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平成１５年度中間評価　審議対象プロジェクトの総合評価一覧

総合評価 今後への提言

　３プロジェクトはいずれもコスト目標を100円/W (100MW生産時)としてい
るが、事業化に対するシナリオを明確にすべきである。実用化の可能性、
研究投資効率等を、現在の主流であり着実に生産をのばしている多結晶
シリコン系との競争力から比較検討し、3つの研究テーマがそれぞれ担う
べき役割を明確にする必要がある。薄膜シリコン系は十分な目標設定の
もとで優れた研究成果が得られており、内容の拡充、開発研究体制の拡
大再編成、開発資金の増額等を実施すべきである。その際、大学の人材
と研究設備の活用も望ましい。CIS系も十分な目標設定のもとで優れた研
究成果が得られており、今後ともこのペースを維持継続していく必要があ
る。今後は量産を意識した装置の開発や信頼性評価などにも力を入れて
いくべきである。超高効率化合物系は、高い変換効率等の優れた成果が
得られていることは評価できるが、実用化にフォーカスして研究開発の
ターゲットを絞ることが重要である。
　重要な課題の一つである研究開発投資の効果評価、供給ポテンシャル
等の多角的なシナリオ分析等も行っておくべきである。新たな方向とし
て、太陽光発電をさらに推進するシステムを設計し実施することも提言し
たい。

　本プロジェクトの最終目的は石炭ガス化燃料電池発電技術の実証であ
るが、別プロジェクトとして進行している空気吹きのガス化発電開発技術と
の関連で、当初開発の焦点を絞った観がある。総合効率の向上担保と燃
料電池の活用というのは確かに重要な要素ではあるが、燃料電池、特に
本技術の対象となる高温型燃料電池は溶融炭酸塩型燃料電池（ＭＣＦ
Ｃ）ですら未だ完成技術とは必ずしも云えず大型機の作動特性を把握す
ることすら十分でない段階にあり、固体酸化物型燃料電池（ＳＯＦＣ）は開
発の段階を出ていない。また多様な炭種対応という一方の視点から見れ
ば、総合効率１位であることも重要であるが、本中間評価以降に実施され
る多炭種に対しその可能性と問題点解明を重視すべきである。
　酸素吹きガス化の開発技術は、空気吹きガス化を越える未来技術として
総合的に位置付け、その優位性を明確にしていくことがより重要である。
その意味から見て、本プロジェクトの最終目的である石炭ガス化燃料電池
発電という視野のみから本プロジェクトを評価すると、かえって本プロジェ
クトの本質を限定的に評価してしまう危険性があり、その点を考慮しつつ
今後プロジェクトを実施する必要がある。
　しかしながら、当初計画である燃料電池組込みは実用化を促進する意
味で重要であり、早期に燃料電池の試験設備を増設し、組込みの可能性
を実証していく過程の中で上記の指摘に対し、ステップバイステップで成
果を積み上げていくことが重要である。特に炭種の拡大について現状で
は未着手といってよい状態であるが、酸素吹きガス化の優位性の重要な
視点であることに鑑み、早期の取組みが望まれる。その他個別に指摘さ
れる要素技術に対する取組みも基盤要因の積み上げという観点から重要
であることは言うまでもない。
　最後に、本プロジェクトがＮＥＤＯプロジェクトとＭＥＴＩプロジェクトとに分
かれていることから生じる不都合がないよう両プロジェクトを統合すること
について検討されることを期待する。

中間評価
５

「燃料電池用石炭ガス製
造技術開発」

期間（年）：１９９８－２００６
実績額（’９８-’０２）（億
円）：７５

　石炭は、その供給の安定性及び低価
格等から、今後とも我が国のエネルギー
供給において重要な役割を果たすこと
が期待される。一方、CO2等の環境負
荷物質の排出量が多いため、その低減
が必要である。特に発電部門では、従
来技術を超える高効率利用が不可欠で
ある。石炭をガス化・精製し、「燃料電池
/ガスタービン/蒸気タービン」のトリプル
コンバインドサイクル発電システムで利
用すると、既存の微粉炭火力発電技術
に比較して、大幅な発電効率の向上と
CO2排出量削減が実現できる。本事業
は、燃料電池に供給可能な石炭ガス化
による燃料ガスの製造技術の確立を目
的とする。

