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NEDOにおける研究開発事例ー環境問題対策ー

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)日立製作所／東京エコリサイクル(株)
「家電リサイクルプラントの開発・実証」

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)
「廃プラスチック高炉還元リサイクル技術開発」

CO2排出量が少なく、しかも低
価格、新燃料「RPF」を開発
(株)アーステクニカ/(株)関商店
「即効的・革新的エネルギー環境技術
研究開発」

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) ・立命館大学
「希少金属代替材料開発プロジェクト」

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」

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



NEDOにおける研究開発事例ー環境問題対策ー

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) タツノ
「有害化学物質リスク削減基盤技術研究開発」

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)
「HFC－23破壊技術の開発」

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) アプライアンス社
（旧：三洋電機(株) ）
「ノンフロン型省エネ冷凍空調システムの開発」

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)
「遠隔操作による
革新的アスベスト除去ロボットの開発」

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)
「有害化学物質リスク削減基盤技術研究開発」

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)
「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」



NEDOにおける研究開発事例ー環境問題対策ー

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)
「ニューサンシャイン計画／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」

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)
「緊急アスベスト削減実用化基盤技術開発」

高信頼性絶縁保護膜用樹脂
の開発
昭和電工(株) 
「有害化学物質リスク削減基盤技術研究開発」

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)
「高温空気燃焼制御技術の研究開発」

軽油を極限までクリーンに
する触媒
コスモ石油(株)
「石油精製汚染物質低減等技術開発」

クリーンな排出ガスの
エコ・ディーゼル車
日産ディーゼル工業株)
「高効率クリーンエネルギー自動車の研究開発」



平成３０年度 ＮＥＤＯ事業

平成30年度経済産業政策の重点、概算要求・税制改正要望について 2017年8月31日
http://www.meti.go.jp/main/yosangaisan/fy2018/

平成30年度経済産業省関連予算案等
の概要 2017年12月22日
http://www.meti.go.jp/main
/yosan/yosan_fy2018/

ＰＲシート

ＮＥＤＯは 一般会計（産業技術環境局）、
エネルギー対策特別会計（産業技術環境局、
資源エネルギー庁）との連携事業が多い。



一般会計 産業技術環境局
３４国際研究開発事業
３５研究開発型スタートアップ支援事業
３６中堅・中小企業への橋渡し研究開発促進事業
３８次世代人工知能・ロボット中核技術開発
３９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
４０新産業創出に向けた新技術先導研究プログラム
４２ロボット活用型市場化適用技術開発プロジェクト
４３三次元造形技術を核としたものづくり革命プログラム
４４航空機用先進システム基盤技術開発事業
４５宇宙産業技術情報基盤整備研究開発事業（SERVISプロジェクト）
４８AIチップ開発加速のためのイノベーション推進事業
４９IoT推進のための新産業モデル創出基盤整
５２課題解決型福祉用具実用化開発支援事業

エネルギー対策特別会計 産業技術環境局
０６気候変動対策に係る国際会議の開催等による

エネルギー・環境技術イノベーション創出のための国際連携推進事業
０７計算科学等による先端的な機能性材料の技術開発事業
０８高効率・高輝度な次世代レーザー技術の開発事業
０９輸送機器の抜本的な軽量化に資する新構造材料等の技術開発事業
１０大規模インフラの維持管理・更新等のための

高性能モニタリングシステムの研究開発事業
１１高温超電導の実用化促進に資する技術開発事業
１２エネルギー・環境分野の中長期的課題解決に資する新技術先導研究プログラム
１３水素エネルギー製造・貯蔵・利用等に関する先進的技術開発事業
１４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事業
１５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
１６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
１７未利用熱エネルギーの革新的な活用技術研究開発事業
１８環境調和型製鉄プロセス技術の開発事業
１９高機能なリグノセルロースナノファイバーの一貫製造プロセスと

部材化技術の開発事業
２０省エネ型化学品製造プロセス技術の開発事業
２１省エネ型電子デバイス材料の評価技術の開発事業
２２印刷技術による省エネ型電子デバイス製造プロセス技術の開発事業
２３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
２４植物等の生物を用いた高機能品生産技術の開発事業

２５省エネルギー型製造プロセスの実現に向けた
３Dプリンタの造形技術開発・実用化事業

２６次世代車載用蓄電池の実用化に向けた基盤技術開発
２７次世代構造部材・システム技術に関する開発事業
２９電気機器性能の向上に向けた次世代パワーエレクトロニクス技術開発事業
３０超低消費電力型光エレクトロニクスの実装に向けた技術開発事業
３１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

