
H2＋O2H2O H2光触媒 分離膜

開発項目①
CO2

工場排ガス等

CO＋H2
C2～C4

オレフィン
合成触媒

開発項目②

開発項目１ 

開発項目２ 

・国内で使用される化学品原料はナフサ等の化石資源に大きく依存しており、地球温暖化への影響
の懸念や、輸入に頼る原料の価格上昇・枯渇リスクに直面している状況。 

・本事業では、太陽エネルギーを利用して、光触媒による水分解で得た水素と二酸化炭素を原料と
して基幹化学品を製造する基盤技術の確立を目指すもの。 

・光触媒開発における、太陽エネルギーを用いた水の分解による水素製造において、太陽エネル
ギーの世界トップレベルの変換効率２％達成する光触媒を開発。 

①光触媒材料の組み合わせの最適化を図ることで光
触媒をシート状に成形したパラレルセルの性能評
価を行った結果、目標を上回る太陽エネルギー変
換効率２％を達成。 

 
②分離膜開発では、分離性能の自主目標を達成する

複数の分離膜材料候補を抽出。 
 
③合成触媒開発では、ＣＯ２由来の炭素のオレフィン

への導入率７０％を達成するプロセスを複数開発。 

人工光合成の水素製造で太陽光エネルギー変換効率２％を達成 
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1.（1）技術開発マネジメント関連業務 （キ）技術分野ごとの計画 

（ｖ）環境・省資源分野 

二酸化炭素原料化基幹化学品 
製造プロセス技術開発 

水素発生用

光触媒

酸素発生用

光触媒

1cm

開発した光触媒の(シート) 

H2O2

疑似太陽光
（ｿｰﾗｰｼﾐｭﾚｰﾀｰ）

水素発生用
光触媒

酸素発生用
光触媒

パラレルセル（タンデム配置） 

事業概要と各開発項目 

① ② ③ 

 

    今後は実用化を見据えた光触媒の性能劣化要因
解析を進め、平成２７年度中に寿命に係る目標を
新たに設定。 

全ての開発項目で中間目標を達成 



低炭素社会を実現する 
超低電圧デバイスプロジェクト 

低消費電力化に資する新しいトランジスタ構造を用いた集積回路を開発 

平成２６年度の開発成果(例） 応用先（例） 

新不揮発デバイスと新構造ト
ランジスタを搭載した集積回
路の超低電力動作実証ボード 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

データセンター 

スマートフォン 

1.（1）技術開発マネジメント関連業務 （キ）技術分野ごとの計画 

（ⅵ）電子・情報通信分野 

チップ

新不揮発デバイス（磁性変化デバイス、超格
子膜を使用した新型メモリデバイス、原子移
動型スイッチデバイス）の基盤技術を確立し、
これらを用いた集積回路の低電力動作を実
証。 

 
実証アプリケーションチップを試作し、０．４Ｖ

以下の超低電圧で動作し、実用化回路レベ
ルで従来デバイスに対して消費電力を１/１０
に低減する基盤技術を確立。 
 

新不揮発デバイス、新構造トランジスタの活
用により、消費電力が１桁以上小さいＬＳＩが
実現でき、小さな電池１個でも長期間動作で
きる機器などへの応用の道が開ける。 
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・将来見込まれるデジタル情報量の増加に伴う電力消費の増大に向け、低消費電力型の集積回路
を開発。 

・ＮＥＤＯは、産総研スーパークリーンルームを研究開発拠点とした産官学連携の体制を構築、新し
いトランジスタ構造を用いた集積回路を開発。 

・目標として掲げていた新不揮発デバイスのみならず、それらを統合した集積回路においても０．３７
Ｖ（従来の１／３）の超低電圧での動作を実証し、ＩＴ機器の消費電力１／１０に道を開いた。 



