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エネルギーの運搬から、供給、利用まで社会全体としてCO₂をゼロにする「カーボンニュートラル」への挑戦

2050年カーボンニュートラル、脱炭素社会の実現の宣

言を受け、経済産業省が中心となり、関係省庁と連携して

「2050年カーボンニュートラルに伴うグリーン成長戦略」が

策定されました。

NEDOは、本グリーン成長戦略で欠くことのできない存在

です。再生可能エネルギーの利用や、IT・蓄電池・水素・燃料

電池等の技術を活用したエネルギーシステムの技術開発・実

証実験に加え、CO₂の回収・有効利用・貯留（CCUS）の実用

化、将来のCO₂利用を目指したムーンショット型研究開発事

業等、リスクが高い革新的な技術の開発や実証を行い、社会

課題の解決を目指します。

2021年度からは「2050年カーボンニュートラルに伴うグ

リーン成長戦略」を実現するためのグリーンイノベーション基

金事業を実施します。成果の社会実装を促進する「イノベー

ション・アクセラレーター」としての役割を強化し、さらなる社

会課題の解決に邁進します。

2050年カーボンニュートラル
実現のために
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NEDO40年のあゆみ

実証を推進しています。

　そして2020年10月に設立40周年を迎え、これまで

のNEDOの足跡をまとめた『NEDO40年史 イノベー

ションで未来をつくる』を発行しました。変化が加速し

たこの10年を中心に、NEDOの取り組みのみならず、社

会背景、経済動向などを振り返るものとなっています。

　『NEDO40年史』では、巻頭でノーベル賞受賞のお二

人からの「イノベーションへの提言」、第１章で「エネル

ギー・環境技術」「産業技術」「国際関連事業」「スター

トアップ支援」の４つに分け歴史を振り返りつつ、有識

者の方々に次の10年に向けた展望を語っていただくほ

か、組織の沿革をご紹介。第２章では各技術開発に関す

る取り組み、第３章では各種資料を掲載しており、その

一部を再構成してご紹介します。

　NEDOは1970年代のオイルショックを契機に、過度

な石油依存からの脱却を目指し、1980年、新エネル

ギー・省エネルギー開発の先導役として誕生しました。

その後、1988年に産業技術に関する研究開発業務が

追加され、以来、日本最大級の技術開発マネジメント機

関として、産業界、大学、公的研究機関などの研究開発

能力を最大限生か

し、産学官の英知

を結集して、社会

に必要ではあるも

のの企業単独では

リスクが高く実用

化に至らない重要

技術などの開発、

2020年10月、NEDOは設立40周年を迎えました。
新たなエネルギー開発の先導役として1980年に誕生して以降、
「エネルギー・地球環境問題の解決」と「産業技術力の強化」を
ミッションに、さまざまな技術開発を推進してきました。
そこで「イノベーション・アクセラレーター」として活動してきた、
NEDO40年の取り組みを紹介します。

『NEDO40年史』は以下
URLよりご覧いただけます

https://www.nedo.
go.jp/library/
ZZKH_100063.html

時代の要請に応えて誕生したNEDO

持続可能な社会に向けた新たなステージへ

「持続可能な社会を実現する３つの社会システム」
 のシンボルマーク（ESSマーク）

 イノベーションで未来をつくる

NEDOは1980年の設立以来、「イノベーション・アクセラ
レーター」として時代の要請に対応し、エネルギー・環境技
術や産業技術の開発、国際関連事業、スタートアップ支
援等、様々な取り組みを行ってきました。『NEDO40年史 
イノベーションで未来をつくる』はそうしたNEDOの足跡を
まとめたものですが、特に変化の激しかったこの10年を中
心に、社会の出来事や経済動向を踏まえた国の政策、技
術開発の変遷を俯瞰して振り返る一冊となっています。今
回の特集は『NEDO40年史』を抜粋してご紹介しています
ので、ぜひ年史についても、新たな時代に向けた参考とし
て、ご覧ください！

Edi tor's  Voice　～広報部より～

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。

本誌をお読みいただいた感想をお
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。

読者アンケート

皆さまの声を
お寄せください!

※新型コロナウイルス感染症対策をし、撮影時以外はマスクを着用しています。

12 持続可能な社会とイノベーションに向けた挑戦　
－NEDOのあゆみを振り返る

14 プレイバック2011-2020
NEDOプロジェクトのあゆみ
グローバル・ソリューション実現へのあゆみ

20 NEDO information
NEDOからのお役立ち情報　

https://app23.infoc.nedo.go.jp/qa/enquetes/jhiy49t45avv
https://www.nedo.go.jp/library/ZZKH_100063.html
https://www.nedo.go.jp/library/ZZKH_100063.html
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石塚　NEDOは設立以来40年間、日本のイノベーション・ア

クセラレーターとして活動してきた自負を持っていますが、日

本企業はこのところ「技術に勝ってビジネスに負ける」という

状況にあるともいわれます。オープンイノベーションの観点で

は、人材や資金のないスタートアップの育成も重要だと思い

ますが、経営資源を持つ大企業からイノベーションを連続的

に生み出すには、何が必要とお考えでしょうか。

吉野氏　一概に日本のイノベーション創出力が落ちていると

は、私は思っていないんですね。スマートフォンやパソコンな

どの産業構造を見ると、素材や部品を開発・供給する川上、

製品を組み立てて販売する川中、ソフトウエアやプラット

フォームなどの新ビジネスを創り出す川下の中で、日本企業は

確かに川中では厳しい状況ですが、川上では依然圧倒的な強

さを持っています。考えるべきは、ここ10年ほどで勃興し高

い付加価値を持つようになった川下分野で、日本企業がいか

にイノベーションを興すかではないでしょうか。

石塚　それはスタートアップ企業も巻き込んで、ということで

すね。

吉野氏　米国では川下分野で成功を収めているのは主に西

海岸のスタートアップですので、日本でもいかに同様の環境

を作るかでしょう。そのため必要なのは、大学などの「知恵

袋」、エンジェル投資家などの「資金提供者」、未来を語り合

う「場」、ビジョンを絵や映像にする「見える化」、規制にと

らわれない「地域性」の５つだと思います。

石塚　一方で日本が強いといわれる川上産業でも猛追を受

けています。これまで日本のメーカーが先頭を切って出ていっ

た技術分野が、ビジネスだけでなくイノベーションでも負ける

巻頭インタビュー   イノベーションへの提言.1

新ビジネス創出に向け
環境作りを

40th

1970年京都大学工学部石油化学科卒業。1972年同大学大学
院工学研究科石油化学専攻修士課程修了、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、
顧問などを経て、2017年より名誉フェロー。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。2019年リチウムイオン電池の開発によりノーベル
化学賞を受賞。NEDOが実施する「先進・革新蓄電池材料評価
技術開発（第2期）／ SOLiD-EV」などのプロジェクトを主導。

