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はじめに

NEDOは1980 年の発足以来、日本最大級の公的技術開発マネジ

メント機関として、企業や大学および公的研究機関の英知を結集

して、「エネルギー・地球環境問題の解決」と「産業技術力の強化」

という二つのミッションを掲げて、技術開発・実証に取り組んで

まいりました。

NEDOプロジェクトの成果は、現在、さまざまな企業の製造工程

や私たちの手に届く最終製品のなかで生かされていますが、そ

れらが実際に製品やサービスとして社会に現れるまでには、プロ

ジェクト終了後の参画企業による、さらなる開発努力があります。

そうした企業における開発秘話など、普段知ることのできない実

用化までのエピソードを紹介する「実用化ドキュメント」は、イ

ノベーション創造の成果のみならず、開発過程を含め社会でも注

目されており、これからの日本を支える技術開発のモデルケース

ともなっています。

NEDOはこれからも、イノベーション・アクセラレーターとして、

研究開発成果の最大化と早期社会実装を目指し、産学官が有する

技術力、研究力を有機的に結び付け、持続可能な社会の実現に向

けた技術開発を推進してまいります。

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

イノベ－ション・アクセラレーターとしての
NEDOの役割
実用化への道のり――。

技術が製品やサービスとして社会で役立つまでには、

さまざまな壁が立ちはだかり、あまたの試行錯誤が必要とされます。

NEDOは、その壁を乗り越えるため、産学官にわたる英知を結集し、

たゆまぬチャレンジを先導して、新たなイノベーションを創出します。

持続可能な社会の実現に向けて、研究開発成果の社会実装を促進し、

社会課題の解決に貢献します。

CHALLENGE FOR INNOVATION
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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」とは…

NEDOプロジェクトの成果は 未来の暮らしを豊かにします。

◆「NEDO実用化ドキュメント」は、7つのカテゴリに分類して検索性を高めていま
す。記事は、開発に取り組んだ社会的背景や技術シーズ、課題解決の突破口、将
来展望、開発者の横顔、なるほど基礎知識など、実用化に結び付いたNEDOプロ
ジェクトを多様なコンテンツで詳しく紹介。豊富な写真と図版とともに理解しやす
い内容となっています。

◆本冊子では、最新の開発ストーリー（5件）のダイジェストを掲載しています。

省エネルギー

環境問題対策

電子・情報

材料

ロボット・AI・福祉機器

バイオ・医療

https://webmagazine.nedo.go.jp/practical-realization/

NEDO Web Magazine　実用化ドキュメント

新エネルギー

　NEDOは、プロジェクト終了後の「その後」を追い、成果の社会への広がりを把握する「追跡調査」
を実施しています。そして、それによって把握された製品やサービスを中心にその開発者にインタ
ビューを行い、NEDOウェブサイトにて「NEDO実用化ドキュメント」として紹介しています。企画
開始から14年目を迎え、これまでのインタビュー事例は120例を超えています。
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電子ビーム金属 3Dプリンター「JAM-5200EBM」

　金属粉末から3次元造形物を作る
「電子ビーム金属3Dプリンター」の
市場は長らく海外メーカーで占めら
れていました。これに対してNEDOで
は「次世代型産業用3Dプリンタの造
形技術開発・実用化事業」プロジェ
クトを実施しました。電子顕微鏡や
半導体フォトマスク製造装置で知ら
れる日本電子株式会社は長年の電子
ビーム技術を背景に本プロジェクト
に参画しました。

独自設計で難題克服、
高精度化も追求
　研究開発にあたって同社は原材料
の金属粉末を1層敷き詰め、熱源と
なる電子ビームで造形部分を溶融し、
積み重ねていく、市場で主流の「パウ
ダーベッド方式」を採用しました。一
方、既存の金属3Dプリンターで長ら
く課題となっていた「スモーク現象」
に対して独自の「e-Shield」と呼ぶステ
ンレス製遮蔽板を開発して、この課題

を克服しました。
　「スモーク現象」とは電子ビーム照
射で金属粉末が帯電し飛散する現象
で、この現象を抑えることが電子ビー
ム金属3Dプリンター開発上の最難
題でした。
　従来はその対策にヘリウムガスが
使われていましたが、ヘリウムガスは
高価で、電子ビームの放出素子「カ
ソード」の交換周期を短くさせること
から、日本電子では別方法を模索し
た結果、「e-Shield」を開発、実用化
して、高信頼性と低コストの両立に成
功しました。
　また、大造形物の作製には、金属
粉末の熱が失われないうちに工程を
進めなければならないことから、高
出力電子ビームが必要です。しかし、
高出力化は電子ビームの精度低下も
招きます。
　そこで同社は、「補正」と「測定」の
技術を追求しました。ビーム焦点の
ボケやビームの形状に生じる歪みに

対して、まず電子ビームの状態を正
確に把握する「計測」技術を高め、そ
れを基に「補正」技術も磨きました。

大造形物を低コストで高精度に
世界最高レベルの製品を実用化
　これらの取り組みにより同社は、カ
ソード寿命1,500時間以上、ヘリ
ウムガス不要で直径250mm×高さ
400mmの大造形物を作製できる電
子ビーム金属3Dプリンターを開発し
ました。6kWの高ビーム出力で、造
形エリア全面のビーム径誤差50μm
以下の精度は世界最高レベルです。
　この電子ビーム金属3Dプリンター
は「JAM-5200EBM」の製品名で
2021年3月に販売を開始しました。
NEDOプロジェクトの成果により、
長年、後塵を拝してきた日本の金属
3D造形技術が、一気に国際的な競
争舞台の最前線に躍り出ることになり
ました。 
 （取材：2021年10月）

NEDOの役割
　3Dプリンター市場は、海外製品のシェアが高く、言語・
距離などの制約により、ユーザーは迅速かつ十分なサポー
トが受けられない、コストが高いといった問題があり、国
内企業の競争力を確保するために国産の高性能3Dプリン
ターが望まれていました。
　NEDOは本プロジェクトで、次世代のものづくりを持続
的にリードするため、少量多品種で高付加価値の製品・
部品の製造に適した三次元積層造形技術の開発・実用化
を目指しました。

　その際、民間企業単独では取り組むことが困難な技術
開発に対し、大学、公的研究機関を含めた産学官それぞ
れのノウハウを持ち寄る場を提供しました。
　その結果、本プロジェクトにおいて、電子ビーム金属
3Dプリンターや鋳造用砂型3Dプリンターが実用化され
たほか、造形装置に相応しい金属粉末材料を生産する技
術などが確立されました。
　開発された成果は、今後、医療分野における人工関節
や宇宙航空分野など、複雑かつ高品質な造形が求められ
るものづくりでの利用拡大が期待されています。

https://webmagazine.nedo.go.jp/practical-realization/articles/202101jeol/

「スモーク現象」を克服、
また大造形物の
高精度作製を目指す

長寿命、ヘリウムガス不要、
大造形、高精度の製品を

実現

日本発の電子ビーム金属
3Dプリンターを開発し、

世界市場へ

パウダーベッド方式による電子ビーム金属積層造形法（写真提供：日本電子）

造形品のサンプル スモーク現象を防ぐ「e-Shield」 電子銃ビーム照射口

NEDO Web Magazine 電子ビーム金属３Dプリンター

課題 実現目的日本電子株式会社
「次世代型産業用3Dプリンタの造形技術開発・実用化事業」

高信頼性・低コストで高速・高精度の
電子ビーム金属3Dプリンター

　材
料

① 造形物の3Dデータを入力

④ 基板を1層分下げ、
 再びパウダーベッド用意

② 金属粉末を1層分敷き詰め、
 パウダーヘッド用意

⑤ ビーム照射・溶融・凝固を繰り返す

③ 電子ビームを照射し粉末を溶かしてから
 固める

⑥ 仮焼結された粉末を除去
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五感AIカメラが不審行動を検知すると、店舗運営者のスマホアプリに通知される（再現イメージ）