　石炭は、埋蔵量の豊富さに加え原発の新規立地の困難、中東情勢の
不安定等に対応した国家のエネルギーセキュリティの視点から見ても、２
１世紀のわが国にとって主要エネルギー資源の一翼を担い続けることは
論をまたない。一方、石炭は地球環境に対しては単位熱量当たりの温室
効果ガス発生量が多く、また炭種のバリエイションが多様で、それによって
対応技術に制約が生まれる等の欠点も有り、技術上ただちに実用ベース
に至るものだけを前提とするとその利用には今後大きな障害が生まれ、エ
ネルギー資源として限定的なものとなる可能性が高い。
　本プロジェクトの対象としている、酸素吹きガス化をコアとし燃料電池を
組み込むことを前提とする開発技術は、温室効果ガス、特にCO2固定の
可能性まで視野に入れるとすると、石炭を環境調和型で高効率利用でき
る将来技術である。また、炭種の多様性への対応も技術的工夫で問題点
を克服し得る可能性が高いこと、大きな所内動力を要する酸素製造も視
点を変えると窒素を含む副次的産業の育成に資する可能性があること等
総合的に考えると、わが国のみならず今後発展著しいアジア、特に中国
を含む東世界のエネルギーセキュリティにとっても極めて有望かつ有益な
エネルギー基幹技術の一つとなるものと大きな期待を寄せることができ
る。
　しかし、酸素吹きガス化技術は現状では多くの未踏分野を含むと同時
に、現状のエネルギーシステムに実用技術として組み込むために周辺産
業の育成も含め多くの困難が予測される。これらを考慮すると現段階でこ
れを国家プロジェクトとして強力に推進していくことは妥当であるばかりで
なく、実用技術として定着するまでの間、国家として適切な施策を継続的
に実施していくことが将来国民の利益を確保していく上でも極めて重要で
ある。

中間評価
６

「太陽光発電技術研究開
発「先進太陽電池技術研
究開発」」

期間（年）：２００１－２００５
実績額（’０１-’０２）（億
円）：４４

　太陽光発電の本格的な普及促進に資
すべく、低コスト太陽電池の研究開発等
を実施し、太陽電池産業・市場の早期
自立化に貢献する。

　太陽光発電は、環境問題、安全性、資源のいずれの面からも、21世紀
の有力なエネルギー源である。しかし実用技術としてはようやく緒につい
たばかりで、発電コストは家庭用電気料金と比較して依然相当割高であ
る。この問題を解決して他の発電方法に較べて競争力のある100円/W以
下に下げようという目標は十分評価に値する。また、日本がこの分野で世
界的優位性を保つための国のプロジェクトとしての意義も大きい。中間評
価時点で計画通りかそれ以上の世界的成果を上げているテーマもあり評
価できる。
　しかしながら、本プロジェクトの３つの個別テーマの位置付けは必ずしも
明確とは言えない。３つのテーマの役割分担を明確にし、メリハリをつけて
重点投資するといった政策も考慮すべきである。最近急速に伸びている
太陽電池の主体は結晶シリコン系であることを踏まえ、その結晶シリコンと
の競争力をどう高めていくかという観点から実用化のシナリオを明確にす
べきである。
　さらに、重要な課題の一つである研究開発投資の効果評価がほとんど
行われてきていないということも指摘できる。太陽電池生産は急速に伸び
ているとはいえ、2010年度の太陽光発電導入目標482万kWを達成し、更
なる発展を図るには、評価に基づく補助金の効果的投入によって研究開
発、生産、普及をバランスよく加速することが不可欠である。太陽光発電
はパーセントオーダーの２次エネルギー供給源となり、わが国の基幹産業
に成長する可能性が視野に入ってきた。この機を逃さず政府資金を拡大
的かつ効果的に投入し、夢の実現を図ることが望まれる。
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中間評価
７