吉野 彰 氏

旭化成株式会社 名誉フェロー
LIBTEC 理事長

YOSHINO Akira
石塚 博昭
NEDO 理事長

ISHIZUKA  Hiroaki

ノーベル化学賞受賞
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という状況も出てくる中、川上、川下共に優位性を保持する

ためには、日本企業はどう変わるべきだとお考えですか。

吉野氏　川上と川下が直結することだと思います。川上の担

当者が川下と同じ目線で、自分たちの素材や部品を客観的に

評価し、ビジネスを考えるような体制になれば理想ですね。

航空、アパレル、自動車産業では一部そうしたケースが出てき

ていますが、これをもっと拡大していくべきだと思います。

石塚　イノベーションに不可欠な産学官の連携が弱くなって

いるという指摘もあります。NEDOはこれまでアカデミアの

若手研究者支援も行い、2020年度から若手研究者が産業

界と一緒に研究するマッチング支援の事業を始めたところで

す。産学官の連携を推進していくのは、まさにNEDOの役割

だと思いますが、NEDOプロジェクトについて、もっとこうし

たらいいのではないか、というご提言はございますでしょう

か。

吉野氏　NEDOの取り組みは若手研究者にとって心強いもの

だと思います。一般的に産学官連携では協調領域と競争領域

の区分けが問題になりますが、日本では企業間の競争が激し

いため、協調領域の比率が下がっているようです。この比率が

半々くらいになると良いのではないでしょうか。また、社会シ

ステムと連動した技術開発を進めるためには、文系理系にと

らわれず、技術も社会の仕組みも理解した上で新たなビジネ

スモデル特許を発想できる人と連携し、新たな社会システム

をつくるような取り組みが必要です。

石塚　社会システムとの関係では、コロナ禍による在宅勤務

や非接触といった生活様式の変化で、デジタルトランスフォー

メーション（DX）が大きな注目を集めていますね。2020年

２月にNEDOは、地球環境問題を解決するために「持続可能

な社会を実現する３つの社会システム」（サーキュラーエコノ

ミー、バイオエコノミー、持続可能なエネルギー）を提言とし

て掲げましたが、それらを有機的に運用するための一つひと

つの要素技術を支えるのがDXであると考えています。

吉野氏　やるべきことは、その図式だと思います。まさに社会

システムそのもので、実現したときにこうなるというグランド

デザインを描けると、研究開発の方向も明確にできるのでは

ないでしょうか。DXは結局、ビッグデータや個人情報をどう

保護するかという問題に突き当たります。これまでは、個人情

報とセキュリティーの問題が混在して、社会受容性が進んでい

なかった面がありますが、暗号化技術の進歩など、技術で貢

献できることはまだあると思っています。

石塚　DXの課題解決にもさらに取り組んでいきたいと思い

ます。改めて、40周年という節目を踏まえつつ、持続可能な

社会に向け、次の10年でNEDOに期待することがございまし

たらお聞かせください。

吉野氏　全体の枠組みの中で様々な研究をどんどん深堀り

する一方で、それぞれの分野が横串でつながった時に面白い

イノベーションが生まれてくると思います。実際、医学の世界

では医療とAI（人工知能）の融合領域でユニークな成果が出

始めています。NEDOでも、全く異なる分野の人が交流して

互いの得意分野を掛け算し、新しい独創的な知恵を生み出せ

る仕掛けがあるとよいのではないでしょうか。プロジェクトマ

ネージャー同士がチャットなどで気軽に話し合う「ワイガヤ」

から始めてもいいと思います。そこからNEDOのイノベーショ

ン・アクセラレーターとしての新しい役割が見えてくるような

気がします。

研究の深掘りと分野間融合が鍵

吉野氏に話を聞く石塚理事長

「NEDO40年史 イノベーションで未来をつくる」P.10-11から掲載



06 Focus NEDO 2021  No.80

石塚　天野先生がノーベル賞を受賞された窒化ガリウム

（GaN）は、長い研究開発を経て青色LEDをはじめとする

様々な応用技術の社会実装が実現されてきました。この40

年の日本のイノベーションを振り返ったとき、イノベーション

創出のためのブレイクスルーは何だとお考えでしょうか。

天野氏　やはり人、教育だと思います。青色LEDの発明から

イノベーションまで30年かかりましたが、投資家からは「30

年待てない、10年が限度」と指摘されました。当時、研究者

に加えて生産技術やビジネスに長けた人がいたら10年に

なったかもしれない。その思いから今、５年一貫の博士課程学

位プログラムでスタートアップ起業などを目指す「卓越大学院

プログラム」を進めています。工学系の学生は技術について

は非常に頑張るし、面白いことにはどんどん突き進む。けれ

ども顧客は誰かとか市場調査はやったのかといった、ビジネ

スの基本部分はまだまだで、メンターである企業の方々から

ご指導いただいています。これまでの工学部の教育はビジネ

ス、社会を見る目を経験させてこなかったとの反省がありま

す。

石塚　NEDOは産学官連携を掲げて技術開発プロジェクト

を推進しており、プロジェクトごとにNEDO内でプロジェクト

マネージャー（PM）を任命し、サポートとして大学の先生な

どにプロジェクトリーダー（PL）になっていただいています。

プロジェクトの成果を社会実装するには、経済合理性が必要

です。コストが高くても価値を認めて買ってくれるマーケット

があれば問題はありません。単純なコストではなく、経済合

理性、社会受容性、環境適合性の三原則が社会実装に必要だ

と、PMには常に言っています。

巻頭インタビュー   イノベーションへの提言.2

産学連携で人材育成
革新創出へ

40th

1983年名古屋大学工学部電子工学科卒業。1989年工学博士
取得。2010年名古屋大学大学院工学研究科教授。2014年青
色LEDの研究により赤﨑勇氏、中村修二氏と共にノーベル物理
学賞を受賞。2015年10月から名古屋大学 未来材料・システム
研究所附属未来エレクトロニクス集積研究センター（CIRFE）セ
ンター長・教授。「次世代照明等の実現に向けた窒化物半導体
等基盤技術開発／次世代高効率・高品質照明の基盤技術開発」

（2009 〜 2013年度）などのNEDOプロジェクトに参加。　

天野 浩 氏

名古屋大学 教授
CIRFE センター長

AMANO Hiroshi
石塚 博昭
NEDO 理事長

ISHIZUKA  Hiroaki

ノーベル物理学賞受賞
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天野氏　やはり、色々な経験を積んだ人がPMに就いてほし