　NEDOプロジェクト「次世代人工
知能・ロボット中核技術開発」の「AI
コンテスト」初の受賞者の一つとなっ
たアースアイズは、既存の防犯カメ
ラなどを利用した監視ソリューショ
ンサービスの構築と提供を目標に
2015年に起業されたスタートアッ
プ企業です。創業者は警備会社の元
万引き監視員で、万引きの瞬間を待
ち構えては声をかけ、認めさせて捕ま
えるという業務に、つらさを感じてい
ました。

不審行動に声がけしたら被害大幅減、
その知見をAIに学習させれば……
　万引き犯には普通の買い物客には
ない行動パターンがあります。通常、
客は売り場を棚と平行に移動して棚
の商品を見て進みますが、万引き犯
は周囲を気にして特有の動きが表れ
やすくなります。監視員としてこうした
「不審行動」をたくさん知る同社創業
者は、それをAIに学習させ、不審行
動の利用客を発見、自動的に知らせ
るシステムの構築を思い立ちます。
　その実現に同社では、A）一般的な

カメラで距離を認識する技術、B）骨
格モデルを適用し、行動を把握する
技術、C）顔情報などの匿名化、D）
不審行動分析と行動学習、の四つの
技術を開発しました。

いよいよ社会実装へ
NEDOプロジェクトでアジャイル開発
　「AIコンテスト」に入賞した同社は、
2年間のプロジェクト期間を通して、
設計、実装、テストを短い周期で何
度も繰り返すことにより完成度を高め
ていくアジャイル開発を行い、不審
行動分析と行動学習の精度向上を目
指しました。
　まずはスーパー、ホームセンター、
ドラッグストア、衣料品店の「小売業
四業態」にカメラを設置、人間行動
情報（データ）の収集に力を入れ、膨
大な録画時間のデータをチェック、
分析しました。
　次に精度向上を目指しました。AI
は学習が足りないと、従業員などと不
審者を取り違えたり、見逃したりして
しまいます。AIが検知した情報とはい
え、従業員が来店客に声をかけるの

は精神的負担が大きく、さらに誤検出
となれば、その負担は何倍にも膨れ
上がります。万引き監視員としてのつ
らい経験のある同社創業者にとって、
誤検出最小化は発見率向上と同様、
譲ることのできない研究開発目標でし
た。学習の結果、同社の誤検出率は
業界内でシステムの信頼性が高まる
5%以下にまですることができました。

「心を救うAI」を目指して
　現在、同社の監視ソリューション
は全国3,300台以上の防犯カメラな
どに導入されています。プロジェクト
後にはシステムを本体に内蔵したカメ
ラも独自に製品化するとともに、既存
の防犯カメラ網にプラグインできる独
自サーバーなども開発、販売を行っ
ています。また、防犯分野だけでな
く、介護分野等での応用も進めてい
ます。「AIには心はないが、人の心
を救うことができる」とは創業者の口
癖。安心・安全な社会へ、同社の監
視ソリューションサービスの貢献が
期待されます。
� （取材：2021年10月）

NEDOの役割
　近年、AI技術はさまざまな分野へ応用できるため多く
の業界から注目を集めています。日本でも「人工知能技術
戦略会議」が設立され、2017年3月には開発目標と産業
化のロードマップが公表されました。AI技術の利活用を一
層促進するために、NEDOは「次世代人工知能・ロボット
中核技術開発」の中でAIスタートアップの優れた研究テー
マを発掘し支援することを決めました。
　「AIコンテスト」の特徴はデモンストレーションによるパ

フォーマンス審査です。また従来よりも簡素なエントリー
シートとし、審査の進捗に合わせて追加資料を求めること
で事務負担の軽減も意識しました。2017年度の第1回コ
ンテストでは、57件もの応募があり、その中からアースア
イズ株式会社を含む6件のテーマを採択しています。
　2019年度には、AI技術の利活用は民間により活発に
行われる段階への移行期間に入ったと判断し、「AIコンテ
スト」は、新しく民間資金を募りコンテスト方式で資金提
供先を決定する「HONGO AI」に引き継がれました。

https://webmagazine.nedo.go.jp/practical-realization/articles/202102earth_eyes/

誤検知を、
どこまで減らせるか

既存防犯カメラでも導入可能な、
独自のAI監視ソリューションシステム
「五感AIカメラ」を実用化

AIによる監視で、
予防と抑止をコンセプトに、
人の「心」を救いたい

監視ソリューションサービスの流れ。不審行動を「五感 AI カメラ」が分析、検知すると、
店舗運営者のスマホに通知される（資料提供：アースアイズ）

不審行動を検知すると人物を囲む枠が黄から赤へと
変わり警告する（再現イメージ）

防犯カメラの撮影データは骨格モデル化され、�
その動きをAIが学習、判断する　（再現イメージ）

画像処理機能にマイクとスピーカーを内蔵した最新
版の五感AIカメラ「sAIcam-C」（右上）と、画像
分析機能付サーバー「Server�lite」

NEDO Web Magazine　五感 AI カメラ

課題 実現目的アースアイズ株式会社
「次世代人工知能・ロボット中核技術開発」

防犯カメラにAIを実装して
事件・事故を予防・抑止 五感AIカメラの実用化

　ロ
ボ
ッ
ト・AI・

　福
祉
機
器
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2019 年の展示会で紹介された「DXSシリーズ」（写真提供：日立ジョンソンコントロールズ空調）

　冷凍機の種類に「吸収式」という方
式があります。冷媒の水を低圧で気化
させて冷熱を作りますが、蒸気となっ
た水を吸収液で回収した後、加熱して
水に戻します。その熱源に廃熱が利用
でき、省エネ効果が期待されます。
　吸収冷凍機はすでに実利用され
ていますが、従来の吸収冷凍機では
90℃以上の廃熱でないと効率的な運
用ができないとされてきました。従来
よりも低温度域の廃熱まで回収・利用
できれば、さらに廃熱エネルギーを効
率的に活用できることから、日立ジョ
ンソンコントロールズ空調がNEDO
プロジェクトとして研究開発を実施、
従来よりも低温の廃熱も利用可能な
「一重効用ダブルリフトサイクル吸収
冷凍機」として製品化しました。

1台で2台分の働きをする
吸収冷凍機を開発
　業務用冷凍機メーカーの日立ジョ
ンソンコントロールズ空調は、利用
可能な廃熱を70℃前後まで広げるこ
とを目指してプロジェクトに取り組み
ました。

　従来より低温の廃熱を利用するに
は、原理的には2台の吸収冷凍機を
並べてつなげば可能です。しかし、そ
れではコストや設置面積がかさんでし
まい、普及を期待できません。そこ
で、1台のコストと大きさで2台分の
働きをする吸収冷凍機の開発を目指
しました。
　同社がまず取り組んだのが「ダブル
リフトサイクル」という冷媒サイクルの
設計です。吸収冷凍機で冷熱を作る
のに必要な「吸収」と「再生」の過程
を2段式にすることで、高温廃熱利用
時と同程度のエネルギーを低温の廃
熱からも得られ、冷房に利用すること
ができます。
　これで低温廃熱の利用は可能とな
りますが、同社はさらに「広域」な温
度範囲の熱を使う効用を高めるため、
「ダブルリフトサイクル」の前段に、
95℃という高温廃熱を「再生」の過
程に利用することも目指し、設計に組
み込みました。これにより大きな効用
向上が実現しました。
　同社はこれらを具現化するため、
原理試作機による原理の実証、そし