・ＮＥＤＯは１９９８年からＳｉＣ（炭化ケイ素）を、２００２年からＧａＮ（窒化ガリウム）を使用したパワー
半導体の技術開発に着手。 

・ウェハ、デバイス、周辺材料の開発を行う企業および基礎的な原理を研究する大学等との垂直型
の連携による長期的な研究開発を実施。 

省エネルギー社会を支えるパワー半導体の開発 

1.（1）技術開発マネジメント関連業務 （キ）技術分野ごとの計画 

（ⅵ）電子・情報通信分野 

あらゆるものが電気で動く現代社会において、交流と直流の変換や、電流・電圧・周波数等を調整するパワー半導体は、
社会全体の大幅な省エネに繋がる重要な技術。 

ＮＥＤＯは１９９８年から、現在
の主流であるＳｉ（シリコン）と比
べて、大幅な省エネ・小型化が
期待されるＳｉＣ（炭化ケイ素）や
ＧａＮ（窒化ガリウム）を使用し
たパワー半導体の技術開発に
着手。 
 

ＧａＮウェハの開発では天野教
授（ノーベル物理学賞受賞）も
参画し、実用化に向けた取り組
みを実施。 
 

今後は、次世代自動車や省エ
ネ家電、ロボット等への適用を
目指す。 
 

超低損失電力素子 
技術開発 

ＳｉＣ４インチ結晶の 
成長を達成 

ＳｉＣ （炭化ケイ素） 

エネルギー使用
合理化技術 
実用化開発 

パワーデバイスの
試作を実施 

パワーエレクトロニクス 
インバータ基盤技術開発 
Ｓｉインバータと比較して、体
積１／４、電力損失７０％低
減のＳｉＣインバータを実現 

低炭素社会を実現する 
新材料パワー半導体 

ＳｉＣ６インチウエハの 
開発に成功 

次世代パワーエレクトロニクス技術開発 
世界最小のオールＳｉＣインバータを開発 

ＧａＮ （窒化ガリウム） 

窒化物半導体を用いた 
低消費電力型高周波 

デバイス開発 
世界最高の高速動作 
ＧａＮデバイスを実現 

ナノエレクトロニクス半導体新材料・
新構造技術開発・窒化物系化合物
半導体基板・エピタキシャル成長 

技術の開発 
４インチかつ高品質なＧａＮウエハを実現 

1998   1999   2000   2001  2002  2003  2004  2005  2006   2007  2008  2009   2010  2011  2012   2013  2014  2015  2016   2017  2018  2019   2020 

1998 2002 2003  2005  2006  2010 

  2010   2014 

2009 2012 

  2002  2006  2007  2012 

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

「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」 

研究開発項目③次世代パワー 
エレクトロニクス応用システム開発 

2014   2018 

2014     2019 
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世界初 鉄道車両用フルＳｉＣ適用インバータ装置の実現 

1.（1）技術開発マネジメント関連業務 （キ）技術分野ごとの計画 

（ⅵ）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 

従来車両と比べ、定員乗車時で約２
０％、満員乗車時には最大約３６％
の消費電力を削減。また、既存主回
路システム比で外形寸法・質量とも
に８０％以上を削減。 

フルＳｉＣインバータを適用した    
小田急電鉄株式会社１０００形車両 

「“超”モノづくり部品大賞」の「電気・電子
部品賞」を受賞した金属セラミック基板 

金属セラ
ミック基板 銅層 
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・ＮＥＤＯは、デバイス開発の最終目標（耐圧３ｋＶ以上など）を半年前倒しで達成する等により、電力
変換器の早期実用化に貢献。 

・定員乗車時で約２０％、満員乗車時には最大約３６％の消費電力を削減できる大容量フルＳｉＣパ
ワーモジュールを、世界で初めて鉄道車両用インバータ装置として実用化。 

・また、ＳｉＣパワーデバイスの周辺材料開発の成果として、高耐熱パワーモジュール向けの金属セラ
ミック基板が「“超”モノづくり部品大賞」を受賞。 

金属箔を使わずに、独自の銅ペース
ト印刷技術を用いて、放熱金属セラ
ミック基板を開発。-４０℃から２５０℃
の温度範囲で１０００回のサイクルに
耐える耐熱サイクル性を実現。 