いですね。産学官の連携について、アカデミアの立場からは

コアとなる技術を持つ大学が中心になるのが一番やりやすい

と思います。我々の場合、大学がGaNをやるぞと言って、それ

に興味がある企業や未来のビジネスを考えておられる企業に

集まっていただく。実は、GaNは社会実装にあたっての課題

がまだたくさんある段階なので、集まって議論しやすいです

ね。

石塚　大企業を巻き込み、産学連携からシーズをニーズにつ

なげる、まさにオープンイノベーションの成功例ですね。一方

で、研究段階では企業が魅力や将来性を感じにくい技術とい

うケースもあります。

天野氏　だからこそ、ファンディングエージェンシーとしての

NEDOの役割は重要です。目利きとして芽が出そうな技術を

常にウォッチし、コンタクトして情報を集め、必要な時に必要

な資金をつけるといった対応をしてくれる。そういう組織でい

てほしいと思います。

石塚　時宜を捉えてということでは、新型コロナウイルス感

染症の影響が不透明な中、NEDOは2020年6月に「コロナ

禍後の社会変化と期待されるイノベーション像」という短信

レポートをいち早く公表しました。コロナ禍の社会における

デジタルトランスフォーメーション（DX）の可能性について、

様々な観点からの意見や情報をまとめています。また、

NEDOは持続可能な社会の実現に向けて３つの社会システ

ムが必要であると考え、それを支えるためには次世代モビリ

ティーやパワーエレクトロニクス、エネルギーマネジメントシ

ステムといったDX技術が必要だと考えています。

天野氏　DXで鍵になると注目しているのがパワーデバイスで

す。GaNは照明をLED化することで７％の省エネルギーにな

るとされていましたが、パワーデバイスとして利用すればさら

に10％の省エネルギーが可能となります。それからもう１つ、

再生可能エネルギー中心になると電力網のインテリジェント

化に加えて国内の電力系統に合わせて交流変換するパワーコ

ンディショナーがますます重要になります。GaNはこうした

用途でも耐圧が高い、高速スイッチングが可能といった特徴

があり、我々は普及に向け低コスト化を進める研究やｐ型ｎ

型を自由に制御するためのGaNへのイオン注入技術などの

開発を進めています。飛んでいるドローンに電気を送る「ワイ

ヤレス電力伝送システム」も実現可能と考えています。まさに

これからが勝負で、社会実装に向けた大量生産技術について

の研究を進めようとしています。

石塚　社会変化に柔軟に対応して解決することが、生き残る

ために必要ということですね。そこで、この40年で様々な役

割を担ってきたNEDOに対する「次の10年」への期待をぜ

ひ、お聞かせください。

天野氏　私自身、若い頃にNEDOに支援いただいた深紫外

線LEDの開発が、コロナウイルスの不活化技術として今、花開

きつつあります。当初は役に立つのかともいわれましたが、あ

の時続けたことが今につながっています。NEDOにはぜひ、

今後もシーズを掴まえて大事に育てることを続けていただき

たい。もう１つ、2050年のカーボンニュートラル実現に向け

てNEDOの重責が増すと思いますが、日本のイノベーション

のリーダーとしての役割を果たしていただきたい。今回のコロ

ナ禍で、国と国との往来が途絶えた時、生き延びるために国

としての自立が重要と、改めて分かりました。そうした時に社

会で必要となる様々な技術を、ぜひNEDO主導で実現してい

ただきたいと思います。

シーズを大事に育て、社会実装

左が天野氏、右が石塚理事長

「NEDO40年史 イノベーションで未来をつくる」P.12-13から掲載
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石塚　NEDOは設立以来40年、エネルギー問題の解決を

ミッションの大きな柱として、持続可能な循環型社会の実現

に向けた技術開発を進めてきました。加えて2020年10月、

菅義偉首相は2050年までに温室効果ガス排出量を全体で

ゼロにするカーボンニュートラルの目標を表明され、いよい

よ、NEDOが取り組んできたイノベーションを加速する時だ

と感じています。

内山田氏　今まさに「持続可能な社会」というキーワードが

大切になっています。20世紀の「持続可能な社会」というの

は「成長の持続が可能な社会」と同義語だったと思います。

それが今、日本では“過去50年間で最大”と呼ばれる大型の

台風や大雨が毎年訪れ、世界的にも大規模な干ばつや山火

CO2ゼロが
イノベーション生む

持続可能な循環型社会に向けたイノベーションの歩み

40th

1969年名古屋大学工学部応用物理学科卒業。同年トヨタ自動
車工業株式会社（現トヨタ自動車株式会社）入社。初代プリウ
スチーフエンジニアを務める。2013年より取締役会長。2020
年に旭日大綬章を受章。

内山田 竹志 氏

トヨタ自動車株式会社 代表取締役会長
産業競争力懇談会 理事長

UCHIYAMADA Takeshi
石塚 博昭
NEDO 理事長

ISHIZUKA  Hiroaki

スペシャル対談 エネルギー・環境・産業技術の40年と未来へ向けて.1
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事などが頻発し、このままでは社会そのものが持続できない