て機能試作機による冷却作用の確認
といった段階を踏んでいきました。さ
らにもう一段コンパクト化するためレ
イアウトを5案ほど考案し、製品試作
機を開発しました。
　開発過程ではまた、冷媒を含む吸
収液の流し方についても検討を重ね、
吸収液を二つの送り先に分配して流
し込む「パラレルフロー」方式を採用
しました。これにより、あるときは高
温の熱を使い、またあるときは低温の
熱を使うといった自由度の高い廃熱
利用が可能となりました。

世界各地で利用開始
未利用エネルギーの利用を促進
　こうして製品開発を進め、同社は
2017年4月、一重効用ダブルリフト
サイクル吸収冷凍機「DXSシリーズ」
を発売しました。すでにドイツ、ポー
ランド、スロバキアの工場・病院など
で利用または採用されています。未利
用エネルギーの利用を促進する、新
しい吸収冷凍機とその技術の普及拡
大が期待されます。
 （取材：2021年11月）

NEDOの役割
　政府目標である２０５０年のカーボンニュートラルを達成
するためには、さまざまな手段を講じる必要があります。エ
ネルギー供給過程で排出されてしまう未利用熱を有効活用
する技術を開発し、社会実装することも重要になります。
　ＮＥＤＯは本プロジェクトにて未利用熱エネルギーを活
用することで、産業、運輸、民生の各分野でさらなる省エ
ネ化を目指しており、未利用熱エネルギーを削減、再利
用、変換利用する技術と、分野横断的に求められる熱マ

ネージメント技術の開発を実施しています。
　本プロジェクトでは、日立ジョンソンコントロールズ空調
株式会社が、従来に比べて低温の排熱を利用可能な一重
効用ダブルリフトサイクルの吸収冷凍機「DXSシリーズ」を
開発し、エネルギー回収性能の大幅な向上に成功しました。
本プロジェクトでは他にも、空調における消費エネルギー
低減につながる長期蓄熱材料やエンジン排熱から発電が
できる中高温熱電変換モジュールなどさまざまな成果が出
ており、未利用熱エネルギーの活用促進が期待されます。

https://webmagazine.nedo.go.jp/practical-realization/articles/202103jci_hitachi/

2台分を1台にして
小型化・効率化を図る

一重効用ダブルリフト
吸収冷凍機を開発、
世界で採用開始

より低い温度までの熱を、
吸収冷凍機に利用したい

製品試作機の
組み立て
（写真提供：日立
ジョンソンコント
ロールズ空調）

コンピュータを利用した素子・部品レイアウトの
検討

NEDO Web Magazine 吸収冷凍機

課題 実現目的日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社
「未利用熱エネルギーの革新的活用技術研究開発」

工場に眠る未利用熱のさらなる有効活用へ
一重効用ダブルリフト吸収冷凍機の実用化

　省
エ
ネ
ル
ギ
ー

2019 年の展示会で紹介された「DXSシリーズ」（写真提供：日立ジョンソンコントロールズ空調）

用、変換利用する技術と、分野横断的に求められる熱マ ており、未利用熱エネルギーの活用促進が期待されます。

本プロジェクトで実現を目指した冷凍サイクルの原理。「ダブルリフトサイクル」と「一重効用ダブルリフトサイクル」

ダブルリフトサイクル
一重効用

ダブルリフトサイクル一重効用サイクル

凝縮器 凝縮器

蒸発器 蒸発器 吸収器吸収器 1

凝縮器

蒸発器 吸収器

再生器再生器 2

吸収器 2 再生器 1

高温再生器補助再生器

低温再生器補助吸収器
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風洞実験に代わるシミュレーションの開発（再現イメージ）

　一定規模以上の発電所を建設・操
業するには環境影響評価法に定めら
れる環境アセスメントが必要になり
ます。地熱発電所の場合は出力1万
kW以上（7,500kW～1万kW未満
は個別判断）になると、冷却塔から放
出される硫化水素について計画地点
周辺での着地濃度を予測・評価する
必要があります。
　これまでは大型の風洞実験施設に
建屋や周辺地形を再現した模型を設
置して、硫化水素に見立てたエチレン
ガスを流して測定する方法で、予測・
評価が行われてきました。
　その際、現地の風向きを想定して
模型を人力で逆転、入れ替える必要
があり、そもそも実験設備の確保自
体にも手間と時間がかかるなど、アセ
スメントは難題ばかりでした。

新たな数値モデルをつくる
　そこで、長く発電所関連の環境ア
セスメントを実施してきた電力中央研
究所では、風洞実験に代わる大気拡
散シミュレーションを構築すること
で、アセスメント実施のハードルを下
げることを考えました。

　というのも、電力中央研究所には、
火力発電所のSOxやNOxの大気拡
散シミュレーションの実績があり、
風洞実験同様の予測精度があること
が公に認められていたからです。
　しかし、当時、地熱発電所の硫化
水素拡散に関する数値モデルはなく、
同研究所はNEDOプロジェクト「地
熱発電技術研究開発」に参画して、
新たな数値モデル構築とそれを利用
したシミュレーションの実用化に挑
戦しました。

自前施設活用と新解析法の採用
　同研究所には、これまでに各種発
電所のアセスメントなどに利用されて
きた、日本有数の風洞実験施設があ
ります。数値モデルの構築と並行して
風洞実験も同時に行い、両者の結果
を見比べながら研究開発を続けるこ
とで、精度向上や研究開発期間短縮
を実現しました。
　また、乱流解析手法には大気拡散
シミュレーションで主流だった「レ
イノルズ平均モデル（RANS）」ではな
く、あえて計算量の増える「ラージ・
エディ・シミュレーション（LES）」を

採用したことも本研究開発の特色でし
た。複雑な地形に立地することの多い
地熱発電所で、地形や建屋が大気拡
散に及ぼす影響を、精度高く再現する
ことに役立ちました。
　こうした工夫や改善を重ねて、電力
中央研究所は風洞実験と同等精度で
冷却塔からの硫化水素拡散を再現で
きるシミュレーションを世界で初め
て完成させました。

すでに全国4か所で活用
　本シミュレーション方法をスー
パーコンピューターで計算すると、
１条件につき2～3日で結果が得ら
れます。風洞実験に比べて、コストも
期間も半分以下に抑えることができる
ようになりました。
　数値モデルは経済産業省の「発電
所に係る環境影響評価の手引」に反
映され、2021年10月現在、すでに
全国4か所の地熱発電所新規建設計
画推進に本シミュレーションが利用
されています。今後の地熱発電導入
拡大への貢献が期待されています。
 （取材：2021年10月）

NEDOの役割
　再生可能エネルギーの普及が望まれる中、世界第3位
となる地熱資源ポテンシャルを有する日本では、地熱発
電に大きな期待がかかっています。
　NEDOは地熱発電の導入拡大を目的に、本プロジェク
トにおいて、地熱発電システムや導入時の環境影響評価
（環境アセスメント）を効率化・高度化するための技術開
発を実施しました。
　本研究開発項目で一般社団法人電力中央研究所が開