   また、銅層の厚み調整が容易、低温
焼成可能という特長を有し、扱いやす
く、焼成コスト低減などが期待される。 



最新の電子デバイスの用途開拓を推進 

1.（1）技術開発マネジメント関連業務 （キ）技術分野ごとの計画 

（ⅵ）電子・情報通信分野 

クリーンデバイス社会実装推進事業 

省エネルギーに資するクリーンデバイスを活用し、
社会課題解決及び社会価値を提供するユースケー
ス創出を目指す。 平成２６年度は５テーマを採択。 
 

ユーザが求める共通の仕様を策定し、安全性・信
頼性や標準化・共通化に向けて委員会活動やコン
ソーシアム活動を推進。ＣＥＡＴＥＣ等、展示会等で
成果報告。 
 

テーマの実用化・事業化、安全性・信頼性における
課題解決のため、外部専門家の「技術経営アドバイ
ザー」を設置し、多方面の意見を定常的に取り入れ
られるマネジメント体制を構築。 

環境発電デバイス 

高機能バイタルサインセンサ 

ＲＧＢレーザー光源モジュール 

新しい製品・サービスに実装 

ＧａＮ増幅器モジュール 

高速・高感度・低ノイズ 
ＣＭＯＳイメージャー 

２６年度採択５テーマ 

・ＮＥＤＯは、社会に実装されることで省エネルギー効果が期待される最新の電子デバイス（クリーン
デバイス）の用途を拡大、新市場の創出を目指す新しいプロジェクトを開始。 

・デジカメ等に使われる高速・高感度・低ノイズＣＭＯＳイメージャーや、光・熱・振動・電磁波等のエネ
ルギーを利用した環境発電デバイスなどの実装・実証、標準化・共通化を推進し、電力消費量の削
減に貢献。 
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印刷によるフレキシブルデバイスの連続製造技術を開発 

1.（1）技術開発マネジメント関連業務 （キ）技術分野ごとの計画 

（ⅶ）材料・ナノテクノロジー分野 

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 

高度フレキシブル電子基板の連続製造技術
および高度ＴＦＴアレイ印刷製造技術を開発し、
世界初の全印刷連続一貫生産ラインによるフ
レキシブルＴＦＴアレイシートの試作を実施。 
さらにＴＦＴアレイの性能検証を目的として、圧力
センサーシートを試作。 

レール型電子棚札 

試作した圧力センサーシート 

・真空、高温下で多量のエネルギーを消費する従来の製造方法に代わり、省エネ・省資源な印刷に
よる連続製造技術の開発と、その適用先として電子ペーパーやフレキシブルセンサといったデバイ
ス技術の開発を実施。 

・省エネ・大面積・軽量・薄型・フレキシブル性を実現可能なプリンテッドエレクトロニクスの早期実用
化・ビジネス展開を目指す。 

※ プリンテッドエレクトロニクス：印刷技術を利用して電子回路などの 
                    エレクトロニクス製品を生産すること。 

ＴＦＴを用いたフレキシブル電子ペーパーを開
発するとともにカラーフィルタ技術を適用し、世
界で初めて部分的なカラー化を可能にしたレー
ル型電子棚札を開発。 

フレキシブルＴＦＴアレイシート 

61 



1.（1）技術開発マネジメント関連業務 （キ）技術分野ごとの計画 

（ⅵ）電子・情報通信分野 

トランシーバの小型化・低消費電力型化を実現 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 

世界最高仕様の超小型光トランシーバ 
・国際会議ＩＳＳＣＣ、ＯＦＣで発表、プレスリリース。 
・会場で動展示デモンストレーション。 

デジタルコヒーレント 
トランシーバ 
・開発成果、事業化 
 計画をプレスリリース。 
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・今後のデジタル情報量の増加に伴う電力消費の増大に向け、サーバ、データセンター、ネットワーク
機器等に組み込まれるトランシーバの低消費電力型化を実現。 

・シリコンフォトニクス技術を用いた世界最高仕様の超小型光トランシーバの開発に成功し、２０１５年
度内にサンプル提供予定。また、小型デジタルコヒーレントトランシーバは従来の半分のサイズと低
消費電力を実現。２０１５年度中の事業化を目指す。 

超小型光トランシーバの開発においては、競合の開発
動向を把握し、小型光トランシーバにおける世界最高の
仕様（サイズ５ｍｍ角、電力効率５ｍＷ／Ｇｂｐｓ、伝送速
度２５Ｇｂｐｓ）を目標に設定。 

