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イノベーションを加速し、
スピーディーに成果を社会へ

NEDOは、1970年代に世界を襲った二度のオイルショック
をきっかけに、新たなエネルギー開発の先導役として1980年
に発足しました。以来、NEDOは経済産業行政の一翼を担う
日本最大級の公的技術開発マネジメント機関として、「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、企業、大学および公的研究機関の英知を
結集して、技術開発・実証に取り組んできました。その取り組
みを最大化させるため、2014年4月には技術戦略研究センター
を設立し、先を見据えた中長期の技術戦略の策定とこれに基づ
くプロジェクトの企画・構想の機能強化を図りました。また、
プロジェクト・マネージャー制度を導入し、マネジメント機能
の高度化や革新的な技術シーズを事業化に結び付ける橋渡し機
能の強化を行い、イノベーション創出に貢献するための体制も
構築してきました。

そして、2018年4月、5年間の第4期中長期目標期間がスター
トしました。現在の産業技術・イノベーション、エネルギー・
環境を巡る状況に鑑み、第4期中長期計画では「技術開発マネジ
メントによる成果の社会実装」「研究開発型ベンチャーの育成」「中
長期技術開発の方向性提示」の3つを柱として取り組みます。

具体的には、まず「技術開発マネジメントによる成果の社会
実装」に向けて、技術戦略に基づいたチャレンジングな研究開

発の推進やさらなる技術開発マネジメントの機能強化を図りま
す。これらの取り組みを通じ、研究開発成果の最大化を図ると
ともに、研究成果を速やかに社会実装へつなげていきます。次
に、イノベーションの新しい担い手を発掘し、新規産業の創出
につなげるため、事業計画の策定支援等、各種支援施策を整備・
実施することで「研究開発型ベンチャーの育成」を推進します。
研究開発プロジェクトにおけるオープンイノベーションの推進
に向けて、シーズ段階から事業化まで一貫した支援体制を構築
し、他の公的支援機関等との相互連携や情報交換等を通じて、
官民のベンチャー支援のハブとなることを目指します。最後に、
イノベーションの芽を見いだし、社会に実装させるため「中長
期技術開発の方向性提示」に取り組みます。世界に先んじたイ
ノベーションの予兆を掴み、日本の強み、優位性を生かした技
術戦略を策定することで、産学官連携によるプロジェクトの実
施につなげていきます。

近年急速に発展している第四次産業革命の技術革新を取り
入れた、新たなエネルギーおよび産業システムの構築並びに
Society5.0の実現に向け、NEDOは中長期計画に沿った取り
組みを推進します。そして、今後も産学官連携によるイノベー
ション創出の好循環を実現し、スピーディーに成果を上げるこ
とで、社会に貢献してまいります。

ごあいさつ

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
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●  NEDOは、「エネルギー・地球環境問題の解決」や「産業技術力の強化」実現に向けた
技術開発の推進を通じて、経済産業行政の一翼を担う、国立研究開発法人です。

●  自ら研究者を雇うのではなく、技術開発マネジメント機関として、産学官が有する技
術力、研究力を最適に組み合わせ、リスクが高い革新的な技術開発、実証を推進して
イノベーションを社会実装することで、社会課題の解決や市場創出を目指します。

NEDOの技術開発マネジメントでは、プロジェクトの企画・立案から、実施者の公募
等により産学官の強みを結集した体制構築を行い、プロジェクトの運営にあたっては適
宜、開発目標を見直しつつ、研究開発成果の最大化を図ります。

NEDOとは

NEDOのミッション

NEDOの役割

国・経済産業省

政策立案
制度設計

競争力強化
オープンイノベーション

実現

産業界

大学 公的
研究機関

技術戦略策定

プロジェクト企画・立案・
運営・予算管理等

技術開発
マネジメント

技術戦略提言

運営・評価

体制構築

国の指針・予算
プロジェクト参画
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新エネルギーおよび省エネルギー技術の開発と実
証試験等を積極的に展開し、新エネルギーの利用拡
大とさらなる省エネルギーを推進します。さらに、
国内事業で得られた知見を基に、海外における技術
の実証等を推進し、エネルギーの安定供給と地球環
境問題の解決に貢献します。

エネルギー・
地球環境問題の解決

産業技術力の強化を目指し、将来の産業において核
となる技術シーズの発掘、産業競争力の基盤となる
中長期的プロジェクトの実施および実用化開発に
おける各段階の技術開発に取り組みます。その際、
産学官の英知を結集して高度なマネジメント能力
を発揮することで、新技術の市場化を図ります。

産業技術力の強化
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機構概要

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（New Energy and Industrial Technology Development Organization）

2003年10月1日（前身の特殊法人は1980年10月1日設立）

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。

技術開発マネジメント関連業務等

経済産業大臣

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

926名（2018年4月1日現在）

約1596億円（2018年度）

理事長　　石塚 博昭
副理事長　宮本 昭彦
理事　　　渡邉 政嘉 ・ 久木田 正次 ・ 佐藤 嘉晃 ・ 今井 淨 ・ 表 尚志
監事　　　中 伸好 ・ 江上 美芽

（2018年4月1日現在）

名称

設立

目的

主な事業内容

主務大臣

根拠法等

職員数

予算

役員

組織図
理 事 長

副 理 事 長
理 事

イノベーション推進部

ロボット・AI部

IoT推進部

材料・ナノテクノロジー部

省エネルギー部

新エネルギー部

環境部

スマートコミュニティ部

総務部

人事部

経理部

検査・業務管理部

資産管理部

システム業務部

評価部

広報部

関西支部

海外事務所

監事
　      監事室

プロジェクトマネジメント室

技術戦略研究センター

AI社会実装推進室

次世代電池・水素部

蓄電技術開発室

国際部

地球環境対策推進室

（2018年4月1日現在）

4



1974  ●… …新エネルギー技術研究開発についての長期計画「サンシャイン計画」開始
197 8  ●… �省エネルギー技術研究開発についての長期計画「ムーンライト計画」開始

1980 ●… �「新エネルギー総合開発機構」設立

1988 ●… �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

1993  ● 「ニューサンシャイン計画」開始

1996 ●… 石炭鉱害事業団と統合、石炭鉱害賠償等業務の追加

2003 ● �「独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構」設立

2006 ●… …京都メカニズムクレジット取得事業を追加
2007 ●…… 石炭鉱害復旧経過業務終了

2012 ●… 石炭・地熱業務をJOGMECに移管

2014 ●… 技術戦略研究センター設置
2015 ●… …「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
2016 ●… 京都メカニズムクレジット取得事業終了

NEDOのあゆみ

1970年代に世界を襲った二度のオイルショック。エネルギーの多様化が求められる中、
新エネルギー・省エネルギー技術開発の先導役として、1980年にNEDOが誕生しました。
のちに産業技術に関する研究開発業務が追加され、今日に至るまでNEDOは、技術開発
マネジメント機関として、エネルギー・環境技術、産業技術の開発・実証を推進し、イノベー
ション創出を後押ししています。