技術開発事業
３２IoTを活用した社会インフラ等の高度化推進事業
３３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
３７認証排出削減量等取得委託費
３９民間主導によるJCM等案形成推進事業
４０CCS研究開発・実証関連事業
４４省エネ型資源循環システムのアジア展開に向けた実証事業

エネルギー対策特別会計 資源エネルギー庁
１１３北方四島における風力発電実現可能性調査事業
１１７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
１２２次世代燃料電池の実用化に向けた低コスト化・耐久性向上等のための

研究開発事業
１２３超高圧水素技術等を活用した低コスト水素供給インフラ構築に向けた

研究開発事業
１２４未利用エネルギーを活用した水素サプライチェーン構築実証事業
１３２革新的な省エネルギー技術の開発促進事業
１３９次世代型の洋上直流送電システムの開発事業
１４０分散型エネルギーの導入促進に向けた次世代電力網構築のための

実証事業
１４１洋上風力発電等のコスト低減に向けた研究開発事業
１４２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
１４３太陽光発電のコスト低減に向けた技術開発事業
１４４地中熱などの再生可能エネルギー熱利用のコスト低減に向けた

技術開発事業
１４６電力系統の出力変動に対応するための技術研究開発事業
１４７海洋エネルギー発電技術の早期実用化に向けた研究開発事業
１４８バイオ燃料の生産システム構築のための技術開発事業
１４９地域で自立したバイオマスエネルギーの活用モデルを確立するための実証事業
１５５地熱発電の導入拡大に向けた技術開発事業
１５７次世代火力発電の技術開発事業
１５８先進的な火力発電技術等の海外展開推進事業

