々の水素需要
を満たしながら、いつ発電すれば効率
的か、どのタイミングで電力をやりと

りすれば有効かを決める計画機能を検
証します。しかし、計画機能だけでは、
秒単位で変化する太陽光の発電量等に
対応しながら最適化を図ることは難し
く、リアルタイムにシステムを制御す
る運用機能も検証する必要がありま
す。そこで、まず、太陽光発電設備に
は超高性能の観測装置を設置して、秒
単位のデータを収集します。一方で、
電力の需給変動をにらみつつ、水電解
装置への入力電力をリアルタイムに変
更することに挑戦します。
それぞれ運転周期の異なる装置があ

り、データが送られるタイミングも異
なります。また、水素製造装置の出力
調整にもタイムラグが生じるため、シ
ミュレーションではないデータが得ら
れる今回のプロジェクトは、将来の大
規模水素プラントを実現するための大
きなステップになると考えています。
東芝エネルギーシステムズ（株）の

山根氏は「FH2Rの水素製造装置は世
界最大級といわれていますが、これだ
け大規模に実証運転ができる機会はな
かなかありません。仮説と実際はどれ
だけ違うか、最適化から外れる条件は
何か、その場合どこまでシステムは耐
えられるか、といったデータを集め、
システムと制御方法の改善に役立てた
いと思います」と期待をのぞかせます。
またこのプロジェクトでは、水素の

低コスト化を追求するため、高価な蓄電
池を使わず、制御の高度化で課題を解決
しようとしていることも特徴です。水
素を製造する技術や装置がいかに優れ
ていようと、その価格が下がらなけれ
ば、普及や自立の道は遠のきます。装
置はできるだけシンプルに設計し、高
度なマネジメントの技術を確立すると
いう、非常に難しい挑戦に、自治体含め
一体となって取り組み、国際的なリー
ダーシップの確保も目指していきます。

水素の普及に向けて
予測と制御の技術を高める

福島水素エネルギー研究フィールドのシステム構成概要図

協定締結式でのNEDO石塚理事長（左）と東京都小池知事（右）。

NEDOは2020年1月、東京都と水素エネルギーの普及促進に関する包括
的な協定を締結しました。水素関連技術の利活用を積極的に推進する東京都
と、革新的な実証事業や技術開発を推進するNEDOが包括的な協定を締結
することで、東京都の施策に対する技術的知見の提供や、より効果的な情報
発信・普及啓発等で連携していきます。具体的には、福島水素エネルギー研
究フィールドで製造された水素を東京都内で活用することを検討しているほか、
「東京水素の日」と定めている2月1日に合わせて東京都が開催した水素エネ
ルギー推進セミナーで、NEDOも講演し、水素エネルギーを取り巻く国内・国際
動向をはじめ、プロジェクトの紹介を行っています。

COLUMN 水素エネルギーの普及促進に関して、東京都と基本協定を締結

太陽光
発電設備

水素 水素輸送車両水素

水素貯蔵・供給設備

電気

水

水素製造
装置

貯蔵タンク
圧縮機

管理棟
（水素エネルギー運用システム）

制御

電力系統側制御システム
水素需要予測システム

情報

水素カードル

電力系統 調整力

Focus NEDO 2020 No.76 09



の社会にすることが私たちの仕事で
す」と責任の重さを語りました。

国際水素サプライチェーンを構築す
るもう一つの事業は、水素を有機ケミ
カルハイドライド法でトルエンと結合
させ、メチルシクロヘキサン（MCH）
という液体にして輸送する取り組みで
す。水素は体積当たりのエネルギー密
度が低く、輸送が課題と言われてきま
したが、MCHは体積が500分の1に
なり、常温・常圧で水素を運ぶことが
できます。そのため、ハンドリングが
容易で、低コストで大量輸送や貯蔵す
ることができます。さらに、これまで
困難とされてきたMCHから水素を取
り出すことが可能になり、実用化に向
けた一歩を踏み出しました。
NEDOは、このMCHを使った水素