発した「硫化水素拡散予測数値モデル」は、地熱発電所
建設のボトルネックとなっていた環境アセスメントのコス
ト・期間を大幅に削減し、地熱発電の導入拡大を後押し
しています。
　後継事業として2021年度に開始したNEDOプロジェ
クト「地熱発電導入拡大研究開発」では環境アセスメント
の新たな手法の開発や、IoTの活用による高度化を目指し
て研究開発が進められています。地熱発電の導入拡大に
向けて、今後もNEDOの歩みは続きます。

https://webmagazine.nedo.go.jp/practical-realization/articles/202104denken/

地熱発電所設置時の
環境影響評価

（環境アセスメント）の
効率化・高度化

大規模風洞実験から
シミュレーションへ

時間もコストも従来手法の
半分以下に

地熱発電の導入拡大

風洞実験での濃度測定方法概略図　（資料提供：電力中央研究所）

プロジェクト当時の地形模型（2ブロック分）を
風洞内に設置する様子（再現イメージ）

シミュレーションに使用される電力中央研究所の
スーパーコンピューター

硫化水素の着地濃度の可視化シミュレーション画面
（資料提供：電力中央研究所）

NEDO Web Magazine 硫化水素拡散予測数値モデル

課題 実現目的一般財団法人電力中央研究所
「地熱発電技術研究開発／発電所の環境保全対策技術開発」

大規模風洞実験からシミュレーションへ
地熱発電の環境アセスメントを飛躍的に効率化

　新
エ
ネ
ル
ギ
ー
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製品化された赤色蛍光 PID。紫外線照射で強い蛍光発光が見られる

　がんの医療現場では、進行度の確
定診断や治療薬の選択のために、患
者の病理組織の染色が行われます。
染色には病気の指標分子を標識して
酵素反応で染色する「DAB染色法」
が主に用いられ、病理医はその発色
強度や面積などの情報を基に診断し
ます。しかし、この染色法では病気の
指標分子の量を定量しにくい、という
課題がありました。
　コニカミノルタはこの課題を克服す
るために、高精度に病気の指標分子
を可視化・定量できる「高輝度蛍光ナ
ノ粒子（PID)」と、PIDを活用した蛍
光イメージング技術の確立に挑戦し
ました。その実現に向け、2000年代
半ばから東北大学と共同研究を始め、
2010年、同大学とともにNEDOプロ
ジェクト「がん超早期診断・治療機器
の総合研究開発」に参画しました。

輝度が高く、均一な、ナノ粒子開発
　蛍光イメージング技術で指標タンパ
ク質の量を分析する場合、まず、蛍光
材料で指標タンパク質を標識します。
この蛍光強度値を光学装置で検出し、
指標タンパク質の量に換算するのです
が、この方法では使用する装置により

値が変動してしまうため、やはり定量
性に欠けます。
　そこで東北大学はPIDの「粒子数」
という絶対値による定量方法を発案、
コニカミノルタは定量に適したPIDの
開発に取り組みました。
　PIDは無機物でできた球形の外殻
に、数万分子の有機蛍光色素が高密
度に詰まった構造で、正確な粒子数
の算出には粒子の蛍光輝度が非常に
高く、かつ粒子径が均一なPIDが必要
です。コニカミノルタでは外殻だけで
4種類、有機蛍光色素は数十種類を
選び出して組み合わせ、試作しました。
さらにPIDの性能を左右する反応温度
や試料添加タイミングも微調整を重ね
ました。
　膨大な数の条件を検討した結果、
外殻と有機蛍光色素の最適な組み合
わせが見つかり、指標タンパク質が少
量でも可視化できるほど、輝度と耐光
性が高く、粒子径も揃ったPIDの開
発に成功しました。

独自の解析ソフトウエアも開発
　続いて蛍光イメージング技術のブ
ラッシュアップに取りかかりました。
当初、指標タンパク質の定量にはPID

の輝点数を測定していました。しかし
この方法には、複数のPIDが一塊に
なっていても1輝点と算出してしまう
問題がありました。
　そこでコニカミノルタでは、蛍光顕
微鏡によるPID蛍光像と、電子顕微
鏡によるPID粒子像を撮影、蛍光強
度と粒子数の相関を調べました。その
結果、比例相関が明らかになり、その
データを基に、蛍光信号から指標タ
ンパク質量を定量的に評価する、独自
の解析ソフトウエアを開発しました。

組織染色サービスを事業化
　本プロジェクトで開発したPIDを基
盤にコニカミノルタでは、2018年から
組織染色サービス「Quanticell®」を、
製薬会社を中心に提供しています。染
色したい病理検体などをコニカミノル
タに送付すれば、染色結果がPID粒
子数という定量的な形で得られます。
　今後の医療にはバイオ知識だけでな
く、PIDのようなエンジニアリングやオプ
ティクス、さらにマテリアルなどの知識・
技術の融合も必要です。本プロジェク
トの成功は、そうした多様な知識や技
術融合の象徴としても、注目されていま
す。 （取材：2021年11月、12月）

NEDOの役割
　我が国において、がんは死因の第１位を占めており、よ
り早い段階での診断と精度の高い治療を行う技術が求め
られています。また、がん患者のQOLの向上や早期の社
会復帰のためには、身体的な苦痛を伴わず、入院期間が
短い治療技術の確立が必要不可欠です。
　そこでNEDOは本プロジェクトで、血液中のがん指標
分子の検出法や組織画像を活用した高精度な診断システ

ム、体に対する負担が少ないがんの治療法・治療機器な
どの開発を行いました。
　本プロジェクトの成果の一つとして、コニカミノルタ株式
会社は東北大学との共同研究で、がんタンパク質などを
蛍光標識する「PID（Phosphor	 Integrated	Dot）」を開
発し、病理組織などを高精度かつ定量的に解析する技術
を実現しました。現在、この技術は「Quanticell®」として
サービス展開されています。

https://webmagazine.nedo.go.jp/practical-realization/articles/202105konicaminolta/