1986年
兵庫県六甲アイラン
ドにて、初の大規模
系統連系の実験を
開始

2016年
AIプロジェクト開始

2013年
災害対応ロボットの成
果を披露

2012年
商用モデル実証水素
ステーションを建設

2002年
群馬県太田市の「Pal…
Town城西の杜」で、
住宅553戸を使い、
集中連系型太陽光
発電システム実証研
究を実施

2005年
ロボットスーツな
どの人間支援型ロ
ボットの開発を開始

1995年
垂直磁気記録方式
HDDの研究開発を
開始

1998年
後のBlu-ray…Discに
つながる、光ディスク
の要素技術開発を
開始

1998年
フロン類の回収・破壊
の技術開発を開始

1993年
水素利用国際クリー
ンエネルギーシス
テム技術開発（WE-
NET）で水素に関す
るあらゆる研究を開
始
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予算構成

技術シーズの発掘から中長期的プロジェクトの推進、実用化開発の支援まで、
一貫した技術開発マネジメントにより、日本の技術力強化・エネルギー問題
の解決を目指します。

※…主な事業を掲載しているため、予算総額と内訳の合計は一致しません。

予算 1596億円

オープンイノベーションを推進し、新たなイノベーションの担い
手として、中堅・中小・ベンチャー企業を支援することで、有望
な技術シーズを発掘し、これまでにない新しい産業の創出へと
つなげます。

企業単独ではリスクが高く実用化に至らない重要技術の開発
（技術の実証を含む）を推進します。自らは研究者を雇わず、各
企業等が強みを有する技術力に加え、大学等が有する研究力
を最適に組み合わせて、ナショナルプロジェクトとして技術開発
を推進します。

業務活動単位

（2018年度当初予算）
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【技術内容】
● 系統対策技術
● 蓄電池等のエネルギー貯蔵技術
● 水素の製造から貯蔵・輸送利用に関する技術
● 再生可能エネルギー技術　等

エネルギーシステム分野 529億円 P.12▶

【技術内容】
● 未利用熱エネルギーの活用技術 ● 環境調和型製鉄技術
● 高効率石炭火力発電技術開発 ● 二酸化炭素貯留に関する技術
●フロン対策技術 ● 資源選別・金属精錬技術等の３Ｒ技術
● 国際実証、JCM　等