「遺伝子多様性モデル解
析」

期間（年）：２０００－２００４
実績額（’００-’０２）（億
円）：５０

　自己免疫疾患及び糖尿病、がん、摂
食障害をモデル疾患とし、日本人を対
象に患者と一般日本人集団（健常人）
のサンプルを収集し、全ゲノム上からマ
イクロサテライトやSNPのタイピングを行
う。得られた多型情報から疾患感受性
遺伝子および薬剤感受性遺伝子を効
果的に同定するためのモデル疾患関連
情報ＤＢの構築及び遺伝統計学的解析
ソフトウェアの整備を行う。これらＤＢとソ
フトウェアからなる知的基盤を用いてモ
デル疾患の疾患感受性遺伝子および
薬剤感受性遺伝子の同定を行い、その
結果を踏まえフィードバック的に知的基
盤の改良、高機能化を図る。

　本プロジェクトは、「高齢者が健康で安心して暮らせる社会を実現するた
めに、テイラーメイド医療・予防医療の実現や画期的な新薬の開発を目
指し、健康維持・増進に係る新しい産業の創出につなげる」という「健康維
持・増進のためのバイオテクノロジー基盤研究プログラム」の目的に適合
している。これらの研究開発やバイオ産業への普及活動は、民間企業の
みでは実施困難であるため、本プロジェクトは、NEDO事業として妥当性
が極めて高い。
　多型マーカーを利用した疾患感受性遺伝子や薬剤感受性遺伝子の関
連解析を進めていくためには、情報基盤となるデータベースの整備とそれ
と連動した統計的手法・ソフトウエアの開発が重要である。本プロジェクト
では、モデル疾患系でのデータ収集を行いながら、必要性に応じてこれ
らの基盤を構築しており、情報基盤開発プロジェクトとしての研究目標・計
画は極めて適切である。公的研究所や大学のみならず産業界も巻き込み
ながら、プロジェクトリーダーが強力なリーダーシップを発揮していることか
ら、マネジメントは高く評価できる。さらにヒトゲノム完全解読や企業化など
の状況変化にも迅速に対応している。
　研究開発成果としては、疾患感受性遺伝子同定のための遺伝学的手
法、新規アルゴリズムによる情報解析手法、およびモデル疾患関連情報
データベースに成果が得られている。中間評価時点としては既にいくつ
かの特許申請がなされ、ベンチャー企業の設立も含めて、新規産業創出
化へ向けた取り組みも努力されており最終目標に確実に近づいていると
いえる。
　一方、実験部門と情報部門とのさらなる連携、例えば情報部門で開発さ
れた解析アルゴリズム等の実験部門による直接的な取り込みなどが必要
である。また情報部門のグループ間での連携をさらに進めることにより、研
究の効率化が期待できる。

　倫理的問題や知的財産保護などの課題がクリアされるならば、遺伝子タ
イピング部門および癌研３部門の研究成果を、実際に解析アルゴリズム開
発部門およびデータベース情報解析部門において活用し、それが基に
なって新規で且つ利用価値の高い解析ソフトウェアやデータベース等の
開発につながるような運営を期待する。
　知的財産取得後は、できるものについては、速やかに公開が可能な形
でデータベースを整備し研究成果の医療現場への普及や産業化を図る
べきである。
　そのためには、ＮＥＤＯには、今後は各部門間のシナジー効果がでるよ
うに連携強化を図るため、プロジェクトリーダーが指導権を発揮しやすい
ような体制を構築することと、適切な研究予算配分を含めた十分な支援体
制を継続することを期待する。

　構造材料に関する研究は、実用化・事業化として結実するまでに時間
がかかるため、技術基盤の整備・構築を目的とした研究であっても、国とし
て実施する意義は十分あると考えられる。しかしながら、実用化・事業化
の見通しが重要視される情勢の変化に対応するには、実用化に向けてク
リアすべき問題点を明らかにし、効率的な研究開発を行い、事業化への
ロードマップを描くことが望ましい。ただし、事業化に直結しない基礎的な
研究であっても、新産業の芽となる可能性がある課題に対しては優先度
を上げて支援すべきである。なお、多くの企業が参加しているプロジェクト
であるので、参加企業の実績をよりプロジェクトの進行に反映させて欲し
い。
　さらに、実験と計算との連携を強化し、従来にない新規な材料開発、あ
るいは十分な現象の理解ができるという方向性を見出すようにして欲し
い。