サプライチェーンの実現に向け、ブル

ドバックしたいと考えています」と期
待を込めて話します。
AHEADの鍛冶尚弘氏は「このプロ

ジェクトでは、商用の約6分の1のサ
イズで検証を行います。商用化へのス
テップとして、基本技術を確立したい」
とプロジェクトの目標を語ります。
MCHは石油製品のため、タンクや

配管等の構成品をはじめ、タンカーや
タンクローリー等、既存の輸送設備が
使える点が大きなメリットです。
NEDO次世代電池・水素部の正田

満志主査は「MCHによるサプライ
チェーンが早期に実現することを期
待しています」と語ります。
液化水素もMCHも、水素を低コス

トで調達する有望な方法になります。
将来的には水素を製造する際に発生す
るCO₂をCCSで地中に貯留したり、
エネルギーとして活用したりするなど
し、トータルなカーボンフリーを目指
します。

ネイ・ダルサラーム国と連携して、世
界に先駆けた実証事業に着手します。
具体的には、ブルネイのプラントで

天然ガスの副生水素をMCHに転換
し、コンテナで輸送して、日本で水素
を取り出して供給する計画です。
本プロジェクトで、水素化・脱水素

プラント設備の性能検証や課題を抽出
し、運用技術や国際取引のノウハウ蓄
積や技術の確立を目指すのは、千代田
化工建設（株）、三菱商事（株）、三井物
産（株）、日本郵船（株）の4社から成
る「次世代水素エネルギーチェーン技
術研究組合（AHEAD）」です。
MCHから水素を取り出すキーテク

ノロジー「脱水素触媒」を実現した千
代田化工建設（株）の長井雅史氏は
「当社のデモプラントで延べ約1万時
間の試験運転を行った結果、手応えを
得ました。今回は、さらに規模の大き
なプラントで、さまざまな条件を試
し、データを蓄積して、設計にフィー

水素の利用を広げる上で、課題は供
給コストの低減です。その解決策とし
て海外の安価な未利用資源から水素を
製造し、利用者に供給する方法があり
ます。NEDOは、オーストラリアの大
地に眠る褐炭由来の水素を船で輸送す
る、液化水素サプライチェーンの実証
試験を2020年度から開始します。
NEDO次世代電池・水素部の宇佐美
孝忠主査は「水素普及の一翼を担うプ
ロジェクトとして、モチベーション高
く取り組んでいます」と話します。
本プロジェクトで褐炭のガス化技
術、液化水素の長距離大量輸送技術、液
化水素荷役・貯蔵技術の確立を目指す
のが「技術研究組合CO₂フリー水素サ
プライチェーン推進機構（HySTRA）」
です。HySTRAの西村元彦氏は「水
素は液化することで体積を800分の
1にできますが、マイナス253℃とい
う極低温のため、サプライチェーンの
確立には多くの技術的な課題がありま

す。しかし、液化水素はそれ自体に毒
性がないことや、水素は温暖化係数も
ゼロのサステイナブルなエネルギーで
あることの意義は大きいと考えていま
す」と話します。
液化水素運搬船をはじめ、搭載する

液化水素タンクや受入基地の設備にも
高度な断熱性能が要求されますが
HySTRAを構成する川崎重工（株）、
岩谷産業（株）、シェルジャパン（株）、
電源開発（株）が、それぞれの経験や
技術ノウハウを駆使して実証事業を遂
行し、社会実装を目指しています。

HySTRAの相馬一夫氏は「互いに
目標を共有しつつ、企業文化や国籍の
違いを乗り越えて、合意形成を図るこ
とに注力しています」と運営のポイン
トを話します。
液化水素を海上輸送するための国際

