2021

82

特集

スタートアップ支援

P

UP
K
IC

NEW

S
NEDO海外事務所の取り組み

～アジアのリー ダ ー たちからの 声 ～
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タイ工業連盟
（F.T.I.）会長

Asian Representative Oﬃce in Bangkok
「2050 年カーボンニュートラルに伴うグリーン成長戦略」

いて、特に ASEAN 各国のキーパーソンとのパートナーシッ

が 昨年 12 月に策定されたことを契機に、日本のカーボン

プの維持・強化、そして現地での新規案件形成に役立つ WEB

ニュートラルに対する取り組みは ASEAN 諸国にも広がって

セミナーの開催に力を入れて活動しています。新型コロナウ

います。

イルス感染症が猛威を振るう中、日本の技術や企業との協業

2021 年 5 月、梶山弘志経済産業大臣はアジアの持続的な
経済成長とカーボンニュートラルの同時達成を支援すべく、

を求める現地の声は、以前にも増して大きくなっています。
掲題の各国キーパーソンからのメッセージは、これまで

「ア ジ ア・エ ネ ル ギ ー・ト ラ ン ジ シ ョ ン・イ ニ シ ア テ ィ ブ

ASEAN 諸国の発展に大きく貢献してきた日本企業への、新

（AETI）
」を表明し、ロードマップ策定支援や 100 億ドルファ

たなソリューションを求める声です。

イナンス支援等を ASEAN 諸国に提示しました。今後はこれ

NEDO はこれからも、さまざまな国の多様な声に耳を傾

に呼応した、官民一体となった取り組みが期待されています。

け、届け、そしてつなげることで、アジアの持続可能な成長

ASEAN 諸国を所管するバンコク事務所は、コロナ禍にお
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12 製品化商品の紹介
FEATURED PRODUCTS
株式会社未来機械／株式会社Ｌ
ｉ
ｌ
ｙ ＭｅｄＴｅｃｈ
ＳＥＱＳＥＮＳＥ株式会社／株式会社Ａｔ
ｏｍｉ
ｓ
トリプル・ダブリュー・ジャパン株式会社
株式会社Ｐｈｏｔｏｓｙｎｔｈ
14 注目企業の紹介
FEATURED COMPANIES
ピクシーダストテクノロジーズ株式会社
株式会社Pale Blue
エレファンテック株式会社
16 スタートアップ支援機関プラットフォーム「Plus」を創設

WEBセミナー

WEBセミナー

タイにおける
電力システム最新動向

VPP

H2

東南アジアにおける
水素エネルギーの将来展望

～バーチャルパワープラントの適用可能性について～

～インドネシア・マレーシア編～

タイでは、2015 年
にスマートグリッド
に関する基本計画が
策 定 さ れ て 以 降、太
陽光発電等各種分散
電 源 の 導 入や VPP
（Virtual Power
Plant）をはじめとし
た新たな取り組みへ
の関心が高まっています。そこで NEDO は、タイの大学と

水素の供給および利用国として大きなポテンシャルを有す

共同で、日本とタイの官民関係者を集めた WEB セミナーを

るインドネシアとマレーシアを対象に WEB セミナーを開催。

開催し、現地の最新状況を日本の関係者に共有しつつ、新た

３か国の中央・地方政府、自治体、メーカー、アカデミアが垣

な日タイ協力の可能性を模索しました。

根を越えて集まり、水素エネルギー活用のビジョンを共有し
ました。

セミナー動画はこちらからご覧になれます。

セミナー動画はこちらからご覧になれます。

https://youtu.be/NWaptYGTWh0

https://youtu.be/h9jCW8Oh1l4

実証事業＆政策提案

技術実証と現地国での制度構築支援
日本の技術・ノウハウを活用した自動車リサイクルモデルのアジア展開
タイでは、使用済み自動車（ELV：End of Life Vehicle）の処理方法や法制度が未整
備で、資源回収も十分に行われていません。そこで NEDO は、日本の環境配慮型解体
プロセスおよび自動車解体重機を用いた解体技術の実証を 2019 年から 2021 年にか
けて実施。さらに、日本の自動車リサイクル法を参考に、タイにおける制度設計を関係
省庁と連携しながら推進しています。

上記以外にも「タイのスマート物流政策と最新動向」、
「インドネシアにおけるバイオリファイナリーの将来展望と最新技術紹介」等のセミナーも開催。
詳しくは、バンコク事務所のHPをご覧ください。

18 脱炭素社会に向けて
数値で見る地球の今・ミライ
カーボンニュートラル

https://www.nedo.go.jp/introducing/bangkok_oﬃce.html

皆さまの声を、
お聞かせください！

VOICE

読者アンケート

20 NEDO Information
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

新エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO）の広報誌「FocusNEDO」
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。

～広報部より～

今号では、さまざまな角度から「スタートアップ支援」を特集
しました。ご紹介させていただいた方々をはじめとした企業のイ
ノ ベーション創出が、コロナ禍における日本経済低調からの脱

NEDOからのお役立ち情報

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】

Editor’
s Voice

想は、今後の広報誌等制作の参
考とさせていただきます。

出の きっかけとなり、さらには日本の 2030 年温室効果ガス 46%
削減目標達成のためには必要不可欠です。イノベーションが進展
することにますます期待が高まります。
また、その先にある「2050 年カーボンニュートラル」を達成す
るためには、誰もが自分自身の問題であるとの認識を持って進ん
でいくことが大切です。
「カーボンニュートラル」については「数
値で見る地球の今・ミライ」
（p.18 ー 19）でもとりあげています。
ぜひご覧ください！