省エネルギー・環境分野 448億円 P.13▶

【技術内容】
●ロボット・ＡＩ技術 ● IoT・電子・情報技術
●ものづくり技術 ● 材料・ナノテクノロジー
● バイオテクノロジー　等

産業技術分野 489億円 P.14▶

【技術内容】
● 研究開発型ベンチャーの育成
●オープンイノベーションの推進　等

新産業創出・シーズ発掘等分野 59億円 P.16▶



2018年度事業一覧

事業名 期間（年度）

エネルギーシステム分野　

ナショナルプロジェクト

　分散型エネルギー次世代電力網構築実証事業 2014 - 2018

　電力系統出力変動対応技術研究開発事業 2014 - 2018

　次世代洋上直流送電システム開発事業 2015 - 2019

　太陽光発電システム効率向上・維持管理技術開発プロジェクト 2014 - 2018

　太陽光発電リサイクル技術開発プロジェクト 2014 - 2018

　高性能・高信頼性太陽光発電の発電コスト低減技術開発 2015 - 2019

　風力発電等技術研究開発 2008 - 2022

　風力発電等導入支援事業 2013 - 2022

　海洋エネルギー発電実証等研究開発事業 2018 - 2020

　地熱発電技術研究開発 2013 - 2020

　超臨界地熱発電技術研究開発 2018 - 2020

　バイオマスエネルギー技術研究開発 2004 - 2019

　バイオジェット燃料生産技術開発事業 2017 - 2020

　バイオマスエネルギーの地域自立システム化実証事業 2014 - 2020

　再生可能エネルギー熱利用技術開発 2014 - 2018

　先進・革新蓄電池材料評価技術開発（第2期） 2018 - 2022

　革新型蓄電池実用化促進基盤技術開発 2016 - 2020

　固体高分子形燃料電池利用高度化技術開発事業 2015 - 2019

　固体酸化物形燃料電池等実用化推進技術開発 2013 - 2019

　水素利用等先導研究開発事業 2014 - 2022

　水素社会構築技術開発事業 2014 - 2020

　超高圧水素インフラ本格普及技術研究開発事業 2018 - 2022

テーマ公募型事業

　NEDO先導研究プログラム 2014 - 2023

国際実証・国際共同事業

　エネルギー消費の効率化等に資する我が国技術の国際実証事業 1993 - 2020

　民間主導による低炭素技術普及促進事業 2011 - 2022

調査事業

　戦略策定調査事業 2000 -

省エネルギー・環境分野

ナショナルプロジェクト

　未利用熱エネルギーの革新的活用技術研究開発 2015 - 2022

　高温超電導実用化促進技術開発 2016 - 2020

　次世代火力発電等技術開発 2016 - 2021

　クリーンコール技術開発 2016 - 2019

　高効率な資源循環システムを構築するためのリサイクル技術の研究開発事業 2017 - 2022

　省エネ化・低温室効果を達成できる次世代冷凍空調技術の最適化及び評価手法の開発 2018 - 2022

　ＣＣＳ研究開発・実証関連事業 2018 - 2021

ナショナルプロジェクト／実証事業

　環境調和型製鉄プロセス技術の開発 2013 - 2022

テーマ公募型事業

　戦略的省エネルギー技術革新プログラム 2012 - 2021

　NEDO先導研究プログラム（再掲） 2014 - 2023

国際実証・国際共同事業

　アジア省エネルギー型資源循環制度導入実証事業 2016 - 2020

　先進的な火力発電技術等の海外展開推進事業 2017 - 2021

　エネルギー消費の効率化等に資する我が国技術の国際実証事業（再掲） 1993 - 2020

　民間主導による低炭素技術普及促進事業（再掲） 2011 - 2022

調査事業

　戦略策定調査事業（再掲） 2000 -

事業名 期間（年度）

産業技術分野　

ナショナルプロジェクト

　ロボット活用型市場化適用技術開発プロジェクト 2015 - 2019

　次世代人工知能・ロボット中核技術開発 2015 - 2022

　次世代人工知能・ロボットの中核となるインテグレート技術開発 2018 - 2022

　人工知能技術適用によるスマート社会の実現 2018 - 2022

　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 2017 - 2021

　航空機用先進システム実用化プロジェクト 2015 - 2019

　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 2014 - 2018

　戦略的イノベーション創造プログラム（SIP）／インフラ維持管理・更新・マネジメント技術 2014 - 2018

　戦略的イノベーション創造プログラム（SIP）／自動走行システムの大規模実証実験 2017 - 2018

　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 2009 - 2019

　次世代プリンテッドエレクトロニクス材料・プロセス基盤技術開発 2010 - 2018

　超低消費電力型光エレクトロニクス実装システム技術開発 2012 - 2021

　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 2016 - 2027

　AIチップ開発加速のためのイノベーション推進事業 2018 - 2022

　高輝度・高効率次世代レーザー技術開発 2016 - 2020

　次世代型産業用3Dプリンタの造形技術開発・実用化事業 2017 - 2018

　戦略的イノベーション創造プログラム（SIP）／次世代パワーエレクトロニクス 2014 - 2018

　戦略的イノベーション創造プログラム（SIP）／革新的設計生産技術 2014 - 2018

　戦略的イノベーション創造プログラム（SIP）／
　重要インフラ等におけるサイバーセキュリティの確保 2015 - 2019

　革新的新構造材料等研究開発 2014 - 2022

　次世代構造部材創製・加工技術開発 2015 - 2019

　次世代自動車向け高効率モーター用磁性材料技術開発 2014 - 2021

　超先端材料超高速開発基盤技術プロジェクト 2016 - 2021

　省エネ製品開発の加速化に向けた複合計測分析システム研究開発事業 2018 - 2022

　非可食性植物由来化学品製造プロセス技術開発 2013 - 2019

　二酸化炭素原料化基幹化学品製造プロセス技術開発 2014 - 2021

　有機ケイ素機能性化学品製造プロセス技術開発 2014 - 2021

　植物等の生物を用いた高機能品生産技術の開発 2016 - 2020

実証事業

　IoTを活用した新産業モデル創出基盤整備事業 2017 - 2018

テーマ公募型事業

　NEDO先導研究プログラム（再掲） 2014 - 2023

国際実証・国際共同事業

　国際研究開発／コファンド事業 2014 - 2020

調査事業

　戦略策定調査事業（再掲） 2000 -

新産業創出・シーズ発掘等分野

テーマ公募型事業

　課題解決型福祉用具実用化開発支援事業 1993 -

　ベンチャー企業等による新エネルギー技術革新支援事業 2007 -

　研究開発型ベンチャー支援事業 2014 - 2018

　中堅・中小企業への橋渡し研究開発促進事業 2015 - 2020

　戦略的基盤技術高度化支援事業（プロジェクト委託型） 2015 - 2018

　宇宙産業技術情報基盤整備研究開発事業
　（ベンチャー企業等による宇宙用部品・コンポ―ネント開発助成） 2018 - 2021

　NEDO先導研究プログラム（再掲） 2014 - 2023

　AIシステム共同開発支援事業 2017 - 2018

その他

　基盤技術研究促進事業 2001 -
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1.

世界規模で技術開発の競争が激化している中、国
内外から積極的に各分野の情報収集を実施してい
ます。また、情報収集結果を用い、技術戦略の策
定やマイルストーン設定を行い、プロジェクトの企
画・立案に生かしています。

諸外国との
連携・協定

国際連携を先導し、日本の技術を世界
へ。日本の先端技術の普及や情報収集を
実施するため、国外でのプロジェクトも実
施。各国のさまざまな機関と協定を締結
し、積極的な海外展開を支援しています。

世界を見据えた
標準化活動・知財戦略

開発技術の試験データを標準化委員会に提
出し、成果の国際標準化を目指します。ま
た、プロジェクト参加チームの知的財産に関
する合意形成をサポート。技術の競争力強
化や世界市場の獲得を後押ししています。

多様な
人材ネットワーク

産業界、学術界等の外部の専門家・有識
者ネットワークを活用し、プロジェクトの
採択・評価・技術委員会等を適切に実施
しています。

Start

NEDOプロジェクトだからできる!
中長期の取り組み
標準化と合わせた技術開発
異業種連携
大規模実証
国際連携

国内外の技術動向調査や有識者等へのヒアリング
を通じて、技術開発の目標を設定。イノベーション
を通じた経済成長と社会の課題解決を目指し、５
年、10年、20年先を見据えたプロジェクトの企画・
立案を行います。

P.11▶ P.11▶

P.18-19▶

1-2 Years

第4期中長期計画に基づく3つの取り組み

中長期的な課題解決や日本の強みを生かす

技術開発マネジメントによる
成果の社会実装

各分野での

情報収集・技術戦略の策定

豊富な知見を生かしたNEDOのサポート

将来の有望分野の発展を技術開発から支援
プロジェクト企画・立案
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分かりやすく情報を発信する
広報活動

技術開発の成果を広く社会一般に分かり
やすく届けるため、記者会見や成果報告
会等を実施。データベースの公開等、さ
まざまな形で成果を活用いただけるよう、
情報発信・周知に努めています。

認証や評価、制度等も踏まえて
社会実装を後押し

これまでになかった技術や、革新的な成
果を社会で使っていくために、新たな認
証や評価手法の確立や、制度見直し等も
視野に、関係省庁等と連携しながら、技
術開発や社会実装を後押ししています。

マッチングで
実用化を促進

研究開発成果の事業化を促進するため、
国内外の展示会等を通じ、新たな潜在的
ニーズの開拓やユーザーへのサンプル提
供等、ビジネスにつながる活動をサポート
しています。

P.17▶

P.10▶

P.12-15▶

P.20-22▶

技術開発のみならず、民間企業のみでは難しい大
規模実証試験まで、一貫してプロジェクトを推進しま
す。常にグローバルな視点で将来予測を行いなが
ら、社会で活用するための認証や制度等も見据え、
成果の最大化を目指します。

2-6 Years

プロジェクト終了後に第三者による外部評価を実施、
厳しい視点でプロジェクトの成果を評価します。また
終了後は成果の追跡調査を実施し、プロジェクトが及
ぼした経済的・社会的効果のフォローと、その結果を
マネジメントの改善に生かします。

10 Years

エネルギー・環境分野では、2050年までに80％の温室効果ガス排出量削減等、中長
期的な課題を解決するため、革新的な技術の発掘、開発等を推進します。
また、産業技術分野では「Society5.0（ソサエティ5.0）」実現に向け、人工知能（AI）
やロボット等のコア技術を中心に、日本が強みを有するものづくり技術との融合を目
指し、産学官の英知を結集し、世界最先端の技術を社会に届けていきます。

技術開発や実証試験を実施 プロジェクトの

レビュー・追跡調査

「第４期中長期計画」は、研究開発成果の最大化に向け、2018年度から2022年度の５
年間で、NEDOが取り組む計画をまとめています。技術戦略の策定から社会実装までの
技術開発マネジメント機能を強化し、チャレンジングな研究開発の推進、オープンイノ
ベーションの促進や研究開発型ベンチャー企業の育成等に取り組みます。
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2.
第4期中長期計画に基づく３つの取り組み