ルールについても、日本の提案がIMO
（国際海事機関）で承認され、世界標準
をリードしています。
本事業のプロジェクトマネージャー

であるNEDO次世代電池・水素部の
横本克巳主任研究員は、「エネルギー
の未来を考え、水素があって当たり前

実証試験が行われる「神戸空港島液化水素受入基地」。１万ｍ²の用地に液化水素の貯蔵･揚荷設備の建設が進む。

完成間近の日本最大となる液化水素貯蔵タンクを背景に。

期待が高まる次世代エネルギー 水素・燃料電池戦略1特集

液化水素のハンドリングで
世界標準をリード

（写真左から）

技術研究組合 CO₂フリー
水素サプライチェーン推進機構（HySTRA）
事務局長 兼 技術開発部長 博士（工学）

西村 元彦 氏 

技術研究組合 CO₂フリー
水素サプライチェーン推進機構（HySTRA）
技術開発部 副部長

相馬 一夫 氏

NEDO水素社会構築技術開発事業
プロジェクトマネージャー
次世代電池・水素部
燃料電池・水素グループ 主任研究員

横本 克巳

NEDO次世代電池・水素部
燃料電池・水素グループ 主査

宇佐美 孝忠

技術研究組合 CO₂フリー
水素サプライチェーン推進機構
http://www.hystra.or.jp/

NEDO PROJECT 02

国際水素サプライチェーンを
世界に先駆けて実証
グローバルな水素の需要拡大に向け、2030年頃の商用化を目指す

製造
貯蔵・輸送・供給
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NEDO
燃料電池開発事業
プロジェクトマネージャー
次世代電池・水素部
主任研究員 博士（工学）

原 大周 （左）
NEDO
次世代電池・水素部
主任

後藤 謙太 （右）

燃料電池の反応を理論的に明らかにすることで、革新的な材料を開発。

エネファームやFCV等で、すでに
実用化されている水素・燃料電池です
が、実利用が始まったからこそわか
る、新たな課題が顕在化しています。
NEDO次世代電池・水素部でプロ

ジェクトマネージャーの原大周主任研
究員は「例えば、FCVの本格的な普及
には、手の届きやすい価格帯であるコ
ンパクトカーのラインナップが必要に
なりますが、そのためには製造コスト
を低減させる必要があります。また、
商用車に導入するならば乗用車を大幅
に凌駕する稼働率に耐えられるよう、
これまで以上の耐久性が求められま
す。また、特に、産業用の発電機の場
合には、経済合理性が第一であること
から、受け入れてもらうには性能向上
が欠かせません」と話します。
NEDOはこうしたニーズに応える
ため高効率、高耐久化、低コスト化を
実現する材料開発を進めてきました。
2020年1月、NEDOと山梨大学、田
中貴金属工業（株）によって、世界で
初めて開発に成功した白金-コバルト
合金水素極触媒はその一例です。燃料
電池の電解質膜を劣化させる過酸化水
素（H₂O₂）の発生を半分以下に抑制す
ることで、耐久性を一気に4倍以上に
高めることができました。
原主任研究員は「燃料電池は多様な
研究分野が複雑に絡み合った分野であ
り、今後もアカデミアの力を借りた基

礎研究が必要です。燃料電池の内部で
起きている反応を解明することで、よ
り優れた材料開発が加速すると考えて
います」と今後の研究への期待を込め
ます。

このような材料の開発は性能向上や
コスト低減に直結するため、将来に向
けた長期的な視野で開発に取り組む必
要があります。また、FCVを量産す
るためには、燃料電池の生産技術の革
新も同時に進めなければなりません。
そこでNEDOは次なるステップと
して、2020年度からの「燃料電池等
利用の飛躍的拡大に向けた共通課題解
決型産学官連携研究開発事業」で、広
く企業や大学等の参加を募り、燃料電
池の基盤技術の研究開発を支援すると
ともに、従来の自動車や定置用以外の

さまざまな用途への展開と、コスト削
減を可能にする生産技術の開発を進め
ます。
NEDO次世代電池・水素部の後藤謙

太主任は「有識者の意見や評価解析の
結果を材料開発にフィードバックする
プラットフォームを構築して、開発ス
ピードを上げるとともに、これまで以
上に多様なプレーヤーが参加しやすい
環境を整えたい」と抱負を語りまし
た。