※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。
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特集

スタートアップ支援
NEDOは、日本の未来を創るイノベーションを促進するため
優れたアイデア･技術を事業化に結び付ける支援をしています。
シーズ発掘から実用化まで一貫した支援策を紹介します。

豊富な支援実績を持つ
「研究開発型スタートアップ支援事業」

Commercialization Program）」です。TCP ではビジネス
プラン作成研修やメンターからの助言、ピッチコンテスト
で投資家とのマッチングの機会を提供します。ピッチコン

NEDO は 1995 年から 20 年以上にわたり、研究開発型の

テストを勝ち抜いた企画は、
「NEP（NEDO Entrepreneurs

スタートアップや中小企業を支援しています。これまでの支

Program）
」のステージに進みます。ここではカタライザー

援実績は 2,000 社以上になりました。「研究開発型スタート

に よ る メ ン タ リ ン グ を 受 け な が ら、PoC（Proof of

アップ支援事業」を開始した 2014 年度から 2019 年度まで

Concept：概念実証）やプロトタイプを短期間でブラッシュ

の投資額は 93.4 億円で、NEDO が支援する事業者への民間

ア ッ プ し て い き ま す。次 の「STS（Seed-stageTechnolo-

からの投資は 576 億円あり、投資市場でも有望視されてい

gy-based Startups）」では、サービスや製品の事業化に向

ることが分かります。

けた本格的な開発段階に進みます。STS は、NEDO とベン

NEDO のスタートアップ支援には、いくつかのステッ

チャーキャピタル（VC）による協調支援が特徴となって

プがあり、最初のステップが「TCP（NEDO Technology

いて、研究開発にかかる費用の 2/3 以下を NEDO が、1/3
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スタートアップ支援

研究開発型スタートアップ支援事業の全体像

VC等

（認定VC含む）

事業会社・研究機関等
共同研究・出資等

出資等

・市場適用に向けた研究開発費等の補助
・事業会社等との連携（研究開発支援の要件）

TRY

事業規模

Promotion of
Technology Startups that Innovatively
Respond to Economic Changes to
Yield Social Benefits

認定VC

メンター・カタライザー

（VC・元起業家等、ビジネスプラン作成のプロ）

市場変化に対応した
事業化支援

出資・ハンズオン支援

助言

・ビジネスプラン作成研修
・メンターからの助言
・ピッチコンテストによる
投資家等とのマッチング

技術シーズの
市場適用加速

・認定VC等による出資・ハンズオン
・カタライザーからの助言
・資金調達に向けたシーズ強化の
・事業計画の構築
ための研究開発費等の補助
・PoCの実施のための
研究開発費等の補助

PCA

Product
Commercialization
Alliance

STS

Seed-stage
Technology-based
Startups

NEP

TCP

NEDO
Entrepreneurs
Program

NEDO
Technology
Commercialization
Program

専門家による伴走支援

専門家による伴走支援

PoCの実施

事業計画の構築
※研修プログラム

技術シーズの事業化支援
数年後の事業化

VCとの協調支援
資金調達、
技術シーズの強化

・事業化に向けた研究開発費等の助成

研究開発型スタートアップの相談窓口
事業計画作成支援

オープンイノベーションの促進

ステージ／時間
TCP
（資金支援なし）
1年以内

NEP A
500万円未満/件
6か月以内

NEP B
3,000万円以内/件
12か月以内

STS
7,000万円以内/件
2/3 1.5年以内

PCA
2.5億円以内/件
2/3 約7か月以内

TRY
1億円以内/件
2/3 1年以内

以上を VC が出資して事業化のための助成を行います。最

Social Beneﬁts）
」では、経済構造の転換に役立つ研究開発

終 段 階 で は「P C A（ P r o d u c t C o m m e r c i a l i z a t i o n

型スタートアップ企業の事業転換を支援しています。これは

Alliance）
」として、提案から数年で継続的な売り上げをた

コロナ禍以降のニューノーマルと言われる市場の変化をチャ

てる計画に対して、例えば量産一歩手前の開発支援やサプラ

ンスと捉え、社会的にもインパクトが大きい事業転換を目指

イチェーンの不足している部分を事業会社と連携するなどの

す研究開発型スタートアップを支援するものです。

支援を行い、事業化を後押しします。

NEDO は、これら全てのステージで支援を行う他、事業化

助成額は、NEP タイプ A で 500 万円未満、NEP タイプ B

後の展示会への出展やイベント参加を呼びかけ、支援後の課

で 3,000 万 円 以 内（定 額。消 費 税 は 自 己 負 担）、STS で

題やニーズに合わせて他の機関につなぐなど、成長を長期的

7,000 万円以内もしくは 2 億円以内（助成率 2/3）、PCA で

な視点でサポートしています。次ページからは、NEDO の支

は 2.5 億円（助成率 2/3）です。

援事業の狙い、NEDO の助成を利用して IPO に成功した企

ま た、
「TRY（Promotion of Technology Startups that

業を紹介します。

Innovatively Respond to Economic Changes to Yield
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日本の産業技術力を高め、
世界と戦えるプレイヤーの
育成を目指して。