のではと感じるほど気候変動の問題を皆が体感する時代に

なりました。NEDOが提言する「持続可能な社会を実現する

３つの社会システム」の「持続可能なエネルギー」「サーキュ

ラーエコノミー」「バイオエコノミー」は、これまで付加的な位

置付けでしたが、今後は成立のための必須条件になると思っ

ています。国が示したカーボンニュートラルの方針は、二酸化

炭素（CO₂）を徐々に削減するというこれまでの方向性とは

大きく違う、チャレンジングなゴールです。その達成には、既

存の技術の限界を棚上げしたままでは届きません。まず、目

指す目標と今ある技術力のギャップを認識することが重要で

あり、そのギャップを埋めるのがイノベーションやブレークス

ルーだと思います。

石塚　イノベーションの社会実装には、社会が求めている

か、環境に適合しているか、経済合理性を伴うかという３条

件を満たす必要があると考えており、これまでは社会が求め

ていても環境性能と経済合理性が相反しているということが

ありました。今後、これらが三位一体となる必要があると考え

ています。

内山田氏　例えばバイオプラスチックの必要性は分かってい

ても、高コストという課題があります。課題が分かれば皆でコ

スト低減に取り組むことができ、やがて経済と環境が両立し

ます。今まで環境問題の解決は社会貢献活動的な位置付けで

取り組む側面がありましたが、この２軸を成立させることが、

持続可能な社会を実現するための必須条件になると思いま

す。

石塚　環境性能と経済合理性を一度に満たすのはなかなか

難しい問題ですが、産業界の立場で、具体的にどのように取

り組めばよいとお考えでしょうか。

内山田氏　環境に必要なことは経済合理性が成り立つよう、

産業界が頑張ればいい。例えばコストを1/2にするという

ロードマップを描いても、今の技術で10％しか下がらなけれ

ば、エンジニアはどうしたらいいのか考えます。「コストを下

げる」という目標は、エンジニアも研究者もなかなかモチ

ベーションが上がらないことがありますが、今の技術の延長

線上では達成できず新しい技術が必要という点で、すごくや

りがいのあるテーマだと私は思います。我々のハイブリッド車

もそうですが、社会の持続性と経済・環境の両立は今、付加

価値の源泉の１つとなっています。同様に今は、水素（燃料電

池車）にも一生懸命取り組んでいます。

石塚　燃料電池・水素技術の開発では、NEDOプロジェクト

でもいかに安く水素を作るかを出発点に、作った水素をどう

運ぶか、運んだ水素をどう貯留し、それを利活用するかという

４つの段階で取り組んでいます。

内山田氏　水素の普及で課題のコストについては、国が画期

的なコスト低減を明確に掲げることで、大学や研究機関から

チャレンジングな研究テーマが出てきています。こうした取り

組みはぜひ国に支援していただきたいと思っています。また、

生産コストのみならず、物流などを含めた水素バリューチェー

ンとしてのコスト低減も必要でしょう。こうした動きには規制

が大きく関わります。環境面から水素の利用を促す規制や、

水素ステーションなどで水素を扱いやすくするための、時代

に合った規格作りも求められていると思います。

石塚　それこそが産学連携の技術開発に官が入る意味です

ね。お互いに課題を認識し合い、資金面やルールづくりも踏

まえて産学のプロジェクトを支援していく。NEDOは産学官

連携のハブとして、今後もさらに知見を積み重ねていければと

考えています。今、この水素技術の開発は社会でも注目を集め

ていますが、改めてこの40年間で様々な事業を推進してきた

NEDOの今後に対して、どのような期待をお持ちでしょう

か。

内山田氏　期待はたくさんあります。まずNEDOは自ら調

査、企画、プロジェクトの提案、その実施・実証という一連の

行動をすべてできる組織であり、高い資金力も有しています。

こうした特徴を生かして、ぜひ社会実装までの１つの大きなプ

ロジェクトの中で技術開発をマネジメントしていただきたい。

また、ムーンショット型研究開発事業のように、リスクが高く

大きなブレークスルーをもたらすプロジェクトにも積極的に

取り組んでいただきたいと思います。失敗を恐れ出口戦略ば

かり重視すれば技術改良しかできません。こうした取り組み

は産学官が連携しなければ難しい。

　持続可能な社会という意味では、これまで東日本大震災な

ど様々な困難を経験してきましたが、今回のコロナ禍のように

世界中同時にすべてのサプライチェーンが止まってしまう状況

は初めてでした。一方、新たに「非接触」という新しいキー

ワードが出てきました。産業界としてはそれらに対応した新し

いビジネスモデルを作っていきますが、同時にNEDOには日

本の成長に向け、新たな産業を興し世界で戦える突出した技

術を育てるために、日本型の新しい産学官連携を推進する役

割を果たしていただきたいと思います。

「NEDO40年史 イノベーションで未来をつくる」P.30-31から掲載
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各務 茂夫 氏

東京大学
大学院工学系研究科 教授

KAGAMI Shigeo
久木田 正次
NEDO 理事

KUKITA Shoji

久木田　NEDOは、長年、中小・ベンチャー企業の支援を

行ってきましたが、特に2010年以降の10年間、スタートアッ

プへの支援を強化してきました。この10年を振り返り、

NEDOが関わってきた事業も含めて、起業環境やスタートアッ

プのビジネス環境で大きく変わったと感じられることはあり

ますでしょうか。

各務氏　特に2015年頃から、大企業のスタートアップに対

する意識が大きく変わったと感じます。スタートアップが持つ

エッジの効いたベンチャーマインドやオープンイノベーション

の気風を、大企業も内在化しないといけないという意識が芽

生えてきました。もう一つ、政府がスタートアップ支援に本腰

を入れ始めたのも特筆すべきことです。2015年には「日本ベ

ンチャー大賞」が設立されて、内閣総理大臣自ら受賞企業に

対して奨励する姿勢を示されました。また、NEDOが事務局

で も あ る 経 済 産 業 省 が イチ 押し の 企 業 を 支 援 す る

「J-Startup」を2018年にスタートしたことも、大きな動き

でした。大学の研究者の中にも、研究成果をなんとか事業化

しようという意識が出てきたと感じます。

久木田　一方で、米国や中国では時価総額で１兆円を超える

ようなユニコーンが100社を超える規模で登場しているのに

対し、日本ではまだ数社にすぎず、開業率も低いという現状

があります。特に、ディープテック系ベンチャーに対する支援

はまだまだ足りないという指摘も頂きます。こうした状況を踏

まえて、NEDOが果たしてきた役割をどう評価されますで

しょうか。

各務氏　米国などと比べてまだまだ支援規模が小さいのは

確かなことですが、NEDOが地方大学の隅々にまで目を配

り、地域にある優れた研究成果を表舞台に出し、それが呼び

水になって地域活性化にもつなげてきたことは評価に値する

と思います。メンターやカタライザーの支援の仕組みを作り、

地道にノウハウを蓄積してきたことが成果につながっている

と思います。もう一つは、実績のあるベンチャーキャピタルに

NEDOが認定を与える制度を作ることで、ディープテックを

支えるリスクマネーの供給者としてのベンチャーキャピタル

を育成してきました。これにより目利き力が高まり、質の高い

ものが出てくるようになったと同時に、支援対象の幅も大き

く広がってきたように思います。最近では、ディープテックの

中でも従来はビジネス化が難しかった分野の案件も出てきま

した。こうしたNEDOの役割が、日本のイノベーションを推進

するエコシステムのレベルアップに貢献してきたことは間違

いないところです。

久木田　まさにNEDOは、起業の段階から事業を成長させる

段階など、様々な状況に応じた支援制度を作り、推進してき

ました。今のこの状況で、足りないピースがあるとすれば、そ

れは何でしょうか。

各務氏　自社の技術やビジネスをわかりやすく伝えられる経

営者人材の不足が、ディープテック系のスタートアップ企業が

抱える課題です。コンサルティング会社出身者の流入が進ん

でいますが、加えて大企業出身者がもっと活躍しやすくなる

工夫、兼業や働き方改革を進めることによる大企業にもメ

リットのあるエコシステムを構築するなど、日本全体としてど

う組織だって進めるかが最大の課題のように思います。

スタートアップ支援の歩み

40th

スペシャル対談 エネルギー・環境・産業技術の40年と未来へ向けて.2

世界をリードする
スタートアップの育成を
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久木田　ありがとうございます。今のような話も国をあげて取