病理切片内の病気の指標分子を、
定量的に分析できる

蛍光イメージング技術の開発

病気の指標分子を、
定量的に標識・分析できる

蛍光ナノ粒子とソフトウエアを開発。
組織染色サービスを展開

がんの正確な診断や
創薬に役立つ、

病理組織の診断技術を
開発したい

DAB（1＋）染色よりもPID 染色（Quanticell®）の方がHER2タンパク質の発現量を詳細に捉えられる（資料提供：コニカミノルタ）

PID 染色の蛍光顕微鏡像 蛍光顕微鏡とモニターに鮮明に表示された
PID 染色画像

PIDの粒子数を自動算出するソフトウエア

NEDO Web Magazine　高輝度蛍光ナノ粒子

課題 実現目的コニカミノルタ株式会社
「がん超早期診断・治療機器の総合研究開発」他

高輝度蛍光ナノ粒子PIDによる、
新しい蛍光イメージング

　バ
イ
オ
・
医
療
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新エネルギー

19 事例

18 事例

省エネルギー

2021 年までに紹介した NEDO プロジェクトです。

取材：
SEP 2018

単一面光源と新しい放熱システムで
省エネ・高輝度・大光量のLED照明を実現

四国計測工業株式会社

「戦略的省エネルギー技術革新プログラム」

取材：
DEC 2016
~FEB 2017

次世代の電力社会を担う「SiCパワー半導体」が、
鉄道車両用インバーターで実用化

国立研究開発法人産業技術総合研究所、
三菱電機株式会社、小田急電鉄株式会社

「低炭素社会を実現する次世代パワーエレクトロニクス 
プロジェクト」他

取材：
OCT 2019

三次元ナノ構造の制御利用へ
超低燃費タイヤの開発

株式会社ブリヂストン、JSR株式会社

「イノベーション推進事業・ 
ナノテク・先端部材実用化研究開発」他

取材：
DEC 2016
~FEB 2017

エネルギー消費とCO2排出量を6割以上削減
できる低炭素型セメント「ECMセメント」

ECM共同研究開発チーム

「省エネルギー革新技術開発事業」他

取材：
OCT 2019

高効率な省エネ暖房技術
車載用ヒートポンプを完成

株式会社デンソー

「省エネルギー革新技術開発事業」

取材：
MAR 2009

太陽電池市場の有望技術
「新ハイブリッド」型太陽電池

株式会社カネカ

「太陽光発電システム普及加速型技術開発」

取材：
MAR 2010

太陽電池の生産性を大幅に向上させる
大面積高速製膜化技術を開発

三菱重工業株式会社

「ニューサンシャイン計画／太陽光発電技術研究開発」他

取材：
OCT 2011

下水汚泥から燃料ガスを回収・発電
世界初の下水汚泥ガス化発電施設

メタウォーター株式会社、東京都下水道局

「バイオマスエネルギー高効率転換技術開発」

取材：
NOV 2013

石炭をガス化して高効率化を実現
「石炭ガス化複合発電（IGCC）」

三菱パワー株式会社（当時：三菱日立パワー
システムズ株式会社）、常磐共同火力株式会社

「噴流床石炭ガス化発電プラント開発事業」他

取材：
JUL~SEP
2012

ゼファー株式会社

「汎用小型風力発電システムの開発」

取材：
NOV 2016

水素社会実現に欠かせない、
革新的な燃料電池システム用ブロワを開発

株式会社テクノ高槻

「新エネルギーベンチャー技術革新事業」他

取材：
FEB, MAR 2010

シリコンを使わない新しい
太陽電池を大量生産へ

昭和シェル石油株式会社

「ニューサンシャイン計画／太陽光発電技術研究開発」他

取材：
MAR 2011

水素を利用した"高効率な発電機"
家庭に設置する燃料電池の開発

東京ガス株式会社

「定置用燃料電池研究開発」他

取材：
JAN 2016

業界初！太陽光パネルの障害を素早く発見し、
場所を推定する「SOKODES（ソコデス）」を開発

株式会社システム・ジェイディー

「新エネルギーベンチャー技術革新事業」他

取材：
MAR 2013

高効率な固体酸化物形燃料電池（SOFC）を
使った、家庭用燃料電池システムを開発

大阪ガス株式会社

「固体酸化物形燃料電池実証研究」他

取材：
SEP~DEC 

2012

「直流には直流」で、省エネを実現
電力の安定供給もおまかせ！

株式会社NTTファシリティーズ

「品質別電力供給システム実証研究」他

取材：
SEP 2018

取材：
NOV 2020

常識を覆す発想で
革新的なリチウムイオン電池を開発 離島用風車から大型ダウンウィンド風車へ

未利用エネルギーを季節で切り替えて活用する 
帯水層蓄熱システムの普及を目指す

株式会社東芝日本地下水開発株式会社、
国立研究開発法人産業技術総合研究所

「リチウムイオン電池応用・実用化先端技術開発事業」他「再生可能エネルギー熱利用技術開発」他

取材：
DEC 2009~
MAR 2010

世界初、ハイブリッド自動車用
リチウムイオン2次電池を量産化

ビークルエナジージャパン株式会社
（当時：日立ビークルエナジー株式会社）

「分散型電池電力貯蔵技術開発」他

取材：
SEP~NOV

2010

株式会社ＳＵＢＡＲＵ
（当時：富士重工業株式会社）

「離島用風力発電システム等技術開発」他

取材：
JAN 2014

燃料電池自動車の普及に向けて、水素ステーション
用の小型・高性能水素製造装置を開発

三菱化工機株式会社

「水素製造・輸送・貯蔵システム等技術開発」

取材：
OCT 2013

CO2排出量削減と地域活性化に貢献する
バイオマスガス化発電システム 世界最高性能の小形風力発電システム

中外炉工業株式会社

「バイオマスエネルギー等高効率転換技術開発」他

取材：
FEB 2012

世界一のモジュール変換効率
40％超を目指す、太陽電池開発中

シャープ株式会社

「革新的太陽光発電技術研究開発」他

取材：
NOV,DEC 2017

日本発の新技術により、東南アジアでの
バイオエタノール生産拡大に貢献

山口大学、サッポロホールディングス株式会社、
磐田化学工業株式会社

「国際エネルギー消費効率化等技術・システム実証事業」他
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取材：
JAN 2014