P R OJ E C T
LEADER
I N T E R VI EW

イノベーション推 進 部 長

吉田 剛

YOSHIDA Takeshi

支援事業者の成長促進、
スタートアップエコシステム
の発展に何が求められてい
るか、常に検討を進めてい
ます。

1 9 9 1 年 新エネルギー・産 業 技 術 総 合 開 発 機 構
（NEDO）入構。
スタンフォード大学客員研究員（1995
年）、早稲田大学国際経営学専攻MOTプログラム経営
学修士（2004年）等を経て2008年から3年間NEDO
ニューデリー事務所長。
その後、
スマートコミュニティ部主
幹、総務課長を経て、2018年10月にイノベーション推
進部スタートアップグループリーダーとなり、2019年7月
からNEDOイノベーション推進部長。
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スタートアップ支援

イノベーションを起こすためには、技術を育てる仕組みが必要です。NEDOは技術シーズの
発掘の段階から積極的な支援を行い、世界へはばたくスタートアップを応援しています。

― NEDOのスタートアップ支援にはどのような役割が
あるのでしょうか。事業の特徴を教えてください。

会（JOIC）の事務局を務めるなど、オープンイノベーション
を活性化する取り組みも進めています。地方には、オープン
イノベーションに着手していない、あるいは存在を知らない

NEDO のミッションは産業技術力の強化であり、その達成

企業もまだ多く、スタートアップの活力を取り入れることで

のための一つの手段が研究開発型スタートアップ支援事業で

地方の経済を支える中堅・中小企業の活動がもっと活発に

す。特に、機械や材料のように、開発から社会実装まで時間

なってほしいと思っています。

がかかる分野はリスクが高く、民間の投資が集まりにくいた

また、政府系 9 機関※によるスタートアップ支援機関プ

め、NEDO は、こうしたものづくりで起業する人を支え、社

ラットフォーム「Plus（Platform for uniﬁed support for

会実装までをサポートする役割を重視しています。しかし、

startups）」においても、スタートアップエコシステムの拠

いかに優れた技術であっても、それがすぐビジネスの成功に

点都市と連携し、NEDO がワンストップの窓口となって、ス

つながるとは限りません。そこで技術のアイデア段階から、

タートアップ企業から助成金や経営の相談を受け、相談内容

経験豊富なメンターが、ビジネスとして成立するためのアド

に応じて支援機関を紹介しています。

バイスを親身になって行っています。

― 参加するスタートアップの研究開発分野に
変化はありますか。
近年の傾向としては、SDGs を意識した社会課題の解決、
それも世界的な課題の解決に取り組む提案が増えてきたと感
じています。今後予想される食糧危機の解決につながる技術
や再生医療、新エネルギーや環境等、さまざまなフロンティ
アがあります。こうした社会課題への挑戦は、研究を続けて
きた技術を社会に役立てたいという熱意の表れであり、片や
大きなビジネスチャンスの入り口でもあります。グローバル

― 最後に、今後の目標について聞かせてください。

な課題を含むビジネスは、規制や制度といった他律的要因が

NEDO の支援制度をご存じない方がまだまだ多く、全国の

影響し、成功を得るまでには時間がかかるのですが、それだ

スタートアップにアピールし、理解を広めることが直近の課

けに大きな可能性が眠る分野でもあり、今後の盛り上がりに

題です。また、真に世界で戦える企業になるために、起業の

期待し、支援したいと考えています。

初期段階から、グローバルな展開への道筋をつくりたいと考

― オープンイノベーションの活性化についても、
取り組みを進めていますか。
NEDO は、オープンイノベーション・ベンチャー創造協議

えています。
今後も NEDO は、日本の国際的な産業技術力の強化に貢
献するため、スタートアップを取り巻く環境を支えることに
努めます。

※2020年7月、AMED
（国立研究開発法人日本医療研究開発機構）
、JICA
（独立行政法人国際協力機構）
、JST
（国立研究開発法人科学技術振興
機構）
、NARO
（国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構）
、JETRO
（独立行政法人日本貿易振興機構）
、IPA
（独立行政法人情報処理推
進機構）
、NEDO
（国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構）
、AIST
（国立研究開発法人産業技術総合研究所）
、中小機構
（独立行政
法人中小企業基盤整備機構）
の9機関が協定を締結。
※Plusの詳細はP.16－P.17でご紹介しています。

起 業 家 へのメッセージ
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CROSS
TALK
NEDOでは、
「 輝けN ED Oスタートアップ」と題して、
さまざまな事 例を紹 介していきます 。
初回は、直近1年 以 内に上 場を果たした3 社の方に
お集まりいただきました。
株式会社オキサイド