り組み、NEDOもその中で貢献できればと思っています。一

方、2020年はコロナ禍などで先の読めない状況となりまし

た。今後のスタートアップのビジネス環境について、どのよう

にお考えでしょうか。

各務氏　日本では先の大戦の前後に今の日本を支える大企

業が出てきました。アメリカでも1980年代のベトナム戦争後

のある意味一番状況が大変な中、今大きなイノベーションを

起こした会社ができています。コロナ禍における今の時代

は、戦中戦後の頃と同じような感覚で捉えられるのではない

でしょうか。例えば前回の東京オリンピックが行われた戦後

約20年の時と同様に、コロナ禍20年後である2040年頃

に、NEDOが支援したスタートアップ企業が日本のイノベー

ションの担い手として数多く誕生しているビジョンを描くとす

れば、今こそスターティングポイントになっているのではない

でしょうか。現在のコロナ禍がもたらす変化の中で人の流動

性が高まっているのは確かなことです。今は厳しい時期です

が、コロナ禍をむしろチャンスに変え、トンネルを抜けた先

に、スタートアップが日本を支えるという光明が見えてくると

考えています。

久木田　そう仰っていただけると元気が出ますね。そのため

にも、日本のスタートアップはもっと成長する必要がありま

す。何か処方箋はありますでしょうか。

各務氏　日本は課題先進国といわれますが、今回のコロナ禍

でその課題が再定義されたり、増幅されたりしています。この

ようなプロセスの中で、今後課題解決先進国になれるかどう

かが問われています。そして日本で培った課題解決手法をい

かにアジア諸国でビジネス展開するかが重要ではないでしょ

うか。また、非連続のイノベーションを目指す「ムーンショット

型研究開発」などのナショナルプロジェクトを、スタートアッ

プ主導でやるのはどうでしょう。ぜひ“世界を変える”という

大志を抱いてほしいですね。

久木田　ナショナルプロジェクトとスタートアップ支援、ぜ

ひ、さらに充実させていきたいと思います。改めてスタート

アップ支援に目を向けると、官民との連携など、まだまだやる

べきことは多いと感じています。

各務氏　NEDOのこれまでの支援は重要ですので引き続き

推進していただきたい。そして、海外市場に挑戦し成長できる

環境をもっとつくっていただきたいですね。NEDOの支援を

受けたスタートアップ企業が20年経ったとき、時価総額の

トップ20社中に10社ぐらいが入っているようなイメージで

しょうか。今まで支援した企業の伸びしろを引き出せるかと

いう部分でも、NEDOの役割は大きくなるのではと思ってい

ます。

久木田　なるほど。これからNEDOは、日本のスタートアップ

企業が世界のイノベーションをリードしていけるよう、経営者

人材も含めてなお一層支援を推進していきたいと思います。

「NEDO40年史 イノベーションで未来をつくる」P.50-51から掲載

1982年一橋大学商学部卒業。経営学博士。ボストンコンサルティング
グループを経て、コーポレイトディレクション（CDI）の設立に参画。東
京大学産学協創推進本部 副本部長を兼務。日本ベンチャー学会会長。

各務 茂夫 氏
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NEDOの
出来事

持続可能な社会と
イノベーションに向けた挑戦
NEDO設立40年の中で、特に変化の激しかったこの10年を中心に、時代の要請に応えて
変遷してきたNEDOの組織沿革や、注目を集めたNEDOプロジェクトなどを紹介します。

NEDO設立の1980年以降、1985年のプラザ合意後に訪

れた円高不況や、その後日本に訪れたバブル景気、1997年の

「国連気候変動枠組条約第３回締約国会議（COP３）」で京

都議定書が採択され、本格的な「環境の時代」到来など、国

内外で様々な変化が起きました。そうした中、2003年に

NEDOは独立行政法人化し柔軟な資金運用が可能となった

様々な課題解決に向けて取り組みを加速

国の動き等

・「新エネルギー
総合開発機構」設立

・産業技術研究開発業務が
追加となり、「新エネルギー・
産業技術総合開発機構」に改称

・独立行政法人化、
「独立行政法人新エネルギー・
産業技術総合開発機構」設立

・世界初となるプラスチック基板上で
カーボンナノチューブ集積回路の動作に成功

2011

・災害対応支援ロボット開発の
最新成果を公開＞＞P.14

・化合物３接合太陽電池で
世界最高変換効率の 43.5％を達成

2012 2015

1974 年 「サンシャイン計画」開始
1978 年 「ムーンライト計画」開始

1993 年 「ニューサンシャイン計画」開始

1997 年 COP3 京都会議開催、
「京都議定書」採択

1999 年 「産業活力再生特別措置法」
（日本版バイ・ドール制度）施行

2003 年 「エネルギー基本計画」閣議決定

2006 年 「第３期科学技術基本計画」閣議決定

2008 年 「Cool Earth - エネルギー
革新技術計画」策定

2007 年 「第２次エネルギー基本計画」閣議決定

2010 年 「第３次エネルギー基本計画」閣議決定

2011 年 「第４期科学技術基本計画」閣議決定

2012 年「電気事業者による再生可能エネルギー
電気の調達に関する特別措置法」（FIT法）施行

2013 年 「科学技術イノベーション総合戦略」閣議決定

2014 年 「第４次エネルギー基本計画」閣議決定

2015 年 COP21開催、
「パリ協定」採択

・「独立行政法人通則法」
の改正に伴い、

「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

NEDOのあゆみを振り返る

・「研究開発型ベンチャー
支援事業」を開始

・NEDO事業で設置した
水素ステーションの
商用運用が開始
＞＞P.14

2014

・フランス・リヨン市で
スマートコミュニティ実証試験を開始

2013

40th

社会課題を捉えて戦略を策定
「技術戦略研究センター」設立

これまでの研究評価業務を通じて、プロジェクト構想段階

の入念な事前検討の必要性が鮮明になったことから、2014

年４月に、NEDOは新たに「技術戦略研究センター（TSC）」

を設立しました。国内外の産業技術やエネルギー・環境技術

動向を分析して重点分野を絞り込み、さらに分野ごとの技術

戦略とプロジェクト構想を作成する体制を整え、産学官で取

り組むイノベーションに向けた挑戦を後押ししています。

アタリ

2014 年

2015 年に初めて開催した「NEDO『TSC 
Foresight』セミナー（第１回）」の様子

1980 1988 2003
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ことで、「第二の創業」を迎え、2006年には、海外から二酸