イノベーションの新しい担い手を発掘し、新規産業の創出につなげる

研究開発型ベンチャーの育成
経済の活性化や新規産業・雇用の創出の担い手として、新規性・機動性に富んだ「 研
究開発型ベンチャー」等の育成が重要です。そこで、シーズ発掘から民間リスクマネー
の獲得、事業化支援に至るまで、シームレスな支援を行うことで、ベンチャー・エコ
システムの構築を推進。また、官民支援機関や地方との連携体制を強化し、研究開発
型ベンチャーの底上げを目指します。

●　技術シーズや事業構想を有する起業家候補を育成
●　ベンチャーキャピタル等と連携したシード期のベンチャーを支援
●　事業会社との連携促進として、事業会社と共同研究等を行うベンチャー支援
●　研究開発型ベンチャーの成長を伴走支援できる専門人材を育成

TCP：Technology…Commercialization…Program… NEP：NEDO…Entrepreneurs…Program… STS：Seed-stage…Technology-based…Startups
SCA：Startups…in…Corporate…Alliance… SSA：Startup…Supporters…Academy

研究開発型ベンチャーの事業化に対して伴走型の支援を実施

ステージ / 時間

事
業
規
模

カタライザー
（起業経験者・投資家・士業等の

起業支援のプロのメンター）

＊PoC：Proof of Concept（概念実証）

出資・
ハンズオン
支援

技術連携
資本提供
人材交流

ベンチャー
キャピタル
（ＶＣ）

事業会社

事業会社との
共同研究等

事業会社との
連携を支援
<SCA支援>

ＶＣ等と連携

実用化開発

外部資金の
調達・事業化支援
<STS支援>

初期の研究開発
（PoC＊取得支援）

事業化調査

研究開発型
ベンチャー
起業支援
<NEP>

投資家等との
マッチング

ピッチコンテスト

ビジネスプランの
構築支援
<TCP>

助言

OJT実習

集合研修

ベンチャーの成長支援に
必要な能力やスキルを有する
人材育成プログラム

<SSA>

1010



3.
イノベーションの芽を見いだし、社会に実装する

中長期技術開発の方向性提示
技術戦略研究センターを中心に、国内外のエネルギー・環境技術、産業技術について、
有望技術の発掘や社会課題、市場課題の動向把握・分析を継続的に行います。日本が
技術開発を実施すべき重点分野を絞り込み、技術戦略の策定およびこれに基づく技術
開発プロジェクトの構想に取り組みます。あらゆる角度からの分析を技術戦略に反映
し、技術開発プロジェクトを通じた経済成長の加速を目指します。

社会的な要請や課題を踏まえたバックキャスティングと、技術の現状やシーズを踏まえたフォーキャスティングを組み合わせたオールキャス
ティング型アプローチで、プロジェクトテーマを作り込みます。

プロジェクトテーマの作り込みへのプロセス

社会ニーズ起点
のテーマ抽出

技術シーズ起点
のテーマ抽出

バックキャスティング

重点課題抽出

社会的課題 社会要請

各技術分野に関わる社会的重点課題

社会課題抽出STEP 1

戦略策定対象となる技術分野の優先順位 プロジェクトテーマの
作り込み

プロジェクト対象課題

日本のポジション

フォーキャスト型ロードマップとの対比分析STEP 4

技術開発課題抽出
STEP 5

技術分野抽出
STEP 3

ポジション分析による分野絞り込みSTEP 6
技術力 プレーヤー 市場規模

達成時期技 術 数値目標

既存ロードマップとの
技術照合

過去の外挿では見えない
技術ギャップの発見

STEP 2

フォーキャスティング  （NEDO・大学・学協会等）

マクロ分析

電子・情報・
機械システム

再生可能
エネルギー 環境・化学

ナノテクノロジー・
材料

標準化・知財

エネルギーシステム・
水素

新領域・融合

海外技術情報

対象分野

技術
分野

横断
分野
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エネルギーシステム分野

NEDOが取り組む技術開発分野

1212

蓄電池／水素エネルギー／スマートコミュニティ／系統制御

太陽光発電設備

水素輸送車両 管理等
（制御システム）

水電解装置
水素貯蔵・供給設備

再生可能エネルギー等の分散型エネルギー大量導入に対応し、
電力供給側のみならず、家庭やオフィス等の需要側も取り込んで
双方向での効率的な電力網を構築、制御することを目指していま
す。NEDOではこれに伴う系統技術開発とともに、世界のさまざ
まなエネルギー環境下で、再生可能エネルギー大量導入を見据
えた電力需給モデルを技術・ビジネス面から実証しています。

電気自動車の行動範囲を拡大する都市間急速充電器（米国カリフォルニア州）
全固体リチウムイオン電池・革新型蓄電池の例／
再エネを利用した水素エネルギーシステム実証の概念図

蓄電池分野では、現行のリチウムイオン電池の性能を凌駕する
全固体リチウムイオン電池や新原理の革新型蓄電池の研究開発
を行います。水素エネルギー分野では、燃料電池の性能向上や
水素ステーションの低コスト化、水素需要の大幅な拡大に向けた
水素発電や海外からの大規模水素サプライチェーンの開発、再
エネを利用したエネルギーシステムの技術開発を行います。

エネルギーシステム技術

再生可能エネルギー
の導入拡大に向け、
太陽光発電、 風力
発 電、 地 熱 発 電、
バ イオマスエネル
ギー利用等の低コス
ト化や、海洋エネル
ギー発電技術の実
用化に向けた取り組
み等を実施していま
す。
太陽電池の変換効

率向上を目指す技術開発では、2017年度にCIS系薄膜太陽電
池セルで世界最高変換効率22.9％を達成。黒潮を利用した海
流発電の技術開発では、実海域での世界初の100kW級の実
証試験を行いました。2018年度から新たに、ZEB（ネット・ゼロ・
エネルギー・ビル）実現に向けた太陽光発電システムの技術開発
や海洋エネルギーの長期実証研究、地熱エネルギーの高度利
用に向け、さらなる技術開発等に取り組んでいます。

Ⅲ－Ⅴ化合物太陽電池モジュール

再生可能エネルギー技術
太陽光／風力／海洋エネルギー／バイオマス／地熱／再生可能エネルギー熱利用

ボツリオコッカス／バイオジェット燃料製造のための微細藻類培養設備



省エネルギー・環境分野

社会のさまざまな課題を解決するため、技術戦略に基づいたチャレンジングな研究開発
を推進し、新たな産業システムへの変革や徹底した省エネルギー社会の実現、再生可能
エネルギーの導入加速等、世界に先駆けたイノベーション実現を目指します。
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革新的な省エネルギー技術／未利用熱エネルギー／高効率火力発電／二酸化炭素回収・有効利用・貯留／環境調和型製鉄プロセス