CO2排出量が少なく、しかも低価格、
新燃料「RPF」を開発

株式会社アーステクニカ、株式会社関商店

「即効的・革新的エネルギー環境技術研究開発」

取材：
DEC 2012, 
MAR 2013

ガソリンベーパーを液化して回収
臭いのしないガソリンスタンドへ

株式会社タツノ

「有害化学物質リスク削減基盤技術研究開発」

取材：
FEB 2012

遠隔操作と自動化で、安全・高効率な作業を
実現した、アスベスト除去ロボット

大成建設株式会社

「遠隔操作による革新的アスベスト除去ロボットの開発」他

取材：
NOV 2011

安全・安定・高効率にアスベストを無害化する
オンサイト式処理システム

北陸電力株式会社

「アスベスト含有建材等安全回収・
処理等技術開発プロジェクト」他

取材：
JAN 2015

自治体・メーカーと連携しながら
白物家電のリサイクルシステムをゼロから構築

株式会社日立製作所、
東京エコリサイクル株式会社

「家電リサイクルプラントの開発・実証」

取材：
FEB 2013

世界初の合成法で
フロン・ハロン代替材料を量産化

東ソー・エフテック株式会社

「省エネルギーフロン代替物質合成技術開発」他

取材：
FEB 2012

地球環境に影響をあたえる物質を、
"燃焼と冷却"で一挙破壊

月島環境エンジニアリング株式会社

「HFC－23破壊技術の開発」他

取材：
DEC 2011

CO2冷媒を採用した、冷凍ショーケース用
ノンフロン冷凍機システム

パナソニック株式会社.アプライアンス社
（当時：三洋電機株式会社）

「ノンフロン型省エネ冷凍空調システムの開発」

取材：
OCT 2010

アスベストに代わるより安全な耐熱材料を創生

ジャパンマテックス株式会社

「緊急アスベスト削減実用化基盤技術開発」他

取材：
SEP 2017

海水淡水化と下水処理技術の融合で、
エネルギーやコストを大幅削減

海外水循環ソリューション技術研究組合（GWSTA）

「省水型・環境調和型水循環プロジェクト」他

取材：
FEB 2015

廃プラスチックのリサイクルで、高炉のCO2
排出量を削減。更に微粉化で効率向上

JFEスチール株式会社

「廃プラスチック高炉還元リサイクル技術開発」

取材：
AUG 2013

ガラス研磨に欠かせないレアアースの使用量低減に成
功エポキシ樹脂製の研磨工具で生産効率も大幅向上

九重電気株式会社、立命館大学

「希少金属代替材料開発プロジェクト」

取材：
DEC 2012

２本腕の建設機械、
建物解体現場での活躍期待

日立建機株式会社

「建設系産業廃棄物処理ロボットシステム」

取材：
DEC 2011

東北発の技術を世界へ！ 
有害物質の出ない革新的塗装技術

加美電子工業株式会社

「有害化学物質リスク削減基盤技術研究開発」

取材：
DEC 2010

高信頼性絶縁保護膜用樹脂の開発

昭和電工株式会社

「有害化学物質リスク削減基盤技術研究開発」

取材：
NOV 2019

温室効果の低い冷媒の普及を実現
安全性評価法を踏まえ国際規格が改訂

東京大学、
国立研究開発法人産業技術総合研究所

「高効率ノンフロン型空調機器技術の開発」

取材：
DEC 2009

トラックやバスにもハイブリッドの風

三菱ふそうトラック・バス株式会社

「高効率クリーンエネルギー自動車の研究開発」

取材：
MAR 2012

世界初のハイブリッドショベル開発、
省エネ、CO2削減に大きく寄与

コベルコ建機株式会社、
株式会社神戸製鋼所

「ハイブリッドショベルの研究開発」他

取材：
MAR 2013

エコキュート普及促進のため
小型化・高効率化を実現

株式会社デンソー

「エネルギー使用合理化技術実用化開発」

取材：
JUL 2013

世界最高水準の燃費と環境性能を持つ
クリーンディーゼルエンジン

マツダ株式会社

「革新的次世代低公害車総合技術開発」

取材：
SEP 2011

蓄熱媒体「水和物スラリ」で賢く冷房
省エネルギー空調システム

JFEエンジニアリング株式会社

「エネルギー使用合理化技術実用化開発」他

取材：
DEC 2012

世界最高水準の高効率・大型ガスタービンで、
地球環境やエネルギー問題に貢献

三菱重工業株式会社

「火力発電用高効率ガスタービン開発」他

取材：
MAR 2013

エネルギー消費量の大幅削減に寄与する、
新方式の「蒸留塔」技術を確立

木村化工機株式会社

「内部熱交換による省エネ蒸留技術開発」他

取材：
MAR 2011

製造現場の蒸気を余すことなく有効活用する、
小型蒸気発電機

株式会社神戸製鋼所

「小型貫流ボイラー発電システムの実用化研究」他

取材：
JUL 2012

産業界の省エネルギー／環境負荷低減に
大きく貢献する高性能工業炉

日本工業炉協会

「高性能工業炉の開発」他

取材：
MAR 2013

自動車の省燃費化を実現する
新型無段変速機を開発

ジヤトコ株式会社

「低摩擦損失高効率駆動機器のための
材料表面制御技術の開発」

取材：
NOV 2013

空気冷媒でマイナス60℃を実現する
超低温冷凍システム

株式会社前川製作所

「エネルギー使用合理化技術戦略的開発事業」他

取材：
DEC 2013
~JAN 2014

複数工場間で熱を共有し、
コンビナート全体での省エネを実現

千代田化工建設株式会社

「エネルギー使用合理化技術戦略的開発」他

取材：
DEC 2013

熱と電気の比率を利用場所に合わせて最適に調整天然ガスコージェネレーションの
普及範囲を広げるガスエンジンシステムを開発

株式会社三井 E&Sホールディングス
（当時：三井造船株式会社）

「エネルギー使用合理化技術戦略的開発」
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取材：
AUG 2018

取材：
DEC 2009

取材：
FEB 2009

取材：
OCT, NOV 2020

取材：
NOV 2020

取材：
NOV 2008

取材：
OCT 2017

取材：
FEB 2014

取材：
DEC 2013 
~FEB 2014

取材：
DEC 2013

取材：
NOV 2012

取材：
OCT 2011

取材：
FEB 2012

取材：
DEC 2010 
~JAN 2011

極端紫外線（EUV）を利用した
次世代のマスクブランクス検査技術を確立

より微細な半導体デバイスを作るために、
表面加工に欠かせないレーザー光源を開発

電子機器の性能向上を可能にする
金属ガラス材料の開発

ナノファイバー化と樹脂複合化を一度に
セルロースナノファイバー複合樹脂が商品化

構造タンパク質の人工合成で、
持続可能性の高い社会に向けた新素材を開発

ホームITシステムで、
外出先からも、「家のこと」を思いのままに

半導体レーザー技術を使い
視覚支援用アイウェアを開発

"動く"半導体で、様々な機器の
小型・軽量・高性能化を実現

原子1個分の誤差を保証
世界最小の「ものさし」を実現

波長変換特性に優れた、全固体紫外レーザー
光源を世界で初めて実用化

世界で圧倒的なシェアを誇る、
電子ビームマスク描画装置

フィルム状接着剤の開発で
電子機器の小型高性能化が実現

光通信ネットの品質維持に
欠かせない、超精密加工機械

世界が認める画期的・高品質な半導体製造装置
衛星放送用のアンテナをプラズマ励起に応用

レーザーテック株式会社 ギガフォトン株式会社 アルプス電気株式会社

星光 PMC株式会社、京都大学 Spiber 株式会社

東芝ホームアプライアンス株式会社

株式会社QDレーザ オムロン株式会社 国立研究開発法人産業技術総合研究所、
株式会社日立製作所、
株式会社日立ハイテクノロジーズ

大阪大学、株式会社光学技研 株式会社ニューフレアテクノロジー

昭和電工マテリアルズ株式会社
（当時：日立化成工業株式会社）

株式会社不二越

東京エレクトロン株式会社

「次世代半導体微細加工・評価基盤技術の開発」 「F₂レーザリソ技術の開発」他 「スーパーメタル」

「グリーン・サステイナブルケミカルプロセス基盤技術開発」
他

「イノベーション実用化ベンチャー支援事業／
超高機能フィブロインファイバーの実用化開発」他

「デジタル情報機器相互運用基盤プロジェクト」

「課題解決型福祉用具実用化開発支援事業」他 「マイクロマシン技術研究開発プロジェクト」他 「3Dナノメートル評価用標準物質創成技術」

「フォトン計測・加工技術の研究開発」他

取材：
DEC 2011

100インチ超！画面の中に入り込め
そうな省エネ大型ディスプレイ

篠田プラズマ株式会社

「省エネルギー超薄型大画面フィルム型
自発光表示装置の研究開発」他

「超先端電子技術開発促進事業」

「精密高分子技術」

「精密部材成形用材料創製・加工プロセス技術」

「高効率半導体製造装置の技術開発」他

取材：
OCT 2010

取材：
SEP~NOV 

2010

HDDの高密度化・高信頼化を実現する、
垂直磁気記録方式を製品化

高画質を手軽に楽しめる、大容量光ディスク／
ブルーレイディスクの開発

株式会社HGSTジャパン
（当時：株式会社日立グローバルストレージテクノロ
ジーズ）

ソニー株式会社

取材：
DEC 2010

評価技術の獲得により不揮発性メモリの
信頼性を飛躍的に向上

富士通株式会社、
富士通セミコンダクター株式会社

「次世代強誘電体メモリ（FeRAM）研究開発」他 「超先端電子技術開発」 「ナノメータ制御光ディスクシステム研究開発」

電子・情報

16事例

15事例

材料

取材：
JAN 2016 
~FEB 2017

驚異の新素材、単層カーボンナノチューブ
世界初の量産工場が稼働

日本ゼオン株式会社、国立研究開発法人
産業技術総合研究所

「カーボンナノチューブキャパシタ開発プロジェクト」他

取材：
NOV 2018

取材：
OCT 2017

取材：
OCT 2019

取材：
OCT 2016

取材：
AUG 2018

東大が画期的なCNFの製法を開発
産学連携により実用化に成功

DDS（ドラッグデリバリーシステム）
研究を女性用薬用育毛剤へ

世界最高スペックの
鋳造用砂型3Dプリンタの製品化に成功

マイクロ波を用いた製造プロセスによる
大量生産を世界で初めて実用化

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

日本製紙株式会社、東京大学

株式会社ナノエッグ

国立研究開発法人産業技術総合研究所、群栄化学工
業株式会社、シーメット株式会社、株式会社コイワイ

マイクロ波化学株式会社

日立造船株式会社、大阪大学

「イノベーション推進事業／
ナノテク・先端部材実用化研究開発」他

「イノベーション推進事業」

「次世代型産業用3Dプリンタの造形技術開発・実用化事
業」

「新エネルギーベンチャー技術革新事業」他

「非可食性植物由来化学品製造プロセス技術開発」他

取材：
NOV 2008

軽油を極限までクリーンにする触媒

コスモ石油株式会社

「石油精製汚染物質低減等技術開発」

取材：
NOV 2008

クリーンな排出ガスのエコ・ディーゼル車

UDトラックス株式会社
（当時：日産ディーゼル工業株式会社）

「高効率クリーンエネルギー自動車の研究開発」

取材：
MAR 2009

新技術でごみ焼却炉の「より効率よく、
よりクリーンに」を実現

JFEエンジニアリング株式会社

「高温空気燃焼制御技術の研究開発」

取材：
DEC 2009

温室効果が極めて低い、半導体製造用
クリーニングガス「COF2」が誕生

関東電化工業株式会社

「ＳＦ6等に代替するガスを利用した電子デバイス製造クリー
ニングシステムの研究開発」他
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取材：
OCT 2010