株式会社QDレーザ

株式会社ファンペップ

モデレーター： NEDOイノベーション推進部長 吉田 剛
撮影場所 ： Kawasaki-NEDO Innovation Center（K-NIC）

吉田 本日はよろしくお願いします。最初に各社の技術とビ

古川 研究所時代、私たちの結晶技術は、民間企業 5 社から

ジネスについてお話しください。

オファーを受け、事業化は順調だと思っていました。しかし、

三好 当社は、大阪大学発のベンチャーで、機能性ペプチド

なかなか製品にならず、自分たちでやるしかないと思って始

の研究成果を基にしています。NEDO からの助成も活用し、

めました。何の準備もなくプレハブ小屋からのスタートでし

開発している抗体誘導ペプチドは、既存の抗体医薬品に比

た。国家公務員からベンチャーへの転身でしたから家族の理

べ、安価に供給でき、リスクの低い医薬品開発が可能という

解を得るのは大変でした。

優位性があります。

吉田 2006 年創業の菅原社長はいかがでしょう。

菅原 当社の量子ドットをはじめとした各種レーザーは電子

菅原 私は、富士通研究所の研究員として、1995 年に発見

通信機器、検査・加工機器、センサー等、さまざまな用途が

した量子ドットの実用化に向けた研究を進めていました。し

あり、また、特にロービジョンと呼ばれる方たちがものを見

かし 2001 年の IT バブル崩壊で、デバイス事業の売却が決

えるようになる技術を開発し、医療機器事業にも取り組んで

まってしまいました。実は同じ頃 NEDO と文部科学省の支

います。業界では唯一のファブレス体制による自由度の高い

援プログラムを受け、2004 年には基礎技術がほぼ完成して

ものづくりが特徴です。

いたため、ここで断念するのは忍びなく、懇意の東大教授と

古川 私たちは国立研究所発のベンチャーで、酸素を含む化

も相談してスピンオフを決めました。

合物結晶から始まり、デバイス、レーザー装置へと事業を拡

吉田 続いて 2013 年創業の三好社長お願いします。

張してきました。ソニーから受け取った紫外線レーザーの性

三好 私は製薬会社の研究職から職歴をスタートし、その後

能を 400 倍に向上させた例も NEDO の助成を受けています。

ベンチャーキャピタリストを経て 2013 年にファンペップの

吉田 次に創業のきっかけをお聞きします。2000 年創業の

創業に従事しました。2015 年、ファンペップは大阪大学発

古川社長からお願いします。

の有望な医薬品になりうるペプチドを導入して本格的に創薬
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ベンチャーとしても道を歩むことになりました。

きるだろうと思っていましたが、半年経ってもうまく結晶が

吉田 ではいよいよ本題の創業から上場までの苦難やそれを

できず、ようやく安定して結晶ができるようになったときに

乗り越えた秘策についてお聞きします。菅原社長には、なぜ

は青色レーザーにマーケットを奪われていました。それが装

アイウェアを手がけたのかを、ぜひうかがいたいと思います。

置に手を広げたきっかけです。

菅原 構想では、まず量子ドットレーザーで光通信市場の

吉田 三好社長には、一度上場を取り下げ、IPO の主幹事も

シェアの半分を取り、20 年後には世界中のコンピューター

変更されていることについて、さしつかえない範囲でお聞き

の光通信が当社の技術になるはずでした。ところが 5 年かけ

できればと思います。

て量産体制をつくったものの製品の規格にばらつきがあり、
通信規格に入れないという、まさかのつまず
きがありました。その時点でコンピューター
の光通信が収益化するまで待てないと考え、
ピボットしたわけです。加工用レーザー、セ
ンサー用レーザーを開発する中で、網膜投影
技術が医療機器として大きなポテンシャルが
あることに気づき、アイウェアを手がけるこ
とになりました。
吉田 古川社長には、装置にも取り組もうと
決断した背景についてお聞きします。
古川 設立当初は、結晶の製品化はすぐで

株式会社オキサイド
代表取締役社長

古川 保典

株式会社QDレーザ
代表取締役社長

氏

提案書を書くことで課題がクリアにな
り、
リアリティーのある事業計画書に
なるなど、NEDOへの応募にはそうい
う効果もあります。

菅原 充

株式会社ファンペップ
代表取締役社長

氏

通信用レーザーやレーザー網膜投影
技術の開発等5件でNEDOの助成
を活用。十分な開発資金を得られて
感謝しています。

三好 稔美

氏

収益化まで時間がかかる創薬ベン
チャーにとってNEDOの助成は貴
重。期間内に結果が求められる点も
モチベーションになります。
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当日の座談会の様子は
「Kawasaki-NEDO Innovation
Center」チャンネルでご覧いただけます。

https://www.
youtube.com/
watch?v=t_7
EnM312dQ

三好 2019 年に上場を取り下げた背景には、当時、我々の

企業の業績悪化でプレハブ小屋からも追い出されてしまいま

ような先行投資型ベンチャーに対して機関投資家の評価が

した。これは資本政策の失敗です。2 度目は 10 年前にソニー

厳しい時期だったことがあります。また、皮膚潰瘍治療薬の

の紫外線レーザー事業を引き受けたことです。自分たちの成

次の臨床試験の具体的な内容が決定してから上場しようとい

長には絶対必要と、反対する従業員たちを説得しました。3

うことになり、2020 年に上場申請しました。主幹事につい

度目は日立の事業買収です。こちらも当時売り上げ 14 億円

ても、我々の開発プラン等の事業計画を評価してくれる幹事

の当社が 10 億円を投資することに大反対されましたが、こ

をゼロから探した結果です。
吉田 視聴者からの質問で「最も大きな決断は何ですか？
そのタイミングはいつでしたか？」。これは各社にお聞きし

株式会社オキサイド

たいと思います。では三好社長どうぞ。

最先端の半導体プロセスを支える

三好 医学部との共同開発のメリットは、技術を製品につな

高出力深紫外線レーザ

げるときに、今困っている患者さんを救うことに使えない
か、応用する方法がないかを考えやすい環境だということで

高出力深紫外線レーザ

す。事業の考え方から見直し、そのことを社員全員が理解し
てスタートしたことが一番大きいと思います。

波長変換結晶

菅原 盲学校の先生から、レーザー網膜投影技術を生徒に使
わせてほしいと言われ、実際に生徒がものを見られたこと
で、医療機器メーカーになる決断をしました。量子ドット
レーザーの市場の成長を待てないという切迫した問題もあり
ましたが、2015 年 9 月に厚生労働省に確認したところ、人
間の視力を上げる医療機器だと言われ、社会実装する意義の
大きさを感じました。