石炭は資源が世界中に分布し、経済的にも優れた燃料である
一方、利用には二酸化炭素（CO2）排出量の削減が必要です。
NEDOは、発電量当たりのCO2排出削減に向け化石燃料の高効
率利用技術開発を軸に、CO2回収・有効利用・貯留（CCUS）技
術開発、水素還元を利用する環境調和型製鉄プロセスの技術開
発等のクリーン・コール・テクノロジーに取り組んでいます。

酸素吹石炭ガス化複合発電の実証設備（大崎クールジェンプロジェクト）高温超電導ケーブルの実系統連系運転

経済産業省が策定した「長期エネルギー需給見通し」では2030
年度までに最終エネルギー消費を原油換算で5030万kL程度
削減する、徹底した省エネルギーが求められています。NEDO
は日本の省エネルギーシステム・技術をさらに向上させるため、
革新的な技術研究開発への支援をはじめ、未利用熱エネルギー
や高温超電導等の技術研究開発を実施しています。

省エネルギー技術

環境・省資源技術
分野では、都市鉱
山を活 用した有 用
金属のリサイクルシ
ステムを構築し、資
源の循環利用を推
進するとともに、リ
サイクル産業の海
外展開促進を目指
しています。
また、 温室効果ガ
ス の 一 種 で あり、

今後排出量増加が見込まれている代替フロン（HFC）について、
HFC冷媒を使用する冷凍空調機器に対し低温室効果冷媒への
転換を促進する技術開発を行うことで、温室効果ガスの排出削
減に取り組んでいます。そのほか、省エネルギー・低環境負荷
の水循環システムや、海水淡水化、排水等からの有用金属回
収など、日本の持つ水処理技術・システムの海外実証を行い、
日本の水関連産業の国際競争力強化に取り組んでいます。

廃油の環境調和型再利用システム実証プラント
（インドネシア）

ノンフロン冷凍ショーケース

環境・省資源技術
3R／フロン対策／水循環



産業技術分野

1414

NEDOが取り組む技術開発分野

インフラ維持管理、災害
対応、ものづくり、サー
ビスなど、社会のさまざ
まな場面で活用できる高
度なロボットの開発や実
証を進めています。
また、 人 間を超 越 する、
あるいは人間に匹敵する
人 工 知 能 の 実 現を目指
し、 国 内 外 の 産 学 官 の
英知を一つの研究拠点に
集結するなど、いまだ実
現していない次世代のロ
ボット・人工知能技術の
開発に取り組んでいます。
これにより、社会課題の
解 決に 繋げ るとともに、
スマートな社会の構築に
貢献します。災害対応用ドローン

ロボット・AI技術
インフラ維持管理・災害対応ロボット／ものづくりロボット／サービスロボット／次世代人工知能（AI）

人間型5本指ロボットハンド

IoT・AI・ビッグデー
タを活用し社会の課
題を解決するため、
実 社 会のデータを
収 集し、 蓄 積、 解
析、制御・サービス
として実 社 会 への
適用・フィードバック
を行う各 段 階での
研 究開発を実 施し
ています。また、省
電 力・高 速 処 理を

可能にする電子デバイスや、全ての段階におけるセキュリティ確
保を柱とした分野横断的な技術開発など、ハード・ソフトの両面
から推進しています。
IoTを活用する事業者、研究機関、企業などと連携し、個別の
技術開発のみならず、既存のビジネスにとらわれない新しい事業
や社会課題解決につながるサービスを生み出し、IoTの社会実
装に貢献します。

世界最小チップサイズの光トランシーバ（光I/Oコア）

IoT・電子・情報技術
IoT（Internet of Things）／コンピューティング／メモリー／パワー半導体／プリンテッドエレクトロニクス／光エレクトロニクス

インフラ構造物の劣化状況把握のためのシート状センサー

センサーノード

塩化物が多い環境・酸性環境に
耐える振動・ゆがみセンサー

複雑な構造物全体のゆがみを面的に計測
する炭素配線シートシステムを開発。

長期間安定的に電源供給・通信
できる炭素配線
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熱可塑性CFRPを用いた超軽量シャシー

材料・ナノテクノロジー
構造材料／機能性材料／モーター／化学品製造／複合計測

金属・樹脂・セラミックスをはじめとする日本の材料産業は、世
界的に高い技術力を有しており、製造業全体を支える重要な基
幹産業となっています。ナノテクノロジー（物質の構造をナノ領域

（10-9m）で制御する技術）を材料開発に生かしつつ、川上・川下
産業、異分野異業種の連携を図り、革新的な材料を創出するこ
とで、日本の産業技術力強化を目指しています。

配列設計による高機能タンパク質の構築

バイオテクノロジー
非可食性バイオマス／スマートセル

近年のバイオテクノロジーの革新により、日本においても当該分
野での競争力強化が急務となっています。将来の石油枯渇リス
クに備え、非可食性バイオマスを用いたプラスチック等の化学品
製造プロセスの開発、植物・微生物等の物質生産機能の制御・
改変技術を用いて、効率的に高機能製品を生産する技術開発等
に取り組んでいます。

3Dプリンターにより、敷き詰められた粉末状の金属を溶融させ、造形する様子

エネルギー消費を大幅に削減できる少量多品種生産に対応した
製造システムや、サイバー空間を活用した新たな製造システム
等の実用化に向けた研究開発に取り組んでいます。具体的には、
高付加価値な部品等の製造に適した三次元積層造形技術（3Dプ
リンター）や、高効率かつ高輝度なレーザーによる加工技術等の
開発と社会実装を推進し、「Society5.0」の実現を支えます。

ものづくり技術
次世代レーザー／積層造形



ＪＯＩＣの活動の様子 NEDOドリームピッチの様子（第5回イノベーションリーダーズサミット）

国際競争が激化する中、グローバル市場をリードするためには、外部の技術・アイデア・資源を活用するオープンイノベーション
の推進により、新製品や新たなビジネスモデルの創出に繋げていくことが重要です。NEDOでは、マッチングイベント等の開催を
通じて、NEDO事業者と外部の企業・大学等との共同研究や技術提携等の創出に繋げ、オープンイノベーションの促進に努めて
います。また、NEDOが事務局を担う「オープンイノベーション・ベンチャー創造協議会（JOIC）」においても、国内外の成功事
例を調査・共有するとともに、ピッチ等のイベントを開催することで、企業等のオープンイノベーションのさらなる深化と拡大を目
指しています。

画像再支給をお願いいたします。
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新産業創出・シーズ発掘等分野