経済産業省ＰＲシートより（NEDO関連事業）



NEDO事業一覧（平成29年度）

太陽光発電分野

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

太陽光発電リサイクル技術開発プロジェクト

高性能・高信頼性太陽光発電の発電コスト低減技術開発

風力発電分野
風力発電等技術研究開発

風力発電等導入支援事業

バイオマス分野

バイオマスエネルギー技術研究開発

バイオマスエネルギーの地域自立システム化実証事業

バイオジェット燃料生産技術開発事業

海洋エネルギー発電分野 海洋エネルギー技術研究開発

再生可能エネルギー
熱利用分野

地熱発電技術研究開発

再生可能エネルギー熱利用技術開発

燃料電池・水素分野

水素利用技術研究開発事業

固体酸化物形燃料電池等実用化推進技術開発

水素利用等先導研究開発事業

水素社会構築技術開発事業

固体高分子形燃料電池利用高度化技術開発事業

クリーンコールテクノロジー
（CCT）分野

環境調和型製鉄プロセス技術開発（STEP2）

次世代火力発電等技術開発

クリーンコール技術開発

環境・省資源分野

高効率低ＧＷＰ冷媒使用した中小型空調機器技術の開発

アジア省エネルギー型資源循環制度導入実証事業

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
研究開発事業発

二酸化炭素原料化基幹化学品製造プロセス技術開発

有機ケイ素機能性化学品製造プロセス技術開発

国際展開支援分野 先進的な火力発電技術等の海外展開推進事業

ロボット技術分野

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

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

次世代人工知能・ロボット中核技術開発

ロボット活用型市場化適用技術開発プロジェクト

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

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

環境・省資源分野 航空機用先進システム実用化プロジェクト

電子・情報通信分野

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

次世代スマートデバイス開発プロジェクト

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

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

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

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

IoT推進のための横断技術開発プロジェクト

IoT技術開発加速のためのオープンイノベーション推進事業

IoTを活用した新産業モデル創出基盤整備事業

新製造技術分野

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

高輝度・高効率次世代レーザー技術開発

次世代型産業用3Dプリンタの造形技術開発・実用化事業

材料・ナノテクノロジー分野

次世代材料評価基盤技術開発

非可食性植物由来化学品製造プロセス技術開発

革新的新構造材料等研究開発

次世代構造部材創製・加工技術開発

超先端材料超高速開発基盤技術プロジェクト

植物等の生物を用いた高機能品生産技術の開発

次世代自動車向け高効率モーター用磁性材料技術開発

省エネルギー分野

戦略的省エネルギー
技術革新プログラム

未利用熱エネルギーの
革新的活用技術研究開発

高温超電導実用化促進技術開発

国際展開支援分野

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

地球温暖化対策技術普及等推進事業

国際研究開発／コファンド事業

系統サポート分野

電力系統出力変動対応技術研究開発事業

分散型エネルギー次世代電力網構築実証事業

次世代洋上直流送電システム開発事業

蓄電池・エネルギーシステム分野

革新型蓄電池実用化促進基盤技術開発

先進・革新蓄電池材料評価技術開発

新エネルギー分野 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

実用化促進事業関連
中堅・中小企業への橋渡し研究開発促進事業

課題解決型福祉用具実用化開発支援事業

技術シーズの発掘
エネルギー・環境新技術先導プログラム

研究開発型ベンチャー支援事業



 
    

事 業 名 称 対象技術分野 対象者等  一件あたりの助成・委託規模 事業期間 公募予告日 公募期間（予定を含む）, 参考サイト, 備考(過去採択率等） 
 

先
導
研
究
支
援 

将来の国家プロジェクトになり得る革新的なシーズの発掘 

エネルギー・環境新技術先導プログラム 

エネルギー･環境 

企業･大学等による 
産学連携体制 委託:１億円程度以内／年 

原則１年以内 
（最長２年） H29/10/4 

平成30年１月下旬 公募予定          （前回データ：32件採択／110件応募） 
http://www.nedo.go.jp/koubo/CA1_100161.html 

<<備考>> RFI 提出期限 ～H29/11/13 大学･公的研究機関のみ 委託：2,000 万円以内 １年以内 

従来の発想によらない革新的な低炭素技術シーズを探索・創出 

 未踏チャレンジ２０５０ 

大学、公的研究機関 

企業 
委託：500-2000 万円程度／件／年 最大５年 

H29/3/2 
(PO募集) 

H29/3/2～H29/3/16 (プログラムオフィサーの公募) 
http://www.nedo.go.jp/koubo/CA2_100145.html 

H29/4/10 
H29/5/31～H29/7/18・・・・・・・・・・・・・・8件採択／32件応募    
http://www.nedo.go.jp/koubo/CA2_100147.html   

将来の国家プロジェクトになり得る革新的なシーズの発掘 

 新産業創出新技術先導研究プログラム 

新産業創出に結
びつく将来有望な
技術シーズ 

企業･大学等による 
産学連携体制 委託:１億円程度以内／年 

原則１年以内 
（最長２年） H30/1/5 

平成30年2月～30年4月（60日間程度, 予定） 
http://www.nedo.go.jp/koubo/CA1_100165.html  

大学･公的研究機関のみ 委託：2,000 万円以内 １年以内 
 

ス
タ
ー
ト
ア
ッ
プ
支
援 

大学、研究機関、ベンチャーの起業家の育成支援 

研究開発型ベンチャー支援事業/ＴＣＰ 
ＮＥＤＯ Technology Commercialization Program 

新規性・革新性の 
高い技術・分野横断 

企業･大学等の個人 人材育成プログラム ― H29/5/17 
H29/6/5～H29/9/22 <現在審査中> 
http://www.nedo.go.jp/koubo/CA2_100148.html 

ベンチャーキャピタル等と連携してシード期のベンチャーを支援 
研究開発型ベンチャー支援事業/ＳＴＳ 
シード期の研究開発型ベンチャー 

（Seed-stage Technology-based Startups）に対する事業化支援 

新規性・革新性の 
高い技術・分野横断 

シード期の 
研究開発型ベンチャー企業 

2/3 以内助成： 
全期間で 7,000 万円以内 

１年以内 H29/2/10 
H29-① H29/4/3～Ｈ29/5/31 ・・・・・・・・・16件採択／26件応募 
http://www.nedo.go.jp/koubo/CA2_100144.html         

 H28/12/26 
(VC認定) 

H29/2/2～H29/2/24 (認定ベンチャーキャピタルの公募) 
http://www.nedo.go.jp/koubo/CA2_100136.html 

研究開発型ベンチャーの起業家支援 

企業間連携スタートアップ（SCA）に対する事業化支援 
新規性・革新性の 
高い技術・分野横断 

企業間連携 
スタートアップ 

2/3 以内助成： 
全期間で 7,000 万円以内 

１年以内 H28/9/12 
H28/10/3～H28/11/24 (H28年補正）・・・・・・・13件採択／72件応募 
http://www.nedo.go.jp/koubo/CA2_100126.html 