期待が高まる次世代エネルギー 水素・燃料電池戦略1特集

燃料電池の性能向上には
基礎研究が重要

技術の可能性を広い分野から
掘り起こす

高効率・高耐久等を実現する材料開発のための基盤技術

NEDO PROJECT 03

効率、耐久性、コストを追究し
燃料電池の普及拡大へ
オールジャパン体制で、燃料電池の飛躍的な性能向上に挑む

利 用

反応プロセスの３次元可視化 水生成・移動プロセス可視化

反応解析技術

性能評価技術 材料コンセプト

Pt触媒の3次元分布 Pt触媒の酸化状態分布
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水素を活用した未来を表現した水
素モニュメント。

東京モーターショー2019主催者プログラム「FUTURE 
EXPO」を共催。

若い世代に人気の動画クリエイターによる体
験動画をアップ。100万回再生を突破。

水素の特長をわかりやすく伝えるために
コミック化。

水素を取り巻くさまざまな
活動のポータルサイト！

NEDO次世代電池・水素部
主任

鈴木 敦之
NEDO次世代電池・水素部
堀之内 航一

https://h2.nedo.go.jp/

水素エネルギーナビのポータルサイトでは、
燃料電池自動車・水素ステーション等のさまざ
まな取り組みを紹介しています。

水素の普及には広く一般の理解を得ることが必要です。NEDOは、多くの
人に水素の魅力や安全性を正しく伝えるため、親しみある表現を工夫していま
す。研究開発事業とともに、社会受容性を高めるため、今後さらに情報発信
を強化します。

WEBサイトではさまざまな
アプローチで解説を提供！

WEB

WEB

MOVIE

MOVIE

さあ、水素で動く未来へ。

 COMICS

水素社会の
入り口はこちら！

一般の関心を高める
イベントにも積極的に参加！
2019年の東京モーターショーでは、未来を体験する「FUTURE 
EXPO」に水素ゾーンを出展しました。水素の実験ショー等、お子さま向け
のセミナーでは水素の安全性や将来性をわかりやすくアピール。今後もこ
うしたイベントで、水素を身近に感じてもらう機会をつくります。

EVENT

社会に向けた情報発信！

http://hydrogen-navi.jp/

http://hydrogen-navi.jp/doga/
index.html

「Suisoなセカイへ」動画
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2特集

ユーザーの「声」で開発する、

福祉用具の今！
NEDOは長年にわたり、QOL向上につながる福祉用具の開発を支援しています。
ユーザーの「声」を反映した製品開発を支援するNEDOの事業をご紹介します。

https://www.nedo.go.jp/content/
100904856.pdf

超高齢社会の急速な進展に伴い、高齢者に配慮した社会の
構築が求められています。また、高齢者だけでなく、障がい
者、介護者等、誰もが分け隔てなく活躍できる、ユニバーサ
ルな社会の実現が期待されており、多様な人の活躍を助ける
福祉用具の普及に注目が集まっています。
しかし、福祉用具は使う人の状態や用途等に細かく合わせ
る必要があるため、個別用具ごとのマーケットが小さく、特
に、中小・スタートアップ企業が単独で実用化するのは容易
ではありません。そこでNEDOは、こうした福祉用具の開
発を支援する「課題解決型福祉用具実用化開発支援事業」を
1993年度から行っています。本事業では、高齢者、障がい

者および介護者等のQOL（クオリティ・オブ・ライフ）向上
を目的としています。2018年度からは、ユーザーニーズを
より製品開発に反映できるよう、大学や介護施設等と連携し
て、実際のユーザーを対象とした実証実験を行うことを公募
の必須要件としています。
NEDOイノベーション推進部の髙橋謙一郎主任は「福祉用

具を実際に使ってもらうためには、使いやすい製品となるこ
とが重要です。ユーザーのニーズを把握し、その声を反映し
て使いやすい製品を作ることが、市場化への近道だと考えて
います」と説明します。