シンチレータ結晶

オキサイドの光学単結晶の一つである波長変換結晶は、
スマートフォンの高性能化に
不可欠な半導体検査装置に組み込まれており、世界シェアは約95％です。
シンチレータ結
晶は最先端のがん検査装置に採用されており、世界中からの引き合いが絶えません。高出

古川 大きな決断は 3 度あります。当初、株式を 33% 持つと

力深紫外線レーザは、半導体ウエハ検査における欠陥検出精度の向上のため、主力の

いう約束で始めたものの実際には 4% ほどで、51% を持つ

る光電子分光装置の励起レーザー等、
幅広い分野での応用が期待されています。
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266nmに加え213nmレーザーを開発しています。
さらに、最先端R&D分野で注目されてい

スタートアップ支援

の決断は大きかったと思います。

古川 これからの 10 年も、私たちの結晶とレーザー事業に

吉田 次も視聴者の方からの質問で「IPO に当たって時期や

は非常に重要な役割があります。私たちの技術で社会問題の

時価総額等、株主間での意見の不一致はありましたか？」
。

解決に貢献したいと思っています。

上場順で三好社長からお願いします。

三好 10 年後は、多くの患者さまが入手しやすい価格の代替

三好 2019 年に上場申請を取り下げた後、前回より株価を

薬を提供できるでしょう。また、当社の社員の子息から、学

下げてファイナンスすることとなり、既存の株主さまにいか

校を卒業したらぜひファンペップに入りたいと言われる会社

に説明するかは苦労しました。

になっていたいですね。

菅原 公募価額の決定の際、少し低めに設定されたときは足
並みが乱れかけましたが、我々のアイウェアの社会的な意義
や、医療とヘルスケアの業界や制度が大きく変わるタイミン
グで IPO する重要性をご理解いただきました。
古川 IPO については 8 年ほど前から準備し、何度か見送っ
ています。私たちは地味なものづくりですので、しっかりと
利益が出てから上場したいと考えていました。その意向を資
本提携のある事業会社がよく理解してくださったことは幸い
でした。
吉田 ものづくりというキーワードに関連して菅原社長に質
問が。
「先端技術のファブレス企業とのことですが、どのよ
うに技術のある製造先を見つけられましたか？」ということ
ですが、いかがですか。
菅原 日本にはレーザー技術のファンドリーがたくさんあ

菅原 量子ドットレーザーがコンピューターの高速化に役立つ

り、一社一社訪問して、構想を語り、意気投合した方とお付

ことが一番の願いです。また、誰でも簡単に自分の目の健康管

き合いしています。常にフェアに、お互いの事業発展を心が

理ができるプラットフォームをつくりたいと思っています。

けていれば、必ず良い契約ができると思っています。

吉田 マザーズ上場 3 社のお話は、スタートアップを目指す

吉田 なるほど。続いての質問は「10 年後の未来予想図をお

皆さんにとって非常に参考になったと思います。ご登壇の皆

聞かせください」。これは古川社長からお願いいたします。

さん、ありがとうございました。

株式会社QDレーザ

株式会社ファンペップ

視覚支援用 網膜投影アイウェア

標的分子の働きを阻害する抗体を体内で産生

RETISSAメディカル

抗体誘導ペプチド

レーザー網膜投影技術を使ったRETISSAメディカルは厚生労働省の医療機器製造販

抗体誘導ペプチドは、疾患関連の標的分子を阻害する抗体を体内で産生させ、持続的

売承認を取得し、
「眼鏡やコンタクトレンズでは十分な視力が得られない不正乱視の方を

に薬効を発揮するように設計されています。抗体医薬品は高い効果を示すものの、高額な

対象とし、視力を補正する眼鏡型の医療機器である」
と認められました。
このことは、臨床試

薬剤費が患者さまのアクセスを阻害し、医療財政への悪影響も社会問題となっています。

験で立証された視力補正の効果と、国際安全規格を満たした安全性が確認されたことを

これに対し、バイオ製造施設への多額の投資が不要な抗体誘導ペプチドは安価な代替

意味しています。
レーザー網膜投影技術で、
ロービジョン者のQOLを高めるとともに、一般

薬として、患者アクセスの促進、医療財政の改善が期待できます。患者さまからも支援いた

消費者向けウェアラブル情報端末として世界的な普及を目指しています。

だける社会的にとても意義の高い製品です。
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製品化商品の紹介

FEATURED PRODUCTS
ソーラーパネル清掃ロボット

乳房用リング型超音波画像診断装置

自律移動型セキュリティーロボット

Type 1

COCOLYⓇ

SQ-2

中東諸国・インド等の砂漠乾燥地域

受診者がベッド上でうつ伏せにな

SQ-2 は、画像認識技術やセンサー

で増加している太陽光発電所では、砂

り、ベッド中央にある穴に乳房を片側

技術等、高度なテクノロジーを駆使す

塵がソーラーパネルに付着すること

ずつ挿入すると、穴の中に設置された

ることで生まれた自律移動型のセ

により発電効率が低下するという課

リング型超音波振動子アレイが乳房

キュリティーロボットです。人手不

題を抱えています。当社のソーラー

をスライスするように撮像し、乳房断

足が深刻な巡回警備業務を人に代

パネル清掃ロボットはパネルの上を

面の画像を作成。乳房全体の 3D 画像

わって、もしくは人と分担していくこ

自律走行し、砂漠の貴重な資源である

が再現性高く得られる上、痛みや被ば

とが可能となります。人手不足とい

水を一切使わずに砂塵を清掃するこ

くがなく、乳腺比率の高い 65 歳未満

う、これから日本が抱える課題の具体

とを、世界に先駆けて実現しました。

の女性の診断にも適しています。

的な解決策となるばかりか、充電時間
を除く、全ての時間で稼働できること
からコストの効率化にも貢献します。

株式会社未来機械

ＳＥＱＳＥＮＳＥ株式会社

ソーラーパネル清掃ロボットをはじめ

リング型超音波振動子アレイによる

自律移動型ロボットおよびクラウドシ

とする屋外作業ロボットの研究開発、

ベッド型乳がん用画像診断装置・読影

ステムの製造開発

製造、販売および技術コンサル

用AIを開発する東大発ベンチャー

株式会社未来機械 HP
https://miraikikai.jp/
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株式会社Lily MedTech HP
https://www.lilymedtech.com/