研究開発型ベンチャー支援の中核的な役割を担う専門支援人材を輩出 

高度専門産業支援人材育成プログラム（SSA） 
- 個人 人材育成プログラム 4か月程度 H29/8/15 

H29/8/21～H29/9/19・・・・・・OJT参加数25名/応募72名 
http://www.nedo.go.jp/koubo/CA2_100159.html 

   

実
用
化
開

発
支
援 

再生可能エネルギー分野の事業化を目指した技術開発を支援 
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 

（旧：新エネルギーベンチャー技術革新事業） 
再生可能エネルギー等 中小企業等 

フェーズA 委託：1千万円以内 １年以内 
H29/1/5 H29-① H29/2/6～H29/3/14・・・・・・・・・・30件採択／73件応募 

http://www.nedo.go.jp/koubo/CA2_100139.html フェーズB 委託：5千万円以内 
１年程度 

フェーズC 2/3以内助成：5千万円以内 
H29/8/28 

H29-② H29/10/6～H29/11/6 

http://www.nedo.go.jp/koubo/CA2_100160.html フェーズD  
定額補助：7,500万円以上3億円以内 

１-２年程度 

省エネルギー技術の研究開発を支援 

戦略的省エネルギー技術革新 

プログラム 

 基本スキーム 

省エネルギー 
（2030 年時点
で 10 万 KL /年以
上の省エネ効果） 

企業･大学等 

(企業必須､大学単独 

の提案は不可) 

インキュベーション研究開発フェーズ 
2/3 以内助成：2000 万円/件･年 ※１ 2年以内 ※2 

H30/1/5 

平成30年2月上旬 公募予定      （前回データ：29件採択／61件応募） 
http://www.nedo.go.jp/koubo/DA1_100222.html ★ 
※1 NEDO負担率＋実施者負担額  ※2 事業終了は3月予定 
※3 通常２年または３年。事業終了は2月または3月の予定 

別フェーズと組み合わせる場合、事業期間１年でも可能。 
3年の場合、2年終了時に継続可否審査  

実用化開発フェーズ 
2/3or1/2 以内助成:3 億円/件･年 ※１ 3年以内 ※3 

実証開発フェーズ 
1/2or1/3 以内助成:10 億円/件･年※１ 3年以内 ※3 

テーマ設定型 
事業者連携スキーム 

２社以上の企業の参画 

開発成果の普及を促す
体制であること。 

2/3 以内助成：５億円/件･年 

         (NEDO助成費＋実施者負担額) 
5年以内 ※4 H30/1/5 

平成30年2月上旬 公募予定       （前回データ：2件採択／6件応募） 
 http://www.nedo.go.jp/koubo/DA1_100222.html ★ 

<<備考>> H30年事業に対するRFI 提出期限 ～H29/12/5 
※4 事業終了は2月予定。4年以上の場合、3年終了時に継続可否審査 
          H29年度・・・・・・・2件採択／6件応募 

省エネルギー技術開発事業の
重要技術に係る周辺技術・ 
関連課題の検討 

調査タイプＡ 
（中堅中小企業、大学等） 
調査タイプＢ 
（企業、大学等） 

[調査等] 委託：1千万円以内 
（基本スキーム、又は テーマ設定型事業者 
連携スキームへの応募予定者のみ申請可） 

1年以内 ※5 H29/4/28 
 H29/5/22～H29/6/21・・・・・・・・・・・・・・6件採択／16件応募      
 http://www.nedo.go.jp/koubo/DA2_100207.html 
※5 H29.8～H30.1.31 又はH29.8～H30.6.29        

福祉用具の実用化を支援 
課題解決型福祉用具実用化開発支援事業 

福祉用具 中小企業等 
２/３以内助成：                   ※6 
年間2,000万円以内 ３年以内 H29/1/22 

平成30年3月上旬 公募予定      （前回データ：4件採択／28件応募） 
http://www.nedo.go.jp/koubo/CA1_100166.html 
※6 大企業の出資比率が一定比率以上の事業者は１/２以内助成 

IoT推進部実施事業の周辺技術･関連課題における小規模研究開発  
  IoT推進ラボ・経済産業省との連携公募 

ネットワーク／ 
コンピューティング／ 
電子デバイス 

企業（団体等を含む） 
大学等 

委託 2,000 万円以内／年間 1年以内 H29/10/31 H29/11/16～H29/12/15 
http://www.nedo.go.jp/koubo/IT2_100038.html 