実際の福祉の現場では、ユーザーと製品開発を担う企業が
出合う機会は限られています。NEDOは、ユーザーと事業者、
福祉・医療関連施設、関係省庁、有識者等、福祉用具に関わる
さまざまな立場の人をつなぐ活動や、製品のPRにも積極的
に取り組んでいます。さらに、今後の実用化開発に向けた
テーマを発掘するために、今必要とされる福祉用具のニーズ
やトレンドに関する情報収集も行っています。NEDOイノ
ベーション推進部の朝倉陽子主査は「ユーザーの手に渡る製
品開発の支援を行うことが、本事業の特徴です。ユーザーの
声を直接聞く機会や、製品を直接ユーザーに発信する機会を
つくることがNEDOの役割だと考えています」と語ります。
さらに、同部の西潟久美子主査は「企業間のマッチングや販
路拡大等、事業者を支援することで福祉用具が世の中に行き
渡るようお手伝いができれば」と今後の展望を話しました。

ニーズを反映した製品・技術で
高齢者や障がい者の自立を支える

ユーザーと事業者が交流する機会や
ビジネスマッチングを促進

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

西潟 久美子 （左）

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

髙橋 謙一郎 （中）

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
博士（理学）

朝倉 陽子 （右）

開発テーマ・製品を紹介するパンフレット。特集テーマとして、
事業者へのインタビューを盛り込み、より親しみやすくリ
ニューアル。
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ユーザーニーズを正しく把握することを目的に、NEDO
と国立障害者リハビリテーションセンター研究所の共催で、
毎年開催している意見交換会です。ユーザーに福祉用具の
技術や開発状況を知ってもらう
と同時に、開発事業者や関係省
庁、有識者と意見交換を行うこ
とで、より実用性の高い福祉用
具の開発につなげています。

「国際福祉機器展（H.C.R.）」や「バリアフリー展」等、福
祉に関連するさまざまなイベントに出展し、助成を行った
開発製品をNEDOブースで紹介しています。実際に製品
を体験でき、各事業者によるプレゼンテーションも実施。
開発事業者と流通企業、介護施設や病院、実際のユーザー
とのマッチングを促進しています。

自治体の取り組み紹介

「人と出会う」NEDO福祉事業の活動
NEDOは、ユーザーと福祉用具に関わるさまざまな立場の人の交流や
ビジネスマッチングを目的とした取り組みを積極的に行っています。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

さまざまな人の「声」を聞く！

福祉工学カフェ イベントへの出展

開発製品とユーザーを結ぶ！

「安全な自動車運転を支える技術に期待すること」
「障がいのある子どもの成長を促す環境づくり」

2019年度テーマ

～開発支援の未来像～

NEDOと川崎市は、2016年6月に「次世代産業の推進に関する協定」を締結しま
した。川崎市が定めた独自の福祉製品認証制度「かわさき基準（KIS）」へのNEDO
の参画や、NEDOの支援を受けたベンチャー企業が持つ技術シーズを川崎市の研究
開発プロジェクトで活用する「自立排泄支援プロジェクト」等で連携しながら、福祉事業
の発展を目指しています。

NEDO 川崎市

　協定の取り組みの一つとして、2019年3月に、「ベンチャー支援拠点Kawasaki-
NEDO Innovation Center（K-NIC）」をNEDOと川崎市は開設しました。NEDO・
川崎市・川崎市産業振興財団等が一体となって伴走支援を行っています。こうした
支援を通じて、中小・ベンチャー企業が創出する福祉現場の課題を解
決する製品・サービスを「かわさき基準（KIS）」として認証できるよう取
り組みを強化しています。

玉井 一彦 氏
川崎市役所 経済労働局 イノベーション推進室 室長

川崎市よ
り

http://www.rehab.go.jp/ri/event/at_cafe2010/index.html

https://www.k-nic.jp/
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2特集 ユーザーの「声」で開発する、福祉用具の今！