ＳＥＱＳＥＮＳＥ株式会社 HP
https://www.seqsense.com/

スタートアップ支援

NEDOの研究開発型スタートアップ支援事業に採択された企業の製品を紹介します。
社会の課題やニーズに応えるもので、皆さまの身近でも活躍しています。

次世代高圧ガス容器

排尿予測デバイス

入退室履歴や鍵の管理をクラウド化

CubiTanⓇ

DFree

Akerun
入退室管理システム

多孔性配位高分子のガスをコンパ

超音波センサーで膀胱の膨らみを

「Akerun」は、あらゆる鍵をクラウ

クトに貯蔵できる機能を用いて、高圧

捉え、10 段階で尿のたまり具合をス

ド化し、利便性やセキュリティーの向

ガ ス 容 器 を「コ ン パ ク ト・軽 量・ス

マートデバイスへ表示し、トイレのタ

上を実現する IoT サービスです。

マート」に再発明した次世代高圧ガス

イ ミ ン グ を 事 前 に お 知 ら せ し ま す。

容器 CubiTanⓇの開発を行っていま

医療機関・介護施設向けの法人サービ

ある法人向け「Akerun 入退室管理シ

す。窒素や酸素、アルゴンといった一

スと、在宅介護・アクティブシニア向

ステム」は、既存の扉に後付けで導入

般的な産業用ガスのみならず、バイオ

けの個人サービスを展開しています。

す る こ と で、ス マ ー ト フ ォ ン や IC

Akerun ブランドの主要サービスで

マス由来のメタン、余剰再生可能エネ

「DFree」の活用により、利用者の自

カードでの施錠・解錠、クラウドを通

ルギー由来の水素をターゲットとし、

立排泄の実現をサポートし、介護者の

じた鍵の権限管理や入退室管理が可

CubiTanⓇをガスデリバリーのビー

負担も軽減します。

能になります。

クルとして活用することで、分散独立
型のエネルギーシェアリングの構築
を目指します。
株式会社Ａｔｏｍｉｓ

トリプル・ダブリュー・ジャパン株式会社

京都大学が世界に先駆けて開発した新素

超音波技術を活用した、世界初の排

材「多孔性配位高分子（PCP/MOF）」を

泄予測デバイス「DFree（ディー・フ

Akerunブランドのクラウド型IoTサ

基盤とした新規アプリケーションの開発

リー）」の企画・開発・販売

ービスを提供

株式会社Atomis HP
https://www.atomis.co.jp/

トリプル・ダブリュー・ジャパン株式会社 HP
https://www-biz.co/

株式会社Ｐｈｏｔｏｓｙｎｔｈ
キーレス社会の実現を目指して、

株式会社Ｐｈｏ
ｔ
ｏｓ
ｙｎ
ｔ
ｈ HP
https://photosynth.co.jp/
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注目企業の紹介

FEATURED COMPANIES
NEDOの研究開発型スタートアップ支援事業に採択された企業はロボット、材料・ナノテクノロジー、
医療、環境・エネルギー等、多岐にわたる分野で活躍しています。
今回は、その中でも特に注目の未来に向かって成長を続けるスタートアップを紹介します！

ピクシーダストテクノロジーズ株式会社

空間と人間のDXに取り組み、
新たな均衡点へ導くこと（デジタルリバランス）で
社会の課題解決に貢献
取締役CRO 星 貴之 氏

Q NEDO支援事業に参加した感想は？
A 弊社創業の年に NEDO の STS に採
択 し て い た だ き、ス ピ ー ド 感 の あ る ス
タートを切ることができました。一方で
購入機材の設置場所の確保等も並行して
進めたため、納品まで調整でバタバタす
るという苦労もありました。事業終了後
は、本事業で製作した試作機が手元にあ
ることによって取引先に実際の効果を体
感してもらうことができ、そこからどう
するかという具体的な検討に進めやすい
という恩恵がありました。
NEDO支援事業により製作した超音波スピーカー試作機
ピクシーダストテクノロジーズ株式会社 HP
https://pixiedusttech.com/
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株式会社Pale Blue

小型衛星に搭載するための、
水を推進剤としたエンジンの製造販売
代表取締役 浅川 純 氏

Q NEDO支援事業に参加した後の展望は？
A 弊社の事業領域は宇宙、かつハードウェアを伴

う研究開発が必須であるため、時間とコストがかか
る事業モデルになります。創業直後の資金に余裕が
ないフェーズにおいて、レバレッジをかけて研究開
発を進めることができる本支援事業は、弊社の成長
になくてはならないものであると確信しています。
今後は、宇宙空間における新たな輸送インフラを
構築することで地球近傍および以遠における持続的
な宇宙開発の実現を目指し、地に足を付けつつ、研
究・事業開発を行っていきたいと思います。