化炭素（CO₂）の認証排出削減量など（クレジット）を取得す

る「京都メカニズムクレジット取得事業」を追加するなど、時

代の要請に応えた取り組みを進めていきます。そして、2008

年の米国金融危機が世界経済にも影響する中、国が示した

「新成長戦略」を踏まえ、環境問題の解決を経済成長のエン

ジンとすべく、NEDOは日本の技術をいち早く世界に届ける

ため、グローバルな取り組みもさらに推進していきました。

こうした中、2011年３月に東日本大震災が発生し、経済活

動においては海外企業の台頭などもあり、日本の産業界はさ

らなる成長を求められていきます。そこでNEDOは、2014年

に「技術戦略研究センター（TSC）」を設立し、国内外の技術

動向を分析して重点分野を絞り込むなど、社会の変化やニー

ズをより捉えた技術戦略とプロジェクト構想を作成する体制

を整えました。

同じ頃、ロボットやAI（人工知能）、IoT（Internet of 

Things）といった産業技術分野では第四次産業革命が訪れ

るなど、グローバルで産業構造の転換が進み、NEDOはこう

した分野の技術開発成果について、スピーディーな社会実装

を後押しすべく、体制を強化します。また、スタートアップ企業

の育成にも力を入れ、オープンイノベーションをさらに推進し

ていくこととなりました。

そして2020年、国が掲げた2050年のカーボンニュートラ

ル実現に向け、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、持続可能な循環型社会実現に向けた

様々な挑戦を続けていきます。

2016 2017 2019

2016 年 「第５期科学技術基本計画」閣議決定

2016 年 「エネルギー・環境イノベーション戦略（NESTI 2050）」策定

2017 年 「未来投資戦略 2017」閣議決定

2018 年 「第５次エネルギー基本計画」閣議決定

2019 年 「パリ協定に基づく成長戦略としての長期戦略」閣議決定

2019 年 「統合イノベーション戦略 2019」閣議決定

2020 年 「革新的環境イノベーション戦略」策定

2020 年 「2050 年カーボンニュートラルに伴う
グリーン成長戦略」策定

・米国・カリフォルニア州で
「電気自動車（EV）の行動範囲拡大を
目的とした実証事業」を開始＞＞P.15

・京都メカニズムクレジット取得事業終了

・トチュウ由来の非可食性バイオマスを
利用した高機能複合材料の開発に成功

・宮城県石巻市でセルロースナノファイバー
（CNF）量産設備が完成＞＞P.15

・無人航空機の産業活用・社会実装に
向けたプロジェクトを開始

・CO2を有効利用する
メタン合成試験設備が完成＞＞P.17

・福島水素エネルギー
研究フィールド（FH2R）
開所＞＞P.17

・「ムーンショット型研究
開発事業」研究開発開始＞＞P.17

・人工光合成に向けて
100％に近い量子収率で
水を分解する光触媒を開発

・海洋生分解性プラスチック
の社会実装に向けた
技術開発に着手

2020

持続可能な社会に向けた活動を加速

カーボンニュートラルを推進する国の政策に呼応する形

で、NEDOは2020年２月に「持続可能な社会の実現に向け

た技術開発総合指針2020」を策定、「持続可能な社会を実

現する３つの社会システム」を定義すると同時にシンボル

マークを制定し、技術開発のみならず研究制度・研究環境の

整備や社会実装に対する各種支援策など、「イノベーション・

アクセラレーター」としての取り組みを加速しています。

2020 年
「持続可能な社会を実現する3つの
社会システム（ESS）」のシンボルマーク制定

2018

・北九州市沖で浮体式洋上風力発電システム
実証研究（バージ型）の運転を開始＞＞P.16

・福島ロボットテストフィールドで
無人航空機の運航管理システムの
相互接続試験を実施 >>P.16

・小型 CMOS アニーリングマシンを開発、組合せ最適化問題に
特化したクラウド型計算サービスの無償提供を開始＞＞P.15

・全固体リチウムイオン電池プロジェクト第２期を開始＞＞P.16

アタリ

「持続可能な社会を実現する３つの社会シ
ステム（ESS）」のシンボルマークを発表
する NEDO 石塚理事長
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「エネルギー・環境問題の解決」と「産業技術力の強化」をミッションに、特にこの10年の間で、
社会の変化と共に、どのようなNEDOプロジェクトが行われてきたか振り返ります。

NEDOが設立当初より取り組んできたのは、「エネル

ギー・環境分野」です。再生可能エネルギーや水素・燃料電池

といった技術開発をリードし、成果を社会に届けてきました。

また、系統連系やスマートコミュニティ、蓄電池などの新分野

を開拓し、日本が得意としてきた省エネルギー技術の開発や、

カーボンリサイクル技術などの環境技術も推進してきました。

1988年から追加された「産業技術分野」の技術開発につ

いては、2010年代半ばから超スマート社会の実現を目指す

「Society 5.0」に向け、IoTやAI、ロボティクスといった分野

を推進、社会実装を後押ししています。

また、エネルギー・環境問題をグローバルに解決するた

め、NEDOは海外での実証事業にも力を入れてきました。相

手国との信頼関係を築きながら、日本の技術をいち早く世界

に届けることにより、世界の課題解決に貢献してきました。さ

らに、オープンイノベーションの鍵を握る「スタートアップ支

援」も、この10年の中で力を入れてきた取り組みです。これら

の成果を次の時代につなげていくために、この10年間に行っ

たNEDOプロジェクトの足跡の一部を紹介します。

エネルギー・環境問題と第四次産業革命

ライフライン維持管理の重要性も再認識 
元々、建設現場や極限状態での作業を目的にNEDOが開

発を推進してきたロボットが東日本大震災で活用され、人が

対応困難な場所で活躍するロボットに社会の関心が高まりま

した。2011年度から「災害対応無人化システム研究開発プロ

ジェクト」を実施し、2013年に成果を披露しました。また、震

災などで重要性が再認識されたライフラインの維持管理や

災害対応に向けて、「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」を2014年度に開始しています。

2014 年 水素ステーションの商用運用が開始

燃料電池自動車の普及を後押し
2009年に日本が世界に先駆けて商用化した家庭用燃料

電池システム「エネファーム」に次いで、社会で注目を集めた

のが水素ステーションです。水素ステーションに関する技術

開発は、2002年に最初のプロトタイプを、そして2013年に

は神奈川県海老名市に、日本で初めてガソリンスタンドと一

体型の水素ステーションを建設しました。2014年12月に燃

料電池自動車の一般発売が開始されましたが、NEDOは商用

ベースの水素ステーションの普及を先導しました。

2013 年 災害対応支援ロボット成果発表

NEDOプロジェクトのあゆみ
プレイバック2011-2020

パラダイムシフトのその先へ

40th
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2017 年 セルロースナノファイバー量産工場稼働