福祉用具の実用化には、具体的なユーザーのニーズを把握することが不可欠です。
ここでは、実証実験を通じて得られたユーザーの「声」と

それらを反映して製品の開発に取り組む事業者をご紹介します。

開発製品のご紹介
～ユーザーの「声」をお届け～

QRコード「Accessible Code」で
印刷物を多言語で音声化するシステム

https://www.export-japan.co.jp/

エクスポート・ジャパン株式会社

ユーザーの「声」

● カメラモードの有無や、水平感覚を音声で通知することにより、QRコードの読み
　 取りをサポート。

● 全盲の視覚障がい者が触覚で認知できるQRコードの規格を構築。

日常生活の中で、食品や医薬品の原材料、

賞味期限、容量・用法といった基本的な情報が

いちばん知りたい。

手段さえ提供してもらえれば、必要な情報は

どんなに苦労しても得られるように努力する。

反映された点

期間：2017年8月～2018年11月　対象者数：150名

全国の視覚障がい者支援団体に協力いただき、延べ150名の視覚障がい者の方を対
象に実証実験を実施しました。QRコードの利用実態や、QRコードを利用する際の課題、
視覚障がい者でも読み取りが容易なQRコードの仕様等についてデータを収集しました。

通常、食品や医薬品等のパッケージや説明書に書
かれた情報を、視覚障がい者が読むことは困難で
す。こうした情報を盛り込んだQRコードを包装物
の表面に印刷し、スマートフォンから読み取ること
で、その端末の設定に応じた言語で説明書を音声化
して読み上げる技術を開発しました。
「一般的なQRコードリーダーは音声での案内が
なく、使いにくい」というニーズから、音声でカメ
ラの状態を確認しながら読み取ることができるア
プリケーションを開発しました。また、QRコード
についても、実証実験で得られた統計データから、
読み取りに最適なサイズや触感で認知できる仕様
を導き出し、規格化しました。

実証実験の方法

一般的な

QRコードリーダーは

音声での案内がなく、

使いにくい。

触覚によってQRコードの

位置を確かめられることで

読み取りやすくなった。
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AIで嚥下活動を“見える化”するウェアラブル機器「GOKURI」
PLIMES株式会社

ユーザーの「声」

● 医療従事者の業務を代替する「嚥下計」という新たなデバイスとしての定着を図る。

● そのためのマーケティング戦略と製品へのフィードバックを実施。

● 福祉用具ではなく医療機器としての開発にも取り組んでいる。

正常な嚥下が行われているかの判断が難しい。

人工知能は「嚥下を治してくれるもの」

「嚥下を良くしてくれるもの」というイメージ。

反映された点

期間：2017年8月～2018年3月、
　　　2018年10月～11月（計2回）

対象者数：1600名

クリニック、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム、大学病院等、さまざまな地域・専
門の約20施設とパートナー契約を結び、1600名の高齢者に実際に使ってもらい、ユー
ザーヒアリングを実施。さらに、共同研究契約を結んだ全国5つの大学とコホート研究※

を進めました。

介護や医療の現場では、食べ物をきちんと嚥下（飲
み込むこと）できたかどうかを客観的に判断すること
は容易ではありません。そこで、首回りに装着したセ
ンサーで嚥下音や姿勢等のバイタルデータを計測し、
AI技術とクラウドデータベースがリアルタイムに嚥
下活動を解析。正しく嚥下できたかどうか、嚥下能力
がどの程度なのかを定量化します。「嚥下計」という
新たなデバイスを定着させることで、自立した食事や
誤嚥の予防、食事介助の負担軽減を目指します。

あらゆる状況に歩行補助できるMy地図端末機器
株式会社ニュージャパンナレッジ／株式会社フォルテ

ロービジョンの方の自立歩行を補助する、地図端
末機器システムです。「全地球航法衛星システム」
の一つである「準天頂衛星システムみちびき」の信
号を利用して、歩行経路上で目印となる情報をクラ
ウドに登録し、使用者専用の地図データベースを作
成します。メガネ型カメラで取得した画像から判断
した信号機の色の情報を参照しつつ、骨伝導ヘッド
ホンで歩行者を誘導（登録ルートから外れたとき
は、警告音でルート逸脱を知らせ、所定のルートに
戻れるようガイド）します。