   予算を加速的に投じて、当初の目標達成時期よりも半年
前倒しで世界最高仕様の超小型トランシーバの開発に
成功、世界をリード。 
 

デジタルコヒーレントトランシーバの開発においては、そ
の早期事業化に向け、２８年度達成目標を従来比１／２
から１／４サイズへ、消費電力を４５Ｗから２０Ｗへと引
き上げ。  

   ２６年度末成果として、従来比１／２サイズ、消費電力１
２Ｗを達成。これらの小型化、低電力化の成果を一部切
り出し、実用化開発を推進。 



ナノ炭素の革新的材料を開発 

1.（1）技術開発マネジメント関連業務 （キ）技術分野ごとの計画 

（ⅶ）材料・ナノテクノロジー分野 

低炭素社会を実現する 
ナノ炭素材料実用化プロジェクト 
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世界初の複合材料中の電流伝搬観察技術により、
複合材料中のカーボンナノチューブの状態と特性
発現メカニズムの関係を明確化（図１）。 
 

革新的材料として微細電気２重層キャパシタ、高耐
熱樹脂、超軽量導電線等を開発（図２）。 
 

革新的薄膜形成技術として、大面積グラフェン薄膜
を開発。世界初の静電容量式タッチパネルを実現
（図３）。 
 

ＮＥＤＯが安全性評価技術（応用製品からの暴露評
価）の開発を行うことで、市場化を目指す企業のリ
スクを低減。 
 

助成事業による応用技術開発、サンプル提供等に
よる用途開拓を実施し、基盤技術開発へフィード
バックを行うことでより効果的なアウトプットを実現。 

図１．ロックインサーマル
スコープによるカーボンナ
ノチューブ複合材料中の
電流伝搬観察技術 

図２．微小電気２重層キャパシタアレイ(左)と素子の模式図(右) 

図３．世界初グラフェン静
電容量式タッチパネル 

・ＮＥＤＯは、カーボンナノチューブやグラフェンなど次世代の材料として期待されるナノ炭素材料の実
用化を促進する研究開発を実施。 

・カーボンナノチューブを用い当初目標２３０℃を上回る３５０℃の耐熱性能を有する耐熱性ゴムや、
世界初となるグラフェンを用いた静電容量式タッチパネルなど、各種デバイスへのナノ炭素材料の
応用を実現。 



非可食性バイオマスを利用した耐衝撃性バイオポリマーを開発 

1.（1）技術開発マネジメント関連業務 （キ）技術分野ごとの計画 

（ⅶ）材料・ナノテクノロジー分野 

バイオトランスポリイソプレンの耐衝撃性 

ＫＪ/m2 

大阪大学内に設置した日立造船協働研究所において、バイオトランスポリ
イソプレンの高度精製技術、混練・成形技術等の一貫製造プロセス開発か
ら、高機能バイオポリマーの開発まで一体的に推進。 
 

耐衝撃性が求められる自動車産業、福祉用具産業、スポーツ産業など国
内成長が期待される化学産業への適用が期待。 

杜仲（トチュウバイオマス） トチュウの果皮 精製バイオトランス 
ポリイソプレン 

成形シート（２ｍｍ厚） 

※1 杜仲（トチュウバイオマス）：トチュウは地球上の栽培可能面積が最も広い温帯域で栽培が可能であり、植物体の全体にバイオトランスポリイソプレンが含
まれている。 
※２ バイオトランスポリイソプレン：バイオトランスポリイソプレンは植物が体内で合成する高分子化合物で、木本植物のトチュウは大気中のＣＯ２を取り込ん
で生成する。トチュウ由来のトランスポリイソプレンは天然ゴムの主成分のシスポリイソプレンとよく似た化合物だが、分子の立体構造の違いから硬質な化合
物となっている（シスポリイソプレンは柔軟性を示す）。 

現在石油原料から作られるトランスポリイソプレンは、分子量分布が広く高分子量体の製造が難しいため、産業利
用が広がっていない。 
一方、植物由来のバイオトランスポリイソプレンは、石油由来化学品に比べて高分子であり、分子量も均一度が高
い特徴を持つため、分子構造は同じ化学品でありながら、石油由来化学品とは全く異なる物性を示す。 