取材：
OCT 2019

取材：
NOV 2016

取材：
JAN 2016

取材：
JAN 2016

歩きやすさを求めてまったく新しい
短下肢装具の開発

待ち時間の短縮、医療事務の効率化を目指す
AI 搭載型の問診システムを開発

ヒト多能性幹細胞（ES/iPS細胞）の革新的な
培養液（培地）と自動培養装置を開発

痛みをともなわず、高精度に検査が可能な
国内初の乳房専用PET装置を開発

新薬開発に欠かせないスクリーニングを
劇的に効率化する手法を開発

川村義肢株式会社

ARアドバンストテクノロジ株式会社、
横浜国立大学

京都大学、日産化学工業株式会社、
ニプロ株式会社

株式会社島津製作所 三重大学、橋本電子工業株式会社

「福祉用具実用化開発推進事業」他

「次世代人工知能・ロボット中核技術開発／
次世代人工知能技術分野」

「ヒト幹細胞産業応用促進基盤技術開発／
ヒト幹細胞実用化に向けた評価基盤技術の開発」

「悪性腫瘍等治療支援分子イメージング
機器研究開発プロジェクト」 「イノベーション実用化ベンチャー支援事業」他

取材：
OCT 2018

取材：
NOV 2019

取材：
NOV 2017

取材：
SEP 2019

取材：
AUG 2017

生涯にわたりアクティブに暮らす
「生活の質」向上に貢献

作業時間を10分の1に短縮へ
コンクリートひび割れ検出AIを開発 創薬に新たな道を拓いたペプチド探索システム

小型・軽量・高精度で低価格を実現
画期的な3Dビジョンセンサー開発

滑膜由来の間葉系幹細胞の大量培養による
再生細胞治療実現に向けて

帝人ナカシマメディカル株式会社、京都大学首都高技術株式会社、国立研究開発法人産
業技術総合研究所.、東北大学

東京大学、株式会社ペプチドリーム株式会社 YOODS 株式会社ツーセル、株式会社スペース・バイオ・ラ
ボラトリーズ、大阪大学、大阪保健医療大学、広島
大学

「イノベーション推進事業」他

「インフラ維持管理・更新等の社会課題対応システム開発
プロジェクト／イメージング技術を用いたインフラ状態モニ
タリングシステム開発」 「ゲノム創薬加速化支援バイオ基盤技術開発」「ロボット活用型市場化適用技術開発プロジェクト」 「ヒト幹細胞産業応用促進基盤技術開発」他

取材：
FEB 2013

取材：
JAN 2013

取材：
JAN 2011

取材：
NOV 2020

階段やがれきのある災害現場で高い
走行性能を発揮するレスキューロボット

車いすとマットレスの全自動洗浄で、
医療・介護従事者の負担を大幅軽減

意思を読み取り自立動作をサポート福祉の
現場で期待を集めるロボットスーツHAL®

世界初、持ち運べる高濃度酸素発生器
独自吸着ポンプと脱着カートリッジで小型化実現

千葉工業大学

アタム技研株式会社 サイバーダイン株式会社

VIGO.MEDICAL 株式会社

「戦略的先端ロボット要素技術開発」

「福祉用具実用化開発推進事業」 「人間支援型ロボット実用化基盤技術開発」他

「課題解決型福祉用具実用化開発支援事業／高齢者の呼
吸補助器具としての小型酸素発生装置」

取材：
OCT 2016

取材：
JAN~FEB 

2016
取材：

JUL 2013

産業ロボットに見て考える機能を付加し部品供給の
自動化を実現する3次元ビジョンセンサー

農作業や介護労働の疲労を軽減する
スマートスーツを開発

ベッドからトイレへの移動を簡単で安全に
超高齢社会の介護を楽にする新型移乗器を開発

Kyoto.Robotics 株式会社
（当時：株式会社三次元メディア）

株式会社スマートサポート、北海道大学 イデアシステム株式会社

「イノベーション実用化ベンチャー支援事業」他

「課題解決型福祉用具実用化開発支援事業」他 「福祉用具実用化開発推進事業」他

取材：
NOV 2018

取材：
NOV 2017

取材：
DEC 2016 
~FEB 2017

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

外出が楽しくなる電動車いすスタンダード
モデル発売で普及拡大

安全安心な生活支援ロボットの開発を支える
規格と認証体制を整備

株式会社テムザック、株式会社ＮＴＴドコモ、九州大学

WHILL 株式会社 国立研究開発法人産業技術総合研究所、
一般財団法人日本自動車研究所、名古屋大学

「環境・医療分野の国際研究開発・実証プロジェクト／
ロボット分野の国際研究開発・実証事業」他

「課題解決型福祉用具実用化開発支援事業」他 「生活支援ロボット実用化プロジェクト」他

取材：
NOV 2009

取材：
FEB 2009

取材：
OCT 2020

コットンを熱で溶かし、
思い通りの断面形状の繊維に！

材料開発を効率化する高分子シミュレーション
安全性・信頼性の保証とは？ 
リスクアセスメントを極めた3D距離画像センサ

東レ株式会社

株式会社 JSOL 日本信号株式会社

「基盤技術研究促進事業」

「高機能材料設計プラットフォームの開発」
「生活支援ロボット実用化プロジェクト／安全技術を導入し
た搭乗型生活支援ロボットの開発」

取材：
NOV 2012

取材：
DEC 2011

取材：
NOV 2010

高速・強衝撃で柔らかくなるプラスチック

大型液晶テレビをより見やすく
視野角改善フィルムの開発 真空断熱材が住宅の省エネにも貢献

東レ株式会社

日本ゼオン株式会社 パナソニック株式会社

「精密高分子技術」

「液晶ＴＶの高性能化技術の開発」 「高性能、高機能真空断熱材の実証研究」

18 事例

バイオ・医療ロボット・AI・福祉機器

13事例

取材：
FEB 2014

室内でも使える可視光応答型光触媒を開発
衛生的で快適な生活空間を提供

昭和電工セラミックス株式会社、
TOTO株式会社、パナソニック株式会社

「循環社会構築型光触媒産業創成プロジェクト」

取材：
AUG 2013

ものづくりの"切る・削る・磨く"を革新 
最硬・最強の「超ダイヤモンド」を開発

住友電気工業株式会社

「産業技術実用化開発助成事業」
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取材：
DEC 2009

取材：
DEC 2009

~MAR 2010
取材：

FEB 2009

取材：
DEC 2008

膜タンパク質の形を描き出し、
創薬に貢献する電子顕微鏡の開発

次世代型の手術室で、脳腫瘍の術後生存率が
劇的に向上、日常生活への復帰も順調

日本発の技術で糖鎖解析の
世界スタンダードを目指す

生物のしくみをひもとく、
強力なツール レーザ顕微鏡の開発

日本電子株式会社東京女子医科大学 株式会社GPバイオサイエンス

オリンパス株式会社

「生体高分子立体構造情報解析」他
「医療福祉機器技術研究開発プロジェクト用	
総合評価研究ラボシステム開発事業」他 「糖鎖エンジニアリングプロジェクト」

「共焦点レーザ顕微鏡による全染色体画像解析診断装置」

取材：
FEB 2011

取材：
JAN 2011

取材：
MAR 2010

生きたまま細胞の姿をとらえる、
共焦点レーザースキャナの開発

わずか0.35秒で心臓全体を撮影可能な、
4次元Ｘ線CT装置

糖鎖研究の原料とツールを大量合成、
生命現象の鍵「第3の鎖」の解明と応用を加速

横河電機株式会社 キヤノンメディカルシステムズ株式会社
（当時：東芝メディカルシステムズ株式会社）

東京化成工業株式会社

「細胞内ネットワークのダイナミズム解析技術開発」 「リアルタイム4Dイメージングシステムの開発」他 「バイオ・IT融合機器開発プロジェクト」他

取材：
FEB 2015

取材：
JAN 2015

取材：
JAN~FEB

2015

世界初、糖鎖の変化を測定して
肝臓の線維化進行度を判定

世界初！バイオマーカー測定により、
高精度で脳梗塞のリスクを評価

動くがんへの追尾照射を可能とした
次世代型四次元放射線治療装置を開発

シスメックス株式会社、
国立研究開発法人産業技術総合研究所

株式会社アミンファーマ研究所 三菱重工業株式会社、京都大学、
公益財団法人.先端医療振興財団

「糖鎖機能活用技術開発」他 「大学発事業創出実用化研究開発事業」他 「基盤技術研究促進事業」
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名称 国立研究開発法人
新エネルギー・産業技術総合開発機構
略称 ： NEDO
(New Energy and Industrial Technology 