実証実験の方法

ユーザーの「声」

● iPhoneの振動で進行方向の案内、メガネ型カメラで信号機の色判定をする。

● 歩行支援アプリと信号機の色判定機能を組み合わせた製品だけでなく、
　 歩行支援アプリのみを使用した製品の開発を行った。

Bluetooth路側機※が発信する、進行方向の信号機の

色がわかるのは非常にうれしく、早く利用したい。

ルート上を外れた場合に、

音声と振動で注意喚起して

くれる機能があると安心で便利。

反映された点

期間：2019年2月6日　対象者数：5名

みちびきの試作受信機とiPhoneを合わせて、革新的PICS（歩行者等支援情報通
信）システムとのマッチングテストを東京都江東区豊洲で実施。安全に目的地まで行け
る歩行空間を整備するための経路誘導の研究開発と、それに伴う歩行者への適切な情
報提供システムの検討を行いました。

実証実験の方法

信号機の色が

わかることは、盲導犬

使用者にありがたい。

※コホート研究：原因を持つ集団と持たない集団を追跡し、比較する方法。

※路側機：車と道路に設置されたカメラ情報や信号機の情報をリンクさせるもの。

https://www.plimes.com/

http://www.njkcorp.jp/
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　NEDO事業に応募した時、創業メンバー
はすでに全員が60歳を超えていました。第
二の人生を歩みながら、それまでの経験を生
かして何か社会貢献できないかと模索して
いました。そんなときにNEDOのSUI事業
に出合いました。募集要項に「シニアも可」
となっていましたので応募したところ、大変
ありがたいことに採択していただき、その支
援を得て創業することができました。
NEDOから支援を受けた2年間で基本技術
を確立し、4件の特許を出願しました。もし
SUI事業の支援がなかったら、創業後わずか
2年で商品化
することは不
可能だったと
思います。

　NEDOの成果発表会で、当社の発表を聞い
たVC（ベンチャーキャピタル）から出資の申
し出を受けました。その資金を基に、エイジン
グケア化粧品ブランド「SUNA BIOSHOT」
シリーズを2017年に上市しました。そして
2020年、二つ目のエイジングケア化粧品ブ
ランド「SUNA COLOR」シリーズを上市し
ます。「植物由来の生理活性成分を独自のナ
ノ粒子技術で機能化」が両者に共通するコン
セプトです。

　今後は、認知症を予防改善する「機能性表
示食品」の商品化を目指します。基本技術は
すでに確立していますので、できるだけ短期
間に商品化し、「明るい長寿社会」の実現に貢
献する所存です。

NEDO

NEDO担当者からのコメント
数千件の特許を自ら検索抽出し、網羅的な実験
の中から常に当たりを付ける実験センスの良
さと製品化に向けた着実なステップが非常に
短期間での製品化を可能にしました。正真正
銘のStartup Innovatorです。ユーザ一とし
て今後の製品にも期待します。

株式会社ＮＩＬ（エヌアイエル）
代表取締役社長　佐藤 幸蔵 さん

File.7

Startups Future

植物成分と機能化ナノ粒子技術を用いた機能性化粧品
および機能性表示食品の事業化

Q1. NEDO支援事業をどのように活用？ Q2. ＮＩＬ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

TCP
NEP

STS
CRI

SCA

実験風景（海老名研究室）

SUNA製品展示会（テクニカルショウヨコハマ2020）

最初の上市製品「SUNA BIOSHOT」シリーズ
http://www.nil-co.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

株式会社ナノイノベーション研究所（現株式会社ＮＩＬ）を設立。2015年

2019年 中国市場でＯＥＭ事業をスタート。

2017年 植物の力とナノ技術によるエイジングケア
化粧品「SUNA BIOSHOT」シリーズを発売。

「SUNA BIOSHOT」製品発表会（メディアセミナー）

スタートアップ支援のその先へ

イノベーター

今回ご紹介したスタートアップが活用した事業

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
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　会社設立前から、複数のNEDO支援事業
を活用しました。
　まずTCP。事業構想をブラッシュアップ
の上、コンテストでは最優秀賞を獲得。各方
面からの注目につながり、会社立ち上げがス
ムーズになりました。
　SUIは、設立初年度に採択。事業カタライ
ザーは、スティーブ・ジョブズとも渡り合っ
た連続起業家の曽我弘さん。ご支援（事業戦
略の昇華、顧客候補企業とのつなぎ等）で事