水エンジンの作動の様子

株式会社Pale Blue HP
https://pale-blue.co.jp/

エレファンテック株式会社

インクジェット印刷と無電解銅めっきによる
フレキシブル基板の量産技術開発
代表取締役社長 清水 信哉 氏

Q 開発において苦労したことは？
A 「この技術はちゃんと量産レベルで使える」ことを実証

するのが大変でした。
「理屈は分かるけど、所詮ラボレベル
でしょ」というご意見をお客さまから何度頂いたか分かりま
せん。大型量産実証プロジェクトを 2019 年から NEDO 助
成事業に採択いただき、念願の量産実証に進むことができま
した。タイミングも含めてベストな選択でした。

ポリイミ
ド基材フレキシブル基板

PET基材フレキシブル基板
（左）
、
大型量産実証拠点
（名古屋）
の外観
（右）

エレファンテック株式会社 HP
https://www.elephantech.co.jp/
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スタートアップ支援機関プラットフォームを創設

Plus
支援を受けたいが、
誰に相談したらいいか

Platform for unified

ワンストップ相談窓口「Plus

One」

分からない・
・
・

スタートアップ支援機関
Plus One
窓口へ

NEDOのHPにて
相談受付

受付後、メール・オンライン
面談実施

Plus

いろんな事業があって、
どれを選んだらいいか
分からない・
・
・

プラットフォーム

https://app23.infoc.
nedo.go.jp/qa/enquetes/
bg4bpyn8qh71

政府系9機関で連携協定を締結し、
スタートアップ支援機関プラットフォームを創設
新たな産業のリーダーとして期待されるスタートアップ

タ ー ト ア ッ プ 支 援 策 の 切 れ 目 な い 実 施 を 実 現 す る た め、
2020 年 7 月 に NEDO を 含 め た 9 機 関（以 下「協 力 機 関」）
はスタートアップ支援機関連携協定（通称「Plus “Platform
for uniﬁed support for startups”」）を締結しました。

の飛躍を後押しするため、NEDO を含めた各政府系機関は

「Plus」では二つの大きな取り組みとして、NEDO を事務局

さまざまな支援策を講じています。一方で、それぞれが独

とした協力機関相互の定期的なスタートアップ支援情報の

自に支援メニューを展開していることから、政府系の制度

共有・整理・発信を行い、その一環としてワンストップ相談

の活用を検討しているスタートアップにとっては一元的な

窓口の設置や協力機関による合同説明会の実現を目指しま

情報収集を行うことが難しく、機関の間での連携も不十分

す。もう一つの取り組みとして、各協力機関の既存の取り

で あ る こ と が 課 題 で し た。こ う い っ た 課 題 を 解 決 し、ス

組みを他機関の支援メニューと連携することで、スタート
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スタートアップ支援

2020年7月にスタートアップ支援に取り組むNEDOを含めた政府系9機関は
スタートアップ支援機関連携協定（通称「Plus」）を締結しました。

support for startups
ステージに応じて一気通貫した支援を展開

技術シーズ創出

シード期における研究開発

アーリー期の支援・
ファンディング

エクスパンション

国立研究開発法人
産業技術総合研究所

国立研究開発法人
日本医療研究開発機構

国立研究開発法人
科学技術振興機構

国立研究開発法人
新エネルギ－・産業技術
総合開発機構

独立行政法人
国際協力機構

https://www.aist.go.jp/

https://www.amed.go.jp/

https://www.jst.go.jp/

https://www.nedo.go.jp/

https://www.jica.go.jp/

人材育成
国立研究開発法人
農業・食品産業技術
総合研究機構

独立行政法人
情報処理推進機構

独立行政法人
中小企業基盤整備機構

独立行政法人
日本貿易振興機構

https://www.naro.go.jp/

https://www.ipa.go.jp/

https://www.smrj.go.jp/

https://www.jetro.go.jp/

アップを協力して支援していきます。

スタートアップ向けワンストップ相談窓口
「Plus One」をご活用ください！

ない」といった入り口に近いお悩みから、
「資金調達の相談
が した いが、自 社の 事業 にフ ィ ットす る政 府 系の 支援メ
ニューはどんなものがあるだろうか？」といった具体的な
ご要望までお応えしています。また、必要に応じて協力機

スタートアップのステージや分野に応じた一気通貫の支

関のほか、Plus には参加していない他の公的機関の支援制

援 と し て、ワ ン ス ト ッ プ 相 談 窓 口「Plus One」の 運 用 を

度のご紹介も行っています。今後 Plus One は、スタート

NEDO の HP 上で開始しました。お問い合わせフォームの

アップのお悩みを解決するプラットフォームとして、民間

入力を受け付けた後、オンライン面談やメール等ご希望の

のスタートアップ支援人材にも協力していただくなど、連

ツールに合わせて随時ご相談をお受けします。「これから

携の幅を広げることを検討しています。これから起業を考

起業したいけど、そもそも何から始めたらよいのか分から

えている方は、ぜひ Plus One の活用をご検討ください。
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脱炭素社会に向けて

数値

で見る

地球の今・ミライ

カーボンニュートラル
カーボンニュートラルとは？
2020 年 10 月の臨時国会において、菅義偉総理大臣が「2050 年カーボンニュートラル」を宣言し、温室効果ガスの
排出を全体としてゼロにする目標を掲げています。カーボンニュートラルとは、温室効果ガス（二酸化炭素、メタン、
一酸化二窒素、フロンガス等）を「そもそも排出しない」だけでなく、排出せざるを得ないものについては「吸収」
「除
去」
「再利用」することで、排出量全体を差し引きゼロ（＝ネットゼロ）にするというものです。2050 年カーボン
ニュートラルへの動きは世界的に加速しています。