NEDOが取り組む技術開発分野

実用化開発支援の例：排水油脂で発電するバイオマス発電車 研究開発型ベンチャー支援の例：スマートロックロボット

未来投資戦略等の政府戦略において、中堅・中小・ベンチャー企業支援の重要性がうたわれている中、NEDOでは技術シーズ
の段階から、実用化研究開発といったさまざまなフェーズを対象とした、幅広い支援を行っています。従来から実施している再生
可能エネルギーや福祉用具分野等における実用化開発支援に加え、橋渡し研究機関と連携した支援、起業家・ベンチャー企業
を支援する制度を分野横断的に設けています。また、事業化に向けてベンチャーキャピタルや法律・会計・知財等の専門家から
の助言を行う制度も設けています。NEDOでは、このような「事業者に寄り添う」支援を幅広く行うことで、研究開発のみならず、
ビジネスプランの向上や事業領域の拡大を図り、技術シーズを事業化につなげることを目指しています。

中堅・中小・ベンチャー企業の事業化支援
技術シーズ・起業家の発掘から実用化開発までシームレスな支援を実施

オープンイノベーションの促進
マッチング支援、オープンイノベーション・ベンチャー創造協議会（ＪＯＩＣ）



NEDOプロジェクトの実用化事例
NEDOプロジェクト成果のインパクト

NEDOインサイド製品

ストーリー全容は、NEDOのウェブサイトをご覧ください。

NEDOプロジェクトの開発成果がコア技術※１として活用された製品・プロセス等を、「NEDOイン
サイド製品」と定義しています。2015年度までに累積115製品を選定しました。
これらの製品について、売上（実績・予測）やCO2 排出量削減効果、一次エネルギー削減効果を算
出し、中長期的な効果を把握しています。詳細については、NEDOのウェブサイトをご覧ください。

・ 試算の前提として、売上実績と売上予測は、①ＮＥＤＯプロジェク
トが関わった部分（材料、部品、製品等）のみを対象とし、サプ
ライチェーン上の売上等は加算しない、②対象とした売上は、ＮＥ
ＤＯ寄与率を100%と仮定。

・ NEDO投入費用および売上実績は、GDPデフレータで基準年
度（2015年度）の価格に調整。売上予測は、2016年度から
2025年度までの10年間の累積額（割引率0%）。

・ NEDOインサイド製品が導入された時点の対象製品を基準とし
て、年間稼働率および耐用年数を考慮し、NEDOが試算。

※1  「コア技術」とは、研究開発段階であった技術のうち、NEDOプロジェクトが契機となり実用化に至った技術で、当該技術がなければ製品 
 やプロセスが成り立たないものを指します。

売上実績
（販売開始～2015年度）

45.7兆円
[115製品 ]

売上予測
（今後10年間） 56.6兆円

投入金額
約6,900億円

CO2排出量削減効果
（2015年度）

3,759万tCO2/年

（2025年度)

8,288万tCO2/年

（2030年度目標）
地球温暖化対策計画

3億2,908万[tCO2/年]

一次エネルギー削減効果
（2015年度）

248万原油換算kL/年

（2025年度）

835万原油換算kL/年

（2030年度目標）
長期エネルギー需給見通し

5,030万[原油換算kL/年]

【経済効果】 【環境効果】【省エネ効果】

[ 32製品 ] [18製品 ]

【省エネ効果】【環境効果】【経済効果】
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NEDOプロジェクト終了後の「その後」を追跡調査して紹介

NEDO実用化ドキュメント
http://www.nedo.go.jp/hyoukabu/index.html

NEDOプロジェクトにより開発された技術がどのように製品やサービスとなって活用され
ているか、プロジェクトの成果の社会への広がりを把握するために「 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、企業をはじめ
とする開発者にインタビューを行い、「NEDO実用化ドキュメント」として紹介しています。

http://www.nedo.go.jp/nedo_inside.html
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29

30

33
9

世界各地での取り組み
さまざまなニーズやインフ
ラ事情を抱える世界各国、
各地域に日本の優れた技
術を届けるため、個々の技
術のみならず、あらゆる技
術を組み合わせた「オール
ジャパン」の先陣として、
NEDOは国際的な実証事
業を展開しています。

インド
大規模太陽光発電システム等を利用し
た技術実証事業

16

スマートグリッド関連技術に係る実証事業17

製鉄所向けエネルギーセンターの最適
制御技術実証事業

18

ICT活用型グリーンホスピタル実証事業19

サウジアラビア
省エネルギー型海水淡水化システムの
実規模での性能実証事業

12

カタール
高温排出水を用いた省エネ・低環境負
荷型造水実証事業

13

イスラエル
スマートピンチバルブの研究開発14

南アフリカ
海水淡水化・水再利用統合システム実証
事業

15

中東・アフリカ

南アジア

日本の優れた技術を世界市場へ展開

25

5

ポルトガル
自動ディマンドレスポンス実証事業

6

ウズベキスタン
分散型中・小型ガスタービン高効率コ
ジェネレーションシステム実証事業

7

スロベニア
スマートコミュニティ実証事業

8

ポーランド
スマートグリッド実証事業

半導体検査装置用266nm高出力ピコ秒
パルスファイバレーザ光源システムの実
用化開発

4

欧州

非周期分極反転波長変換デバイスによる
ライフサイエンス用実時間デュアル光コ
ムスペクトロスコピーシステムの実用開発

2

形状記憶ポリマー3Dプリントステントを
有するステントグラフトの開発

3

ドイツ
ニーダーザクセン州大規模ハイブリッド蓄
電池システム実証事業

1

ウクライナ
スチームタービンの効率実証事業9

ロシア
サハ共和国における風力発電システム
を含むエネルギーインフラ実証

10

モスクワ市における高度交通信号シス
テム（自律分散制御）実証事業

11

フランス
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34
35

●エネルギー消費の効率化等に資する
　 我が国技術の国際実証事業（25プロジェクト）

●民間主導による低炭素技術普及推進事業（5プロジェクト）

●国際研究開発／コファンド事業（4プロジェクト）

●先進的な火力発電技術等の海外展開推進事業（1プロジェクト）

アメリカ
カリフォルニア州における北部都市圏に
おけるEV行動範囲拡大実証事業

34

カリフォルニア州における蓄電池の送電・
配電併用運転実証事業

35

中国
広東省における電力需給調整アグリ
ゲーションに適用可能なエネルギーマ
ネジメントシステム実証事業

29

上海における省エネルギービル実証事業30

黒龍江省における馬鈴薯澱粉残渣からの
バイオエタノール製造実証事業

31

モンゴル
乾式選炭技術システム実証事業32

省エネ送変電システムによる電力低損
失化実証事業

33

北東アジア

米州

世界各地で
35のプロジェクトを

実施
（2018年4月1日現在）

インドネシア
ジャワ島の工業団地におけるスマートコ
ミュニティ実証事業

20

圧縮天然ガス（ＣＮＧ）自動車普及に向け
たインフラ構築を含む持続可能な環境
整備・実証事業

21

石油精製プラントの運転制御最適化技術
による省エネ・CO2排出量削減

22

動力プラント（ボイラー、タービン設備）へ
の運用最適化技術の適用

23

携帯電話基地局へのトライブリッド技術
導入による低炭素化プロジェクトJCM
実証事業

24

タイ
余剰バガス原料からの省エネ型セルロー
ス糖製造システム実証事業

25

マレーシア
10分間充電運行による大型E Vバス実
証事業

26

フィリピン
Mobility as a System実証事業27

ラオス
ラオス省エネデータセンタープロジェクト

（LEED）
28

東南アジア



情報提供のご案内

2020

オープンイノベーショ
ン・ベンチャー創造協
議会とともに、日本の
オープンイノベーショ
ンに関するデータ等の集約、共有
を目的に、一定の成果を上げて
いる国内外の事例等も含め、取り
組みの現状を可視化しています。