バイオマス由来なものづくりを実現
近年、注目を集めるセルロースナノファイバー（CNF）につ

いて、NEDOプロジェクトの成果を基に、日本製紙（株）は石

巻工場（宮城県石巻市）にCNFを年間500トン生産可能な世

界最大級の量産設備を完成させ、稼働を開始しました。ほか

にもNEDOは、2009年度から「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」、2013年度から「非可食性

植物由来化学品製造プロセス技術開発」を行い、CNFの実

用化を後押ししています。

2018 年 小型 CMOSアニーリングマシンを開発

次世代コンピューティング技術の推進
情報処理技術の進化に伴い、サーバーの消費電力増大など

の課題に対し、消費電力が小さく、小型で常温での動作が可

能な世界最小名刺サイズのCMOSアニーリングマシンを開発

しました。ほかにも量子アニーリングなど次世代コンピュー

ティング技術を開発する「高効率・高速処理を可能とするAI 

チップ・次世代コンピューティングの技術開発」を2016年度

から進め、日本の情報産業のさらなる発展に向け研究開発を

推進しています。

2016 年
カリフォルニアで
EV行動範囲拡大実証開始

急速充電器、充電ナビアプリでEV利用促進
2025年までに150万台のZero Emission Vehicleを目

指す米国カリフォルニア州と連携し、NEDOは自動車メーカー

と商社による電気自動車（EV）の行動範囲拡大実証事業を

2015年度から開始しました。本事業ではスマートフォンによ

るアプリで、充電器の位置・使用状況検索やその充電予約、

最適な充電器への誘導サービスなど、EVユーザーに必要なリ

アルタイムな情報を提供することによって、EVの利用拡大を

実証し、日米でのEV普及につながることが期待されています。
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2019 年
福島ロボットテストフィールドで
無人航空機の運航管理システム試験を実施

空の産業革命実現に向けた布石
ドローンが空を飛び交う時代に備え、NEDOは2017年度

から「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」を開始し、ドローンの衝突回避システムや運航

管理システムなどの開発を推進しています。2019年には、計

29事業者が参画して運航管理システムの相互接続試験を行

いました。こうした試験や人材育成には、福島県や福島県南

相馬市と協定を締結して福島ロボットテストフィールド

（RTF）を活用し、地域の産業振興にも貢献しています。

2019 年
北九州市沖で浮体式洋上風力発電システム
実証運転を開始

エネルギーミックスの鍵を握る
NEDOは、2009年度から本格的に洋上風力発電に取り組

み、まずは着床式洋上風力発電の普及に必要な実証を行って

きました。その後2014年度からはコスト競争力のある浮体

式洋上風力発電システムの開発にも取り組んでいます。「第5

次エネルギー基本計画」において再生可能エネルギーが将

来の主力電源化を目指している中、2019年5月からは北九

州市沖でバージ型浮体式洋上風力発電システムの実証を進

めています。

2018 年
全固体リチウムイオン電池プロジェクト
第２期を開始

重要性を増す蓄電池の技術開発
NEDOは設立当初から蓄電池の技術開発を推進していま

すが、定置用蓄電システムと自動車用蓄電池に加え、2010

年度からは新たに蓄電池材料評価技術開発にも取り組んで

います。中でも特にEV向けの次世代蓄電池として期待が高ま

る全固体リチウムイオン電池の開発に向け、産学連携で自動

車・蓄電池・材料メーカーなど24社の研究者・エンジニアが

結集し、「先進・革新蓄電池材料評価技術開発」の第２期が

2018年度にスタートしました。

NEDOプロジェクトのあゆみ
プレイバック2011-2020

カーボンニュートラル実現へ

40th



17Focus NEDO 2021  No.80

2020 年
福島水素エネルギー研究フィールド

（FH2R）開所
水素エネルギーの社会利用を加速

 「水素社会」の実現に向けて、NEDOは太陽光発電や風

力発電といった再生可能エネルギーの電力と水の電気分解

を組み合わせてCO₂フリー水素を供給するパワー・ツー・ガス

（P2G）の技術開発を開始しました。福島県浪江町に太陽光

発電を利用した世界最大級となる10MWの水素製造装置を

備えた水素製造施設「福島水素エネルギー研究フィールド

（FH2R）」を建設、2020年３月に稼働を開始し、P2Gの実

証を本格化させています。

2020 年
「ムーンショット型研究開発事業」の
研究開発を開始

地球環境再生に向けた新たな挑戦
日本発の破壊的イノベーションの創出を目指し、従来技術

の延長にない、より大胆な発想に基づく挑戦的な研究開発を

推進するため、国は「ムーンショット型研究開発制度」を創設

しました。NEDOは、ムーンショット目標４「2050年までに、

地球環境再生に向けた持続可能な資源循環を実現」の達成

に向け、大気中のCO₂を直接回収（DAC）して資源に転換す

る技術や、海洋で適切なタイミングとスピードで生分解するプ

ラスチックの開発など、挑戦的な研究開発を開始しています。

2019 年
CO2を有効利用する
メタン合成試験設備が完成

CO2を資源とするカーボンリサイクル
 「パリ協定」実現に向けたさらなる革新的技術として、排出

されたCO₂を資源と捉え、炭素を循環させて活用する「カー

ボンリサイクル」を実現するためのプロジェクトが始まってい

ます。NEDOはCO₂と水素を反応させてメタンを合成するメ

タネーションの開発などの実証に取り組み、2019年10月

に、CO₂と水素からメタンを合成する試験設備を新潟県長岡

市に完成させました。今後、より商用化に近い形で設備の建

設、実証を進めていきます。

持続可能な資源循環の実現に向けて取り組む研究開発
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世界各国が抱えるエネルギー・環境課題の解決に日本の