AIシステム共同開発支援事業 

Connected Industries
東京イニシアティブ
2017に示される5つ
の重点取組分野 

ベンチャー企業 助成事業の公募の詳細は、公募開始時公開 H30/1/15 平成30年3月下旬 
http://www.nedo.go.jp/koubo/CA1_100167.html 

中堅・中小・ベンチャー企業の実用化開発を支援 

中堅・中小企業への橋渡し研究開発促進事業 
新規性・革新性の 
高い技術・分野横断 

中堅･中小･ベンチャー 
企業及び組合等 
(ただし橋渡し研究機関 
との共同研究等が必要) 

2/3 以内助成： 
全期間で 1億円以内（下限1,500万円） 

２年以内 H28/9/12 

H28/10/3～H28/12/1 (H28年補正）・・・・・・17件採択／115件応募 
http://www.nedo.go.jp/koubo/CA2_100127.html 
<<備考>> 橋渡し研究機関の確認申請 ～H28/12/1 
http://www.nedo.go.jp/koubo/CA2_100129.html 

   

マッチング支援 

開発成果の継続的なマッチング機会を NEDO ホームページで提供 
サンプルマッチング 

研究開発型・ 
分野横断 

NEDＯ事業者 ホームページ掲載    
随時受付中：イノベーション推進部 総括グループ 
TEL：044-520-5170 FAX：044-520-5177  



③新産業創出新技術先導研究プログラム

次世代プロジェクトシーズ発掘事業

エネルギー・環境技術先導プログラム

①エネルギー・環境新技術先導プログラム
２０３０年頃以降の実用化を見据えた革新的な技術・システムを対象。

②未踏チャレンジ２０５０

募集区分 実 施 期 間 規模（年／件）

Ａ 原則１年以内（ただし外部性を取り入れた中間評価を通

過したものに限り、最大２年程度の実施期間とすることが可能）

１億円程度以内

Ｂ 原則１年以内 5千万円程度以内

実 施 期 間 規模

最大５年 （ただし事業開始より

２～３年後に外部性を取り入れた
中間評価を実施する）

５百万ー
２千万円
程度

2050

社会普及

国家プロジェクト：技術シーズ実証

「エネルギー・環境新技術
先導プログラム」：
技術シーズ育成

社会実装「未踏チャレンジ2050」：
革新的な低炭素技術
シーズを探索・創出

２０５０年頃を見据えた温室効果
ガスの抜本的な排出削減を実現する
革新的な技術・システムを対象。

公募 H30年 2月(開始予定）

公募 H30年 2月(開始予定）



次世代プロジェクトシーズ発掘事業

エネルギー・環境技術先導プログラム

原則として企業及び大学等で構成する産学連携の体制で実施し、各企業、大

学等の、それぞれの責任と役割が明確化されていること。ただし、将来的に産学連携となる研究
開発体制の具体的な想定があり、かつ、少なくとも現時点で連携先となる企業を模索する具体
的な取り組みが行われている場合には、大学等のみによる応募も可能とする。

本邦の企業等で日本国内に研究開発拠点を有していること。なお、国外の
企業等（大学、研究機関を含む）の特別な研究開発能力、研究施設等の活用又は国際標
準獲得の観点から国外企業等との連携が必要な場合には、国外企業等との連携により実施す
ることができることとする。