Development Organization)

設立 2003年10月1日 
（前身の特殊法人は1980年10月１日設立）

沿革 1980年10月 石油代替エネルギーの開発及
び導入の促進に関する法律に
基づき「新エネルギー総合開発
機構」設立

1988年10月 産業技術研究開発業務を追加
し、「新エネルギー・産業技術
総合開発機構」に改称

2003年10月 独立行政法人新エネルギー･
産業技術総合開発機構法に基
づき「独立行政法人新エネル
ギー・産業技術総合開発機
構」設立

2015年4月 独立行政法人通則法の一部を
改正する法律および国立研究
開発法人新エネルギー･産業技
術総合開発機構法の施行にと
もない、「国立研究開発法人新
エネルギー･産業技術総合開発
機構」に改称

目的 非化石エネルギー、可燃性天然ガスおよび石炭に関
する技術ならびにエネルギー使用合理化のための
技術ならびに鉱工業の技術に関し、民間の能力を活
用して行う研究開発、民間において行われる研究開
発の促進、これらの技術の利用の促進等の業務を国
際的に協調しつつ総合的に行うことにより、産業技
術の向上およびその企業化の促進を図り、もって内
外の経済的社会的環境に応じたエネルギーの安定
的かつ効率的な供給の確保ならびに経済および産
業の発展に資することを目的としています。

主な事業内容 技術開発マネジメント関連業務等

主務大臣 経済産業大臣

根拠法等 独立行政法人通則法／
国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開
発機構法

職員数 1,412 名（2022 年 4 月 1 日現在）

予算 約1,568億円 （2022年度）
※�上記の他、基金事業を実施。

役員 （2022 年 4 月 1 日現在）

理事長 石塚 博昭

副理事長 及川 洋

理事 小山 和久　 久木田 正次
弓取 修二　 西村 知泰
和田 恭

監事 中野 秀昭　江上 美芽

機構概要

理事長
副理事長
理事

監事

監査室

総務部

人事部

経理部

リスク管理統括部

システム業務部

広報部

関西支部

海外事務所

組織図　（2022 年 7 月 1 日現在）

技術戦略研究センター

グリーンイノベーション基金事業統括室

経済安全保障事業統括室

評価部

　　プロジェクトマネジメント室

イノベーション推進部

新領域・ムーンショット部

　　ムーンショット型研究開発事業推進室

ロボット ･AI 部

　　AI 社会実装推進室

IoT 推進部

　　ポスト 5G プロジェクト推進室

材料 ･ ナノテクノロジー部

　　バイオエコノミー推進室

省エネルギー部

新エネルギー部

スマートコミュニティ・エネルギーシステム部

　　燃料電池・水素室

　　蓄電技術開発室

国際部

　　地球環境対策推進室

環境部
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NEDOのプロジェクト評価
─よりよい研究開発マネジメントと
　　　　　　　　　成果の実現に向けて─

年

プロジェクト

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11-1

企画段階
反映 反映

実施段階 実用化段階

プ ロ ジ ェ ク ト の 流 れ と 評 価 の 位 置 づ け
「NEDO実用化

ドキュメント」は

追跡調査によっ
て把握した、

NEDOプロジェ
クト発の

製品やサービス
を

取り上げていま
す。

NEDOでは、全てのプロジェクトを適正に評価するため、一貫した評価システムを
構築しています。プロジェクトの企画、実施、実用化の各段階で「事前評価」「中間
評価」「事後評価」「追跡調査・評価」を実施し、各評価結果に基づき、事業計画へ
の反映や研究開発マネジメント・研究開発内容の改善・見直しなどを的確に行って
います。

　今後10年先、20年先という次世代に向けた
NEDOの研究開発プロジェクトは、不確実性を伴うこ
とから、時代のニーズ、情勢の変化に応じて、開発目
標などを適切に見直す仕組みが求められます。
　そこでNEDOは外部の専門家・有識者を評価委員
として活用し、各プロジェクトを進捗状況に応じた
適切な時期に評価しています。まず、プロジェクト立
案段階でその計画を評価する「事前評価」、次に、プ
ロジェクト期間の中盤に目標の達成度などを把握する
「中間評価」、プロジェクト終了後に目標達成度など
を評価する「事後評価」、最後に、プロジェクト終了
後の6年間、「追跡調査・評価」を行います。
　追跡調査では、プロジェクトに参加した事業者にア
ンケートなどを行い、成果の活用状況を把握するとと

もに、成果を実用化につなげるための要因などを分析
します。「NEDO実用化ドキュメント」は、この追跡調
査で把握したNEDOプロジェクト発の成果と開発エピ
ソードを紹介しています。
　これらの評価結果は、今後のプロジェクト企画立案
や研究開発マネジメントの改善・見直し、さらには評
価システム自体の改善などにも活用されるとともに、経
済産業省などの国の政策にも反映されています。この
ように、NEDOプロジェクトの成果の社会実装に向け
て、評価が大きな役割を担っています。

プロジェクトの計画に対して
評価を実施

　プロジェクトが始まる 1年前に、プロジェ
クトの基本的な計画の原案に対して、研究
開発の目標・目的や内容・期間などが適切
かを評価します。この評価結果は、NEDO
のプロジェクト推進部署がプロジェクトの
基本計画に反映するとともに、経済産業省
の政策立案にも活用されます。

社会情勢などを踏まえ
プロジェクトの改善や見直しを実施

　5年間のプロジェクトの場合、その中間
年度である 3年目を目安に実施します。プ
ロジェクト開始後の国内外の情勢も踏まえ、
計画の見直しが必要かなどを確認します。	
単なる数値目標の達成だけでなく、社会実
装された時にビジネスとして成り立つかと
いう観点が重要なポイントとなります。

目標達成度を確認し
研究開発の成果を次の企画立案に活用

　プロジェクト終了時に、中間評価での指
摘や改善点がきちんと反映されたか、最終
目標が達成できたか、成果の実用化や事業
化に向けて見通しが立ったかなどを評価し
ます。事後評価の結果は、次のプロジェク
トの企画立案や運営に反映するという点で
も重要です。

6年間にわたる追跡調査で
経済的・社会的効果を把握

　原則として、プロジェクト終了後、1・2・
4・6 年目に実施します。ナショナルプロ
ジェクトとしての研究成果が、どのように
社会に役立てられているかの説明責任を果
たすと同時に、今後のNEDOや実施者のプ
ロジェクトマネジメントにしっかり反映さ
せていきます。

◎事前評価 ◎中間評価 ◎事後評価
（アウトプット）

◎追跡調査・評価
　　（アウトカム・インパクト）
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