少子高齢化、産業の
空洞化、 社会インフ
ラ保全、災害対応等、
ロボットによる社会課
題の解決や産業の発展、ロボット
ビジネスの活性化を目指し、ロボッ
ト産業の現状、課題、将来展望等、
専門家の知見をまとめています。

水素の特徴から、エネ
ルギーとしての利用の
意義、政策動向、水
素の製造、輸送、貯
蔵、利用まで、関連する技術動向
や課題、今後の方向性等、水素
エネルギーを取り巻く国内外の情
報を体系的に取りまとめています。

NEDOは技術開発や実証事業で得られた知見・成果を、広く多くの皆さまにご活用いただ
くため、データベースの整備や白書等の発行、人材育成等を総合的に実施することで、さ
まざまな情報提供を行っています。

白書・ガイドブック等

ウェブサイトの更新情報やトピックス等を迅速かつ効率的に
お知らせするメール配信サービス（無料）を行っています。ご
希望の方はウェブサイトよりご登録ください。

NEDOのウェブサイトでは公募情報、ニュースリリース、イベ
ント情報等の各種お知らせのほか、各事業で行った技術情報や
技術開発の成果、実用化例、最近の動き等を掲載しています。

バイオマスエネルギー
地域自立システムの導入要件・
技術指針

バイオマスエネルギーの利用拡大を目指し、
事業者や有識者へのヒアリング調査ならびに
関連資料に基づき、バイオマスエネルギー事
業への参入を検討する事業者の事業計画作成
にあたる留意点や考慮すべき情報を取りまと
めています。

省エネルギー技術戦略

省エネルギー技術の研究開発とその着実な
導入普及を推進するための指針として、資源
エネルギー庁と共に策定したものです。省エ
ネルギーに大きく貢献する重要分野を特定し、
技術開発の進め方や導入に向けたシナリオ等
を公表しました。

着床式洋上風力発電導入
ガイドブック／環境影響評価
手法に関する基礎資料
着床式洋上風力発電の計画、設置、運転、保
守等、導入の流れに沿って有用な情報を整理し、
導入の手引きにまとめました。また、実証研究（銚
子沖、北九州市沖）の環境影響評価成果や既往
調査資料等を、着床式洋上風力発電に係る環
境影響評価事例としてまとめています。

再生可能エネルギー
の 大 量 導 入を前に、
新たなビジネス創出
や政策ニーズ等も踏
まえて、各種再生可能エネルギー
の最新動向や普及に向けた技術
的課題やその解決策等を、具体
的に紹介しています。

ウェブサイト http://www.nedo.go.jp

http://www.nedo.go.jp/nedomail/index.htmlメール配信サービス

NEDO水素エネルギー白書 オープンイノベーション白書NEDO再生可能エネルギー
技術白書 NEDOロボット白書

http://www.nedo.go.jp/library/ne_hakusyo_index.html
http://www.nedo.go.jp/library/suiso_ne_hakusyo.html
http://www.nedo.go.jp/library/open_innovation_hakusyo.html
http://www.nedo.go.jp/library/biomass_shishin.html
http://www.nedo.go.jp/library/fuuryoku_c.html
http://www.nedo.go.jp/library/energy_conserv_tech_strat.html
http://www.nedo.go.jp/library/robot_hakusyo.html


2006年度から5年間、稚内サイトと北杜サイ
トで国内最大級のメガソーラー発電所を構築
し、系統安定化技術等の実証研究に取り組み
ました。これらの知見を基に、メガソーラーの
計画から運用等、一連の手順・スケジュール・
検討支援ツール等を公開しています。

大規模太陽光発電システム
導入の手引書・
検討支援ツール

人工知能技術の研究開発に有益な、国内外で
一般に提供されているリソース（オープンデー
タ、オープンソース、計算リソース）を取りまと
め、提供機関やリソース概要、利用形態等が
一目で分かるように、一覧表にして公開してい
ます。

実用化・事業化を促進するため、NEDO事
業に取り組まれた事業者（希望者）の情報発
信だけでなく、NEDO事業への応募に向けた
相談や支援を希望される方向けの情報、さら
にNEDO事業に関係した方向けのマッチング
サービスを提供しています。

人工知能技術の
研究開発に有益な
一般提供リソースの一覧

マッチング スペース

洋上風力発電を計画する上で必要な、高精
度の洋上風況（500ｍ格子、海面高60m、
80m、100m、120m）、さらに水深や、生
物生態、海底地質等の自然環境情報、そして
港湾区域や、航路、史跡等の社会環境情報
を簡単な操作でレイヤ表示できます。

NeoWins（洋上風況マップ）

NeoWins
（洋上風況マップ）

国内837地点で20年以上にわたって測定し
た気象データを基に、各地点の日射量を試算
できるシミュレーションソフトウエアを公開。発
電量を推定する際に、前提となる日射量を調
べるツールとして広く活用されています。他に
も、日射スペクトルデータベース、アジア標準
日射データベースも公開しています。

日射量データベース閲覧システム

日射に関するデータベース

日本国内における風力発電設備の導入・撤去
に関して、年に一度導入実績調査を行ってい
ます。国内にある単機出力10kW以上かつ総
出力20kW以上の系統連系されている全ての
風力発電設備を対象として、各電力会社から
の聞き取り調査による情報を集計し、毎年3月
末時点の導入実績として公開しています。

日本における風力発電設備・導入実績

日本における風力発電設備・
導入実績
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NEDOが実施しているプロジェクト、
調査等を取りまとめた成果報告書
を、毎年度新たに、多数公開して
います。
公開後10年間、NEDOウェブサイ
トのデータベース上で検索および
ダウンロードができます。

成果報告書データベースTSC�Foresight
技術戦略研究センター（TSC）では、産業技術
分野やエネルギー・環境技術分野の技術動向
についてまとめたレポート「TSC Foresight」
を作成し、NEDOウェブサイトに掲載していま
す。各技術分野の国内外の技術開発動向や市
場動向、さらには日本の国際的な産業競争力
等の状況や今後に向けた技術開発課題を公表
しています。
また、「TSC Foresight」の公表にあわせて、