応募資格

応募件数及び採択件数推移
応募件数 採択件数

平成２６年度 １７２件 ３６件

平成２７年度（１） ５３件 １０件

平成２７年度（２） ７３件 ２０件

平成２８年度 ５２件 １２件

平成２９年度 １１０件 ３２件

平成２９年度

応募件数 採択件数

３２件 ８件

参考：未踏チャレンジ2050



（資金支援なし）
1年以内

詳細検討中 7,000万円以内/件、
2/3

2年以内

7,000万円以内/件、
2/3

1年程度

TCP
Technology 

Commercializa
tion Program

ステージ/時間

事
業
規
模 ・初期の研究開発・

市場調査等の支援
・カタライザーからの助言

メンター・カタライザー
（VC・元起業家など、
ビジネスプラン作成のプロ）

・ビジネスプラン作成研修
・メンターからの助言
・国内外でのピッチによる
投資家等とのマッチング

事業会社

・認定VC等による出資とハンズオン支援
（研究開発支援の要件）

認定VCこれから事業を開始する
スタートアップの方

資金調達を目指す
スタートアップの方

事業会社と共同研究を行う
スタートアップの方

新事業を開始される方
ビジネスプランを練りたい方

SCA
企業間連携スタートアップ
に対する事業化支援STS

シード期の研究開発型
ベンチャーに対する
事業化支援

NEP
起業家候補支援

研究開発型ベンチャーの起業家支援事業

平成26年度～ 平成30年度～ 平成27年度～ 平成28年度～



世界初、排泄のタイミングを予知する
ウェアラブルデバイス
トリプル・ダブリュー・ジャパン株式会社

新規マグネシウム合金を応用
した生体内分解性体内用
結さつクリップの実用化開発
ドリームファスナー(株)

世界初後付けスマートロック「Akerun」を提供
(株)Photosynth

産業用ロボットの「目」と
「脳」にあたる3次元
ビジョンセンサを開発
(株)三次元メディア

研究開発型ベンチャーの起業家支援事業



研究開発成果の実用化･事業化支援事業

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

事業の概要

再生可能エネルギー分野の重要性に着目し、中小企業等（ベ
ンチャー企業を含む。）が保有している潜在的技術シーズを
基にした技術開発を、公募により実施するもの。

公募期間 （平成29年度１回） H29年 2月6日～ 3月4日

（平成29年度２回） H29年10月6日～11月6日

募集区分 フェーズＡ
ＦＳ

フェーズＢ
基盤研究

フェーズＣ
実用化研究開発

フェーズD
大規模実証研究開発

事業形態 委託 委託 助成：２／３ 助成：定額

委託・助成金額 1千万円以内／件 5千万円以内／件 5千万円以内／件 3億円以内／件

事業期間 １年間以内 １年間程度 １～２年間程度



研究開発成果の実用化･事業化支援事業

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

応募のテーマ

公募する技術分野は、エネルギー基本計画、新成長戦略等に
示される次の分野

（１）［１］太陽光発電 ［２］バイオマス ［３］燃料電池・蓄電池
［４］地熱・熱利用［５］風力発電その他未利用エネルギー

（２）再生可能エネルギーの普及、エネルギー源の多様化に
資する新規技術（燃料電池、蓄電池、エネルギーマネジメント
システム等)

技術課題の例として
・変換効率、信頼性、耐久性等、性能改良に資する技術開発
・低コスト化、歩留まり向上等、製造法の改良に資する技術開発
・安定化、長寿命化等、コスト削減に資する技術開発
・信頼性、品質向上、メンテナンス性向上等に資する技術開発
・テストプラント等での大規模な実証研究開発



申
請

申
請

申
請

フェーズＡ
フェーズＢ

フェーズＣ

フェーズＤ

申
請

技術シーズを保有し
ている中小企業等
（ベンチャーを含む）
が、事業化に向けて
必要となる基盤研究
のためのフィージビリ
ティ・スタディを実施

要素技術の信頼性、品
質向上、システムの最適
設計･最適運用などに資
する技術開発や、プロトタ
イプの試作およびデータ計
測等、事業化に向けて必
要となる基盤技術の研究
を実施

事業化の可能性が高
い基盤技術を保有して
いる中小企業等（ベン
チャーを含む）が、事業
化に向けて必要となる
実用化技術の研究や
実証研究等を実施

事業化のリスクが高いものの、基
礎となる技術が確立された極め
て有望な技術を保有し、それを
実証する能力を有する中小企
業等（ベンチャー含む）が、必
要に応じて自治体や大企業等
と連携して、事業化に向けた大
規模な実証研究を実施

ス
テ
ー
ジ
ゲ
ー
ト
審
査

ス
テ
ー
ジ
ゲ
ー
ト
審
査

＜フェーズＡ＞ 中小企業等と連名申請者の複数機関で
の申請が前提であると共に連名申請者の１つは大学等で
あることが必要。
＜フェーズＢ＞ 中小企業等の単独申請も可能（単独申
請の場合は実施体制に大学等を含むことが必要）。
＜フェーズＣ･Ｄ＞ 複数機関での申請の場合は連名申
請者は中小企業等であることが必要（大学等は共同研
究先として参画が可能）。
※フェーズＤは連名申請者として大企業の参画が可能。