・自動車産業、福祉用具産業、スポーツ産業等への適用が期待されながらも、製造が難しく産業利用
が広がっていなかったトランスポリイソプレンを、非可食性バイオマスである木本植物の杜仲（ト
チュウバイオマス）から生産。 

・成形品は、代表的なバイオ素材であるポリ乳酸（標準品）と比較して、２６倍の耐衝撃性を発揮。 

非可食性植物由来化学品 
製造プロセス技術開発 
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省エネに大きく寄与する超高精度モーター損失分析評価装置を開発 

1.（1）技術開発マネジメント関連業務 （キ）技術分野ごとの計画 

（ⅶ）材料・ナノテクノロジー分野 

次世代自動車向け高効率 
モーター用磁性材料技術開発 

従来のモーター電磁損失の分析評価においては、分析評価装置と供試モーターとの間に機械的
接触があったため、摩擦により分析装置そのものに損失が発生し、評価に誤差が生じていた。 
 

機械損失の大幅低減技術として、磁気浮上（非接触構造）し摩擦損失の無い磁気軸受を搭載した
超高精度モーター損失分析評価装置を世界で初めて開発。 

図２．超高精度モーター損失分析評価装置 図１．磁気軸受による機械損失変動要因の低減 

接触部における
摩擦により、機械

損失が発生 

・分析評価装置と供試モーターとの間での機械的接触による摩擦のため評価が困難であったモー
ター電磁損失について、磁気軸受けを搭載し超高精度分析評価を可能とした装置を世界で初めて
開発。  

・これにより、モーター電磁損失のより高精度な測定が可能となり、さらに高効率なモーターの設計
やモーターの省エネルギー化に見通しを得た。 
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ヒト多能性幹細胞の新規三次元培養法を開発 
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1.（1）技術開発マネジメント関連業務 （キ）技術分野ごとの計画 

（ⅷ）バイオテクノロジー分野 

再生医療の産業化に向けた 
細胞製造・加工システムの開発 

＊１ ＥＳ細胞やｉＰＳ細胞など、無限の増殖能と多分化能を有する細胞。 

培養バッグ（２００ｍｌガス透過性）を用いた三次元スフェア培養の外観 ２００ｍｌガス透過性培養バッグによる三次元スフェア
培養で維持した多能性幹細胞スフェアの形態 

200μm 200μm 

•今後の再生医療等の実用化に不可欠となるヒト多能性幹細胞（ＥＳ／ｉＰＳ細胞）＊１の大量培養技術
として、これまでに開発した三次元スフェア培養法を用いて世界最高レベルの高密度培養に成功。 

•これにより、高品質のヒト多能性幹細胞の大量生産と安定供給を可能とし、ヒトＥＳ／ｉＰＳ細胞を用
いた再生医療や創薬活用の実用化と産業化に大きく貢献することが期待される。 



１３種類のがん・認知症を１回の採血で診断可能なシステムを開発 

1.（1）技術開発マネジメント関連業務 （キ）技術分野ごとの計画 

（ⅷ）バイオテクノロジー分野 

体液中マイクロＲＮＡ 
測定技術基盤開発 
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プロジェクト始動の記者会見の様子 がん細胞から血液中に分泌されるマイクロＲＮＡ マーカー候補として注目される 
がん特異的マイクロＲＮＡ 

•先制医療・個別化医療の実現に向けて、１回の採血で１３種類のがんや認知症を診断できる世界
最先端の診断システムの開発事業を開始。 

•臨床情報とバイオバンクに保存された血液検体中のマイクロＲＮＡを網羅的に解析し、その成果を
低侵襲で高感度な診断システムの実用化につなげる最適な体制を構築。 



◆高精度Ｘ線治療機器に不可欠な要素技術を開発。 
  （１） 小型高出力X線ビーム発生装置 
  （２） 放射線治療計画装置 
  （３） 動体追跡装置／治療検証技術 
  （４） リアルタイム放射線治療制御技術 
 
◆早期実用化を目指し、予算を追加投入することで、要素技術を 
  統合したプロトタイプ作製／認可申請向データ取得を前倒し。 
 
◆米国は放射線治療先進国で優れた治療技術は受入れる土壌が 
  あり、かつＦＤＡに認可までの期間が短いことから、まず米国で 
  上市し、続いて国内薬事認可を得て、国内普及化を進める計画。 