業化を進められたのはもちろんですが、曽我
さんのentrepreneurshipを感じ入るまた
とない機会で、今でも何かあると立ち戻る起
点の一つになっています。
　そしてSTSでは、半導体製造装置向けの
研究・開発に取り組みました。当社のような
ハードウェア製品の場合、研究・開発には相
当の費用を要しますので、本支援がなければ
進められなかったと思います。

　一連の支援事業を活用しながら製品開発を
進め、半導体製造装置向け事業を立ち上げる
までに至りました。直近ではこれをさらに伸
ばしていくことに注力していきます。
　そして、次は複数の他用途へと事業を拡張
していく展望を持っています。というのも、
当社電子ビームの用途は、半導体製造装置だ
けにとどまりません。ライフサイエンス、エ

ンジニアリング等、多くの産業で、今まで観
られなかったコトを観られたり、造られな
かったモノを造れたりと、その価値を発揮で
きます。つまり現在の事業を皮切りに、多方
面へと事業を展開、成長させていきます。そ
して半世紀来の産業用電子ビームの刷新を通
じて、産業の未来を創っていきます。

株式会社Photo electron Soul
代表取締役　鈴木 孝征 さん

NEDO担当者からのコメント
事業構想のブラッシュアップから適用分野の探
索、事業戦略への落とし込み、注力分野におけ
る開発の推進を「研究開発型ベンチャー支援事
業」の三つのプログラムで連続的に実施してお
り、複数の事業をうまく活用し事業を立ち上げ
られた好例です。

半世紀来の産業用電子ビームの刷新
半導体フォトカソード電子ビーム生成システムの開発・製造・販売

File.8

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。

http://photoelectronsoul.com/

Q1. NEDO支援事業をどのように活用？

Q2. Photo electronSoul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

開発風景

開発製品（半導体フォトカソード電子ビーム生成システム）

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。

2016年

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

2017年

NEDO TCP最優秀賞受賞。
株式会社Photo electron Soul設立。

2015年

J-Startupとは、世界で戦い勝てる企業を作り、世界に新しい革新を提供する
事業です。選ばれたJ-Startup企業を官民で集中支援し、成功モデルを創出す
る取り組みで、NEDOは、経済産業省、JETROと共に事務局を担っています。

（株）Photo electron Soulメンバー

イノベーター
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「持続可能な社会を実現する3つの社会システム」

シンボルマークを制定！

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 ！

東芝は「チタン酸リチウム
（LTO）」をリチウムイオン
電池のどこに使ったのでしょ
うか？

NEDO
QUIZ

注目の情報HOT TOPICS 

https://www.nedo.go.jp/news/
press/AA5_101286.html

常識を覆す発想で
革新的なリチウム
イオン電池を開発

　 日立造船と大阪大学が開発し
た、耐衝撃性や高延性を持つ
高機能バイオポリマーの原料
は何でしょうか？

NEDO
QUIZ国際的な特許を取得した

独自の生産技術により
新素材の製品化を達成

8～10日
第15回再生可能エネルギー
世界展示会&フォーラム

7月

18日
NEDO40周年記念フォーラム

12月

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

8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

ESSマーク

持続可能な社会実現のためには、以下の3つの
社会システムを、継続的に発展していくこと
が不可欠です。これをNEDOは「持続可能な
社会を実現する3つの社会システム」と定義、
「ESSマーク」としてシンボルマーク化し、広
く皆様と共に取り組みを推進していきます。

1.サーキュラーエコノミー
　（地球の象徴であるブルーで表現）

2.バイオエコノミー
　（生物の象徴であるグリーンで表現）

3.持続可能なエネルギー
　（エネルギーの象徴であるオレンジで表現）

（3 Essential Social Systems  for Sustainable Society）
リリース

Information NEDOからのお役立ち情報
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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。
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