事

業

化

研究開発成果の実用化･事業化支援事業

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



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

マイクロ波化学株式会社

マイクロ波の利用により従来プロセスよ
りも大幅な省エネを実現 。莫大なエ
ネルギーを消費する化学産業を革新
する「マイクロ波」

研究開発成果の実用化･事業化支援事業

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

株式会社ロータス・サーマル・ソリューション
ロータスアロイ株式会社

一方向性気孔を利用した
マイクロチャネル型高性能ヒートシンク

株式会社アイ・エレクトロライト
「宇宙を目指した材料開発

～海藻由来のリチウムイオン
電池部材とイオン液体電池」

燃えない、揮発しない電池を
創生するイオン液体電解質、
正極の水系製造工程を実
現するバインダー
“Powerbinder”



研究開発成果の実用化･事業化支援事業

戦略的省エネルギー技術革新プログラム

基本スキーム
テーマ設定型事業
者連携スキーム募集区分 インキュベーション

研究開発
実用化開発 実証開発

事業形態 助成：２／３ 助成：２／３ 助成：１／２ 助成：２／３

事業金額 2千万円以内／件年 3億円以内／件年 10億円以内／件年 5億円以内／件年

事業期間 ２年間以内 ３年以内 ５年以内

事業の概要
「省エネルギー技術戦略」で掲げる重要技術を中心として、
2030年に高い省エネルギー効果が見込まれる省エネルギー技
術について、技術開発を支援します。

募集区分 省エネルギー技術開発事業の重要技術に係る周辺技術・関連課題の検討

委託金額 上限1,000万円（消費税含み、100％NEDO負担）

対象技術
本プログラムへの提案内容の充実・強化を図るための技術の優位性・新規性の検証、事
業性の明確化等に貢献するもの。大企業の場合、実験・シミュレーション主体の技術的
検討のみが対象）

公募 H30年 2月(開始予定）



研究開発成果の実用化･事業化支援事業

戦略的省エネルギー技術革新プログラム

必要とされる省エネルギー効果量
・２０３０年時点で、１０万ｋL /年以上 ※原油換算値。

費用対効果：実用化開発フェーズ３年間の場合

３年間の事業費が、1.0億円／年、1.5億円／年、0.8億円／年の場合、

技術開発費の上限に対する事業費の比率が最大になるのは、1.5億円／年。
この場合の技術開発費の上限に対する比率は１／２です。よって必要とさ
れる省エネルギー効果量は「2030年時点で５万KL／年以上」で可能。

原油換算値 石炭
（輸入原料炭）

石油製品
（ガソリン）

都市ガス 電力
（電力受電端発熱量)

10万ｋＬ 13.5万ｔ 11.6万ｋＬ 9190万ｍ３

-SATP
40900万ｋＷｈ

参考：主なエネルギー源別の省エネルギー効果量相当値



計算例 高輝度ＬＥＤ照明機器の技術開発

・従来の省エネ型高輝度照明機器の消費電力 ４００Ｗ
・技術開発する高輝度ＬＥＤ照明機器の消費電力 ２００Ｗ（開発品により消費電力５０％減）

高輝度照明機器の年間稼働時間 ３０００ｈ
・従来の省エネ型高輝度照明機器の年間消費電力は １２００ｋＷｈ／個・年・・・（１）
・技術開発する高輝度ＬＥＤ照明機器の消費電力は ６００ｋＷｈ／個・年・・・（２）

電力受電端発熱量 ９．４８４ＭＪ／ｋＷｈ ・・・（３）
原油への換算 発熱量１ＭＪを原油 ２．５８×１０－５ｋＬ・・（４）

効果量の算出
高輝度ＬＥＤ照明機器１台の年間消費電力削減量を原油換算すると
{（１）－（２） } × （３） × （４） ＝
６００ × ９．４８４ × ２．５８ ×１０－５ ＝ ０．１４７ｋＬ（個・年）・・（５）

２０３０年での導入量は販売予定数から ５０万個とすると
省エネルギー効果量（原油換算値）＝
（５）× ５０万個 ＝ ０．１４７ｋＬ×５０万＝ ７．４万ｋＬ／年

研究開発成果の実用化･事業化支援事業

戦略的省エネルギー技術革新プログラム

エネルギー別標準発熱量の一覧は数値表が用意されている。
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技術シーズを活用し、
開発・導入シナリオの
策定等を行う。
実用化開発・実証開
発の事前研究。