 
◆従来、がん治療は外科的切除が主流であるが、Ｘ線治療機器  
  を普及させることで、患者への侵襲性が低く入院期間が短い 
  がん治療方法を提供し、患者のＱＯＬを向上させる。 

小型高精度Ｘ線治療機器の米国ＦＤＡへ申請を完了 

1.（1）技術開発マネジメント関連業務 （キ）技術分野ごとの計画 

（ⅷ）バイオテクノロジー分野 

がん超早期診断・治療機器の 
総合研究開発 

ＣｙｇｎｅＸ 要素技術（上）とプロトタイプ（下） 
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•がんの低侵襲で副作用リスクの低い早期治療実現のため、高精度Ｘ線治療機器に必要な要素技
術を開発／統合し、国産初のロボット型Ｘ線治療機器（ＣｙｇｎｅＸ）を開発。 

•米国ＦＤＡへ申請を完了し、薬事申請準備中。本開発成果は３年後の上市を予定。 

小型高出力X線 
ビーム発生装置 

動体追跡装置 
治療検証技術 

リアルタイム 
放射線治療制御技術 

放射線治療 
計画装置 



•ＮＥＤＯは血栓発生の少ない体内埋め込み型小型ポンプと感染症防止機能を高めた周辺機器・材
料による長期使用可能な補助人工心臓システムを実現。 

•同システムでは長期間にわたって血栓発生を低減し、小型化が可能な動圧軸受軸流ポンプ方式を
補助人工心臓ポンプに世界初採用。 

•小児を含む小柄患者に適用可能な、国内初の埋め込み型補助人工心臓として５年以内の治験完
了を目指す。 

動圧軸受方式にてモーター軸受を非接触化。これにより長
期間にわたって血栓発生を低減し、さらに軸流型を採用し
てポンプ径の小型化を実現。 
 

長期使用での課題である、埋め込みポンプと体外電源を
結ぶケーブルからの感染症に対して、ケーブル出入り口の
スキンボタン素材および構造を工夫して対策。 
 

先行ＮＥＤＯプロジェクトで開発した成人用補助人工心臓と
周辺機器を統一。 
 

１５～３０ｋｇの小柄患者への長期間適用を視野に、平成３
０年から治験開始、平成３２年からの販売を目指す。 

長期使用可能な小柄患者用埋め込み型補助人工心臓を開発 次世代機能代替技術の研究開発 

埋め込み型補助
人工心臓模式図 

開発した補助人
工心臓（外観） 

感染症対策したスキンボタン 

開発した補助人工心臓
（内部構造） 

動圧軸受部 

1.（1）技術開発マネジメント関連業務 （キ）技術分野ごとの計画 

（ⅷ）バイオテクノロジー分野 
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世界初となる３Ｄプリンターで成形するカスタムメイド人工骨を開発 

1.（1）技術開発マネジメント関連業務 （キ）技術分野ごとの計画 

（ⅶ）バイオテクノロジー分野 

国民の健康寿命延伸に資する医療
機器等の実用化開発補助事業 
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従来からの自家骨の利用は、自己の足の骨や

腰の骨を外科的に摘出し手術室にて移植部の
形状に削り成形・移植。採骨部の外科的侵襲や
形態変化、手術時間の長期化による合併症等
の危険性が課題。 

 
今回開発した３Ｄプリンターで製造するカスタム

メイド人工骨は、骨内部構造の設計もでき、０．
１ｍｍ単位での形状再現が可能。 

 
熱処理が不要のため生理的に活性な特性をも

ち、自骨への癒合が早く時間の経過とともに自
骨に変化。 

（図２）ＣＴボーンによる骨欠損の治療 

・ＣＴ画像から患者自身に最適な移植用人工骨を３Ｄプリンターで成形するカスタムメイド人工骨を世
界で初めて開発。 

・臨床試験データから、ヒトでの有効性と安全性が確認されたのを受け薬事承認（製造販売）申請を
実施（平成２６年４月）。 

（図１）人工骨成形３Ｄプリンターと製造設備 