CO₂排出量

温度上昇

4.8℃
1880～2012 年の傾向では、世界平均気温は 0.85℃

上昇。今後、温室効果ガス濃度がさらに上昇し続けると、
今世紀末には＋4.8℃の気温上昇が予測されています。
（出典）
国土交通省 気象庁「IPCC第5次評価報告書」
の概要より
https://www.data.jma.go.jp/cpdinfo/ipcc/ar5/#es_faq
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CO₂吸収・除去・再利用量

パリ協定の目標数値
2020 年 以 降 の 長 期 目 標 を
掲げているパリ協定では、世
界 の 平 均 気 温 上 昇 を 2℃よ り
十分低く抑えることを目指し、
可 能 な 限 り 1.5℃に 抑 え る 努
力目標を掲げています。

2℃

（出典）
経済産業省 資源エネルギー庁HP「スペシャルコンテンツ」
より
https://www.enecho.meti.go.jp/about/special/tokushu/ondankashoene/pariskyotei.html
https://www.enecho.meti.go.jp/about/special/johoteikyo/pariskyotei_sintyoku1.html

日本のカーボンニュートラルの現状
エネルギー起源によるCO₂排出量

再生可能エネルギーの割合（2020年）

10.6 億t
エネルギー起源によるCO₂排出量の割合
エネルギー源の多くを
石 油・石 炭・天 然 ガ ス 等
の化石燃料に依存する日
本では、その燃焼による
エネルギー起源 CO₂ 排出

85%

20.8%
太陽光・風力・水力・地下熱・地熱・太陽熱等、再生
可能エネルギーの総発電量に占める割合。CO₂ をほ
とんど排出せず、自国で生産できるエネルギー資源と
して活用が促進されています。

量 の 割 合 が 全 体 の 85％

（出典）
NPO法人 環境エネルギー政策研究所
「2020年の自然エネルギー電力の割合
（暦年速報）
」
より
https://www.isep.or.jp/archives/library/13188

（出典）
経済産業省 資源エネルギー庁
HP「スペシャルコンテンツ」
より
https://www.enecho.meti.go.jp/about/special/johoteikyo/carbon_neutral_01.html

を占めています。

2030年までのCO₂削減目標数値

46%

COLUMN

日本では 2050 年カーボンニュートラルを目指し、
地球規模の課題の解決に向けて大きく踏み出します。
2030 年度で温室効果ガスを 46％削減とする野心
的な目標達成を目指し、さらに 50％削減の高みに
向けて挑戦を続けていきます。
（出典）
首相官邸HP「気候変動対策推進のための有識者会議」
より
https://www.kantei.go.jp/jp/99_suga/actions/202105/24kikou.html

「グリーン成長に関する若手ワーキンググループ」
にNEDOの若手職員も参加しました
産官学の若手有志約 80 名からなる私的研究会に NEDO 職員も参加し、報告書を取り
まとめました。この中では、価値観の多様性を踏まえ、カーボンニュートラルに取り組
む「きっかけづくり」に焦点を当て、“やらされ” ではなく “自分ゴトとして” 取り組める
環境をつくるための政策を提言。2050 年も現役であり続ける若手世代による継続的
な議論の広まりが期待されます。
「グリーン成長に関する若手ワーキンググループ」の報告書はこちら
https://www.meti.go.jp/press/2021/06/20210602004/20210602004.html
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Information
注目の情報

NEDOを活用してスター企業を目指す！
中小企業・スタートアップ企業向けのポータルサイトを開設します！
開設します。

10月開設

このサイトでは、中小企業・スタートアップ企
業向けの NEDO の支援事業・制度のご紹介だけ
でなく、NEDO 事業利用者の成果や NEDO 事業
参加時のエピソードといったコンテンツがたく
さん掲載されています。
NEDO 事業への参加を迷われている方、NEDO
事業成果の活用を考えている方等、ぜひこのサ
イトをご活用ください！
NEDO スタートアップ or 中小企業 支援

検索

https://startips.nedo.go.jp/

STREAMING NOW

動画はこちらからご覧いただけます

https://startips.nedo.go.jp/
about/

※画像は、公開前のイメージとなります。本サイトは2021年10月初旬公開予定です。

NEDOのイベントカレンダー
BioJapan（パシフィコ横浜）

11月3日（水・祝）～ 11月7日（日）

11月

創エネあかりパーク(上野恩賜公園)

11月10日（水）～ 11月12日（金）
国際福祉機器展（東京ビッグサイト 青海展示棟）

NEDO Channel

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

NEDO 公式 Twitter
https://twitter.com/nedo_info

NEDO が取り組む技術開発を分かり

NEDO からお知らせするニュースリ

やすく紹介する動画や、ピッチイベン

リースや公募、イベント情報等、さま

ト、セミナー、デモンストレーション

ざまな最新情報を発信しています。

等の映像を掲載しています。チャン

ぜひ、フォローをよろしくお願いしま

ネル登録、よろしくお願いします！

す！ #NEDO でも検索してください。

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。

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】

ご感想募集中

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

編集：広報部 編集長：江口 弘一

10月

10月13日（水）～ 10月15日（金）

SNS ご登録・フォローをお願いします！

FAX: 044-520-5154 E-mail : kouhou@ml.nedo.go.jp

サイトの紹介動画
も配信中！

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（NEDO）
〒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

NEDO は、10 月に「StarT!Ps from NEDO」を
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