保有している技術・ノウ
ハウ等をベースとした応
用技術開発。
開発終了後３年以内
に製品化を目指す。

実証データを取得する
など、事業化を阻害し
ている要因を克服し、
本開発終了後、速や
かに製品化を目指す。

「基盤技術開発及び実用化開発」の位
置付けで、開発終了後、
原則として3年以内に製品化を目指す

課題公開中！
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研究開発成果の実用化･事業化支援事業

戦略的省エネルギー技術革新プログラム

★特定技術開発課題
は実用化開発フェーズより



研究開発成果の実用化･事業化支援事業

戦略的省エネルギー技術革新プログラム

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」

東京工業大学、株式会社竹中工務店、
鹿島建設株式会社、竹本油脂株式会社
日鉄住金高炉セメント株式会社、
株式会社デイ・シイ、
太平洋セメント株式会社、
日鉄住金セメント株式会社

業界大手7社と1大学が参加の大型プロジェクト

セメントに関連するCO2は日本全体の約3％

最適の成分比を求めて試行錯誤、ぎりぎりの1点配合にたどりつく

2030年には原油換算で年間21.7万KLの削減効果

「エネルギー使用合理化技術戦略的開発」

（2003～2010年度）

「省エネルギー革新技術開発事業」

（2009年度～、2012年度より「戦略的省エネルギー技術革新プログラム」）



研究開発成果の実用化･事業化支援事業

中堅･中小企業への橋渡し研究開発促進事業

事業の概要

中小企業等が橋渡し研究機関から技術シーズの移転をうけてビ
ジネスにつなげることや、保有する技術を橋渡し研究機関の能
力を活用して迅速かつ着実に実用化することを通じて、自社の
技術力向上や生産方法等の革新等を実現することを支援。

対象者

中堅・中小企業及び組合等
①中小企業基本法で定める「中小事業者」
②売上高1,000億円未満又は従業員が1,000人未満の企業「中堅企業」
③「中小企業者」又は「中堅企業」としての組合等

応募要件
共同研究先に「橋渡し研究機関」を含み､「橋渡し研究機関」が研究開発の重要な
役割を担うこと。

助成金額 助成：２／３ 1億円以内（下限1,500万円）／事業期間

対象技術
新産業の振興のためのイノベーションの創出に資する新規性・革新性の高
い実用化開発で経済産業省所管の鉱工業技術（但し、原子力技術に
係るものは除く）であること。



研究開発成果の実用化･事業化支援事業

課題解決型福祉用具実用化開発支援事業

事業の概要

福祉用具は一般的に市場リスク・開発リスクが大きいため、新
たな技術が開発されても、企業が単独でその技術の実用化を図
ることは非常に困難。福祉用具の製品開発を担う民間企業と
ユーザー評価を担う機関・個人（福祉施設・介護施設）とが連

携し、アクセシビリティに配慮しやすい製品等の開発・実用化

を支援。

対象者 中小企業者に該当する法人。「中小企業者」としての組合等。

助成金額 助成：２／３ 年間2000万円×事業期間（最大３年）

助成実績 平成5年度から事業を開始、平成28年度までに222件を採択。

公募 H30年 3月(開始予定）



IoT社会の実現に向けて必要となる技術に関する技術課題や周辺技術に係る研究開発を支援

「IoT社会の実現に向けたIoT推進部実施事業の
周辺技術・関連課題における小規模研究開発の実施」
（IoT推進ラボ・経済産業省（IoT Lab Selection）との連携公募）

＜詳細はIoT推進ラボ IoT Lab Selection（官民合同資金・規制等支援） https://iotlab.jp/jp/selection.html ＞

支援対象と
評価項目

支援対象：IoT等を活用した先進的プロジェクト全般
(大企業・中小企業・個人等は問わない）

評価項目：下記を考慮して選考
①成長性・先導性 ②波及性（オープン性）
③社会性 ④実現可能性

支援内容

下記３つから支援内容を選択可能（複数可）
①資金支援
②メンターによる伴走型支援
③規制改革・標準化等に関する支援

（グレーゾーン解消制度、企業実証特例等の活用における手続支援や
規制改革・標準化等に向けた調査・実証等）

応募内容
の共有

申請者の希望により、申請内容を
①参画支援機関や ②ラボ会員に共有可能
※最終選考に残らなかった場合でも、支援機関やラボ会員企業等に自
らの事業内容を発信可能

申請者の希望に応じて、
各参画支援機関が融資、
出資等の資金支援を検
討します。

https://iotlab.jp/jp/selection.html


平成３０年度予定事業（詳細検討中）



平成30年3月下旬 本公募開始予定