技術で貢献することを目指し、NEDOは1990年代初めから

国際事業に着手し、省エネルギーや再生可能エネルギーのほ

か環境技術などの実証事業を、世界各地で実施してきました。

CO₂による地球温暖化や酸性雨などの大気汚染が世界的

に深刻になった1990年代、NEDOはアジアを中心に、日本

の優れた省エネルギー技術や環境技術の海外実証を推進し

ました。また、電力供給が行き渡っていない国や地域におけ

る太陽光発電システム実証事業など、世界各地での再生可能

エネルギー普及を後押ししています。

2000年代はASEANや中東などに対象範囲を広げ、省エ

ネルギー技術を中心とする実証を、2010年以降は地球規模

での環境意識のさらなる高まりと、イノベーションの加速も視

野に入れながら、各国のニーズや社会情勢を踏まえた国際共

同研究開発事業へと、NEDOの国際関連事業のスキームは

姿を変えていきます。また、2006年度から開始した「京都メ

日本の技術をいち早く世界へ

▶ NEDOのグローバル・ネットワーク事例
米国、欧州、アジア、中東などの各国機関や各国際機関と協力協定を結ぶなど関係を構築

北京事務所

欧州事務所

ニューデリー
事務所

バンコク事務所

台湾工業技術研究院
（ITRI）インド・アンドラプラ

デシュ州（AP 州）

タイ国科学技術開発庁
（NSTDA）
タイ国家イノベーション庁

（NIA）

「第11 回 ADEME-NEDO セミナー」の
様子　2015年 10 月

「第９回日独エネルギー・環境フォーラ
ム」の様子　2018年４月

NIAとスタートアップ支援の基本協定
を締結　2017年７月

スペイン政府・産業技術
開発センター（CDTI）

ロシア連邦技術発展庁（ATD）
チェコ技術庁（TACR）

ウズベキスタン
共和国

イスラエルイノベーション庁
（IIA）

ドイツ水素・燃料電池研究開
発推進機構（NOW）
ドイツ連邦経済・エネルギー
省（BMWi）

欧州連合（EU）

フランス環境・エネル
ギー管理庁（ADEME）
フランス公的投資銀行

（Bpifrance）

中国科学院（CAS）
中国国家発展改革委員会 

（NDRC）

持続可能な社会の実現に向け、地球規模で取り組むことが急務な時代です。そこでNEDOは、
長年築いてきた国際的な協力関係を深めながら、世界各地で様々な実証事業などを進めています。

グローバル・ソリューション実現へのあゆみ
プレイバック2011-2020

日本の技術で世界に貢献

40th
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カニズムクレジット取得事業」は、2016年度までにトータル

CO₂約1億t分のクレジットを取得し、日本の削減目標達成に

貢献しました。

こうした活動のベースとなるのが、海外機関との連携です。

一企業で取り組むには難しい相手国の政府や関係機関との

様々な調整をNEDOが行い、その上で日本の企業が相手国企

業と連携しながらプロジェクトを実施しています。特に2010

年代からは、グローバルなオープンイノベーションの必要性

が国内でも強く求められるようになっていました。NEDOは

これからもグローバル・ネットワークを活用しながら産業界

の海外進出を後押しすることで、世界的視野に立ったビジョ

ン実現とイノベーション創出を目指していきます。

シリコンバレー
事務所

ワシントン事務所

米国カリフォルニア州
米国国立標準技術研究所（NIST）
米国エイムズ国立研究所

IRENA アドナン・アミン事務局長と
NEDO 古川理事長（当時）と協力協定書
に署名　2012年１月

UNIDO リ ー・ ヨ ン 事 務 局 長 と
NEDO 石塚理事長が会談　2018 
年４月

国際エネルギー機関（IEA）
国際再生可能エネルギー機関

（IRENA）
国際連合工業開発機関

（UNIDO）

国際機関

世界各国との議論を深め協力を促進
イノベーションを加速する国際会議

NEDOは様々な技術分野の議論を進めるため、経

済産業省と共に、国際会議の開催、運営を行っていま

す。2014年に安倍首相（当時）の提唱で発足した

「Innovation for Cool Earth Forum（ICEF）」

は、エネルギー・環境分野のイノベーションによる気

候変動対策について協議を行う場として始まりまし

た。以降、世界をリードする産学官関係者が一堂に会

し知を集結した議論と協力促進のため、毎年開催して

います。ほかにも、水素の利活用をグローバルな規模

で推進し関係各国が歩調を合わせ一層の連携を図る

場として、2018年から開催されている「水素閣僚会

議」や、2019年からは「カーボンリサイクル産学官国

際会議」など、産業界・学術界、世界各国の政府関係

者の参加の下、長期的な展望を踏まえた議論を展開

し今後の行動指針を示すなど、各国の協力を促進す

る大きな成果に貢献しています。

フランス・リヨンのポジティブ・エナジー・ビルディング「HIKARI ビル」

2014年から毎年開催されているICEF年次総会本会議の様子
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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

NEDOイベントカレンダー

30日（水）～7月2日（金）
OPIE'21
@パシフィコ横浜（予定）6 月

動画 de 知っとこ！

NEDO Channel（ネド・チャンネル）に
ご登録をお願いします！

NEDOが取り組む技術開発を分かりやすく紹介
する動画や、ピッチイベント、セミナー、デモンス
トレーション等の映像を掲載しています。チャン
ネル登録、よろしくお願いします！

https://www.youtube.
com/channel/
UCd4OTUB8A9PIdNs-vxF5t8g

NEDO公式Twitter（@nedo_info）の
フォローをお願いします！

NEDOからお知らせするニュースリリースや公募、
イベント情報等、さまざまな最新情報を発信して
います。ぜひ、フォローをよろしくお願いします！
#NEDOでも検索してください。

https://twitter.com/nedo_info

information NEDOからのお役立ち情報

CLEAN ENERGY INNOVATIONS
－持続可能な成長のために　NEDO水素関連動画－

持続可能な成長のためのエネルギー技術のイ
ノベーションが進んでいます。NEDOが推進す
る水素エネルギーとカーボンリサイクル技術の

先進的な取り組みをご紹介。環境負荷が小さく
再生可能エネルギーと組み合わせても使用可
能な水素の新たな可能性を動画でチェック！

NEDO Channelで公開中＞ ＞ ＞
https://www.youtube.com/channel/UCd4OTUB8A9PIdNs-vxF5t8g/playlists?view=50&sort=dd&shelf_id=9

水素エネルギー推進プロジェクト　＃未来を続けよう
（エネファーム編）

水素エネルギー推進プロジェクト　＃未来を続けよう
（水素バス編）

さあ、水素で動く未来へ福島水素エネルギー研究フィールド（FH2R）開所式

CLEAN ENERGY INNOVATIONS　
-HYDROGEN & CARBON RECYCLING-（英語版）

クリーンエネルギー・イノベーション 
－水素・カーボンリサイクル技術－（日本語版）　

水素エネルギー推進プロジェクト　#未来を続けよう

https://www.youtube.com/channel/UCd4OTUB8A9PIdNs-vxF5t8g/playlists?view=50&sort=dd&shelf_id=9
https://www.youtube.com/channel/UCd4OTUB8A9PIdNs-vxF5t8g/playlists?view=50&sort=dd&shelf_id=9
https://www.youtube.com/channel/UCd4OTUB8A9PIdNs-vxF5t8g
https://www.youtube.com/channel/UCd4OTUB8A9PIdNs-vxF5t8g
https://twitter.com/nedo_info
https://twitter.com/nedo_info
https://app23.infoc.nedo.go.jp/qa/enquetes/jhiy49t45avv
mailto:kouhou@ml.nedo.go.jp
mailto:kouhou@ml.nedo.go.jp