中間評価
８

「ナノメタル技術」

期間（年）：２００１－２００６
実績額（’０１-’０２）（億
円）：９

　本プロジェクトは、金属材料のナノレベ
ルの組成・組織制御技術、ナノレベル
の評価・分析技術や計算科学を活用
し、材料の軽量化・耐熱化等を図ること
により、自動車産業、電力産業や情報
産業をはじめとする広範な分野での省
エネ化を推進するため金属材料の機械
的特性（強度、延性等）、機能的特性
（耐食性、電気・磁気特性）を飛躍的に
向上させることを目的とする。さらに、こ
れらの知識を体系化し、ナノメタラジー
を確立することによって新規金属材料
の基盤を構築する。

　本プロジェクトは、ナノメタラジーの確立により金属材料の分野における
日本の技術力向上を目指すもので、その意義は大きい。わが国の金属産
業の活性化や国際競争力の強化を図るものとして、中長期的に国が関与
すべき研究課題である。中間評価の段階で、世界に誇れる成果を既に多
数挙げており、中間目標はほとんどの開発課題で達成している。したがっ
て、最終年度の目標の達成も十分期待できる。また、試作材料をサンプ
ル供給し、外部の評価を受けることにしているが、このことは、事業化見通
しが早めに見極められることにも繋がり、高く評価できる。
　一方、本プロジェクトは基本的には基盤研究という位置づけということも
あり、成果の実用化・事業化に向けてのシナリオやシステムは必ずしも明
確にはなっていない。構造材料のように実用化までのリードタイムの長い
ものを拙速に実用化することは回避すべきではあるが、エンドユーザーと
の緊密な関係を一層高め、実用化・事業化に向けて克服すべき課題を明
らかにしていくことが望ましい。
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　ハイテク産業競争の主戦場ともいえる半導体分野での我が国の競争力
強化は、他の産業に対しても大きく貢献することが予想され、そのために
設置されているHALCA、ASPLA、「あすか」などの技術開発コンソーシア
ムの配置状況を考えると、基礎技術領域に重点を置き、かつ上記プロ
ジェクトと協調的に推進するMIRAIプロジェクトの必然性は十分にあり、事
業の位置付け･必要性は明確である。「科学的アプローチに力点を置く」と
いうプロジェクトリーダの指導理念、有意義な数値目標を掲げて行われて
いる研究マネージメントは高く評価できる。装置の立上げから１年という短
期間にもかかわらず、十分優れた研究開発成果が得られており、我が国
の半導体産業の競争力強化に大きく貢献すると期待されるプロジェクトで
ある。
　ただし、半導体技術は最終的には集積化技術であり、実用化・事業化
にはデバイスメーカとの連携による実証実験が必須である。このためには
「あすか」などの他のコンソーシアムとの役割分担とそれに基づく連携が
不可欠である。また、実用化に耐えうる技術としていくためには、世の中の
他のコンソーシアム等の研究動向を的確に把握し、研究が効率的に推進
されるよう、研究体制、研究開発課題を柔軟に調整するとともに、プロセ
ス、デバイス、回路という異なるグループ間の有機的連携を強化する必要
がある。

 MIRAIプロジェクトを、我が国における半導体技術開発の最上流と位置
付け、本事業において、技術が持つ限界の所在とその科学的根拠を明
確にすることを期待する。また、プロセスインテグレーションへ速やかにつ
なげるために、今後は「あすか」との連携を促進するとともに、「あすか」で
は難しい装置基盤技術、解析モニタリング技術に代表される基盤技術研
究にも力を入れていただきたい。
　研究開発マネージメントに関しては、リーダの問題意識を最大限に尊重
すると同時に、思い切ってやめたほうがいい材料や技術が今後も出てくる
可能性があることを踏まえ、自己評価をしっかり行いながら研究計画の変
更も含め機動的・効率的に研究開発を推進していただきたい。加えてグ
ループ間の連携の拡大も望まれる。
　プロジェクトの成果はすぐに売れるとは限らないので、プロジェクト終了
後を視野に入れたビジネス展開を検討する機関の設立など、事業化の推
進、支援体制の充実が今後必要と考えられる。