「TSC Foresight」 セミナーを開催し、活動
内容や各技術分野の「TSC Foresight」の概
要を紹介。さらに、各界を代表する有識者によ
る講演等を行い、当該分野の最新動向や技術
開発の方向性について討議しています。 「TSC Foresight」セミナー

「TSC Foresight」イメージ

各種データベース・支援ツール

http://www.nedo.go.jp/library/foresight.html
http://www.nedo.go.jp/library/database_index.html
http://www.nedo.go.jp/library/nissharyou.html
http://www.nedo.go.jp/library/fuuryoku/index.html
http://app10.infoc.nedo.go.jp/Nedo_Webgis/top.html
http://www.nedo.go.jp/library/mega-solar.html
http://www.nedo.go.jp/activities/ZZJP2_100078.html
http://www.nedo.go.jp/library/matching/index.html


NEDO特別講座

先端分野や融合分野の技術を支える人材の育成と人的交流の面
から産学官連携を促進するための「場」を形成することを目的に、
2006年度から「NEDO特別講座」を開設しています。
具体的には、大学等が中心となって成果を上げているプロジェクト
や国内最高レベルの研究拠点において、人材育成や人的交流の

展開、周辺研究の実施も含めた総合的なサポートを行うもので、
現在まで延べ2万4000人以上が講座に参加しています。2017
年度からは「実データで学ぶ人工知能講座」をNEDO特別講座とし
て実施しています。

NEDOプロジェクトを核とした人材育成や、産学官の連携等を総合的に展開しています

東京大学（左）、大阪大学（右）　実データで学ぶ人工知能講座の様子

NEDOが行っている
技術開発の取り組み
や成果、 制度等を、
分かりやすく紹介し
ています。また、過
去のプロジェクトの
実用化事例やニュー
スリリースの解説等、
幅広く情報発信して
います。

広報誌 動画

NEDOの組織紹介や、技術開発
の取り組み、成果等を解説した動
画をまとめて公開しています。他
にもベンチャー企 業のプレゼン
テーションの様 子や、 各 種セミ
ナーの講演等、さまざまな動画を
公開しています。

NEDO Channel 
（ネド・チャンネル）
〈YouTube〉

Focus NEDO（フォーカス・ネド）

22

政府の人工知能技術戦略や各種
会議資料等、関係省庁・機関が
連携して推進しているさまざまな
情報を集約して紹介しています。
その中で、NEDOの次世代人工
知能（AI）の研究開発の取り組みも
紹介しています。

研究開発型ベンチャーの起業や
事業化をシームレスに支援するた
め、NEDOではフェーズに合わせ
さまざまな支援事業を実施してお
り、それらの公募や支援内容等を、
まとめて紹介しています。

ポータルサイト

AIポータル
研究開発型
ベンチャー・中小企業
向け支援メニュー

http://www.nedo.go.jp/library/pamphlets/kankobutsu_pamphlets_kouhou_syoseki_index.html
https://www.youtube.com/channel/UCd4OTUB8A9PIdNs-vxF5t8g
http://www.nedo.go.jp/activities/ZZJP2_100064.html?from=key
http://www.nedo.go.jp/activities/ZZJP2_100063.html?from=key


NEDOは、新規事業について、国民、事業者等の皆さまからのご意見等をいただ
いて基本計画等に反映すべく「NEDO POST」を実施しております。お寄せいただ
いたご意見等については、機構内で検討の上、プロジェクトの方針決定に活用させ
ていただきます。より詳細な内容は、上記のウェブサイトをご参照ください。

新規／拡充プロジェクト（案）に対する意見募集について�
−NEDO�POST−

NEDOをご利用いただく方々へ

NEDOが年間を通じて広く募集・支援する公募情報は、NEDO
ウェブサイトに掲載しています。公募に参加したい、内容を知り
たい方は、上記NEDOウェブサイトに掲載されている公募情報
をご覧ください。

公募情報について
http://www.nedo.go.jp/koubo/index.html

府省共通研究開発管理システム
ポータルサイト（e-Rad）

http://www.e-rad.go.jp
NEDO事業への応募には、
府省共通研究開発管理システム（e-Rad）の利用が必要です。
応募検討の際には事前に利用環境の準備をお願いします。

http://www.nedo.go.jp/nedopost/index.html

お電話で（受付時間：平日10時～12時、13時～17時 ※年末年始を除く）
NEDOお客様デスク

　0800-8888-400 （携帯電話からもかけられます）
フリーコールがご利用いただけない場合は、044-520-5207（有料）をご利用ください。

ホームページから
http://www.nedo.go.jp/qinf/contact.html
所定のメールフォームで受付しています（24時間受付：回答までに時間をいただく場合があります）。
資料のご請求は本メールでお願いします。
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NEDOへのお問い合わせ
NEDOの支援制度を初めて利用される方や、ご利用の仕方が分からない、NEDOが
行っている技術開発について知りたいなどの際は、お電話か、NEDOウェブサイト上
の「お問い合わせ窓口」からメールサービスでのお問い合わせもご利用できます。お気軽
にお問い合わせください。
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NEDOのご案内
2018年度（平成30年度）
2018.4 -2019.3

●本部
〒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（総合案内16F）
TEL ： 044-520-5100（代表）　FAX ： 044-520-5103

●関西支部
〒530-0001
大阪府大阪市北区梅田3丁目3番10号
梅田ダイビル6F
TEL ： 06-6341-5403　FAX ： 06-6341- 5405

●ワシントン
1901 L Street, N.W., Suite 720,
Washington, D.C. 20036 U.S.A.
TEL : +1-202- 822-9298 
FAX : +1-20 2-822-9259

●シリコンバレー
3945 Freedom Circle, Suite 790, 
Santa Clara, CA 9 5 0 5 4 U.S.A.
TEL ： +1-408-567- 8033
FAX ： +1-408-567-9831

国　内　拠　点

海　外　事　務　所

●欧州
10, rue de la Paix 
75002 Paris, France 
TEL : +33-1-4450-1828 
FAX : +33-1-4450-1829

●ニューデリー
15th Floor, Hindustan Times House, 
18-2 0 Kasturba Gandhi Marg, 
Connaught Place,
New Delhi 110 0 01, India
TEL ： +91-11-4 3 51-0101
FAX ： +91-11-4 3 51-010 2 

●北京
2001 Chang Fu Gong Office Building, 
Jia-26, Jian Guo Men Wai Street, 
Beijing 100022, P.R.China
TEL : +86-10-6526-3510 
FAX : +86-10-6526-3513

●バンコク
8th Floor, Sindhorn Building Tower 2,
130-132 Wittayu Road, Lumphini, 
Pathumwan
Bangkok 10 3 3 0, Thailand
TEL : +66 -2 -256-6725 
FAX : +66 -2-256-6727
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