　プラスチックや洗剤の原料など日常的
に使用され、大量生産される化学製品
（コモディティケミカル）等は、石油に代
表される化石資源を原料・燃料として使
用する化学工業によりその大部分が生
産されている。しかしながらこの従来シ
ステムは、資源の枯渇、ＣＯ２等排出物
の環境への影響が現在問題視されてお
り、そのため、環境負荷の低い省エネル
ギー・環境調和型循環産業システムに
よる物質生産、即ち微生物を利用した
バイオプロセスによる生産システムへの
早期転換が必要と考えられる。　本研究
開発では大規模なゲノム改変技術や、
コンピュータ上に微生物を再現しシミュ
レーションを行う技術などを組合わせて
物質生産を効率的に行う宿主微生物細
胞を創製するための技術開発を行うとと
もに、物質生産に有用な微生物遺伝資
源を国内外より探索し、ライブラリー化し
て整備することにより、生物機能を活用
した生産プロセスの基盤技術を確立す
ることを目指す。

　化学プロセスのバイオプロセスへの転換は、科学的、技術的に挑戦的
な課題であり、環境・エネルギー・資源問題の観点からも意義のある課題
である。裾野の広いプロジェクトであり、波及効果も大きいと思われる。宿
主細胞創製・細胞モデリング・遺伝資源ライブラリーの各個別テーマでの
構成は、日本の強みが発揮されるものと期待できる。
　宿主細胞創製・細胞モデリング・遺伝資源ライブラリーの各グループの
個別の研究目標は着々と達成されつつあるが、共通して何をターゲットと
して何を目指しているのかが不明瞭である。基盤的な研究も重要である
が、具体的な実用を視野に入れた研究方針を明確にすべきである。
　また、プロジェクト全体の意識統一に問題を感じる面もある。3つのテー
マ間のどの部分を連携し、どの部分を個別の基礎研究として続行し、どの
部分を絞っていくのか、今後議論し、全体として力を発揮する必要があ
る。
バイオプロセスは日本の産業における今後の重要な柱であり、予算規模
の大きなプロジェクトであるので、見える形の成果を上げ、２１世紀の世界
をリードすることを切望している。

　基本的には拡大基調で取り組むべき技術分野であるが、中間評価を機
に、これまでの研究で重点が置かれていた基盤技術の開発から一歩進め
て、実用化を視野に入れた研究あるいは実用化のための研究という方針
をより鮮明にして選択と集中を進めることを提言する。
　特に、宿主細胞創製と細胞モデリングについてはモデル生産物質を設
定し生産技術の革新を目指して研究を進めていくべきと思われる。遺伝
資源ライブラリーの基盤技術開発は、特にキーポイントになる有機溶媒耐
性宿主株の確立により力を注ぐべきであろう。
体制としては現在の裾野の広い研究体制で十分であるが、重点化の方向
に併せて、３グループの連携を更に進めることが必要である。特に、宿主
細胞グループと遺伝資源グループは、作用メカニズムの解明にも力を入
れ、その知見をモデリンググループに渡すようにすることが、今回のプロ
ジェクト全体の成果を高める道であると考える。
　なお、当該分野は、世界的にも変化・進歩が大きい分野と考える。従っ
て、プロジェクトリーダーやグループリーダーを中心に、国内外の研究動
向などを注視し、状況次第で、当初計画を柔軟に変更するなどの意識が
必要である。

中間評価
９

中間評価
１０

「次世代半導体材料・プロ
セス基盤技術開発」

期間（年）：１９９８－２００６
実績額（’９８-’０２）（億
円）：７５

「生物機能を活用した生
産プロセスの基盤技術開
発」

期間（年）：２０００－２００５
実績額（’００-’０２）（億
円）：３９

　ITRS 2001で示されているテクノロジ
ノード 45 nm以細の極微細なデバイス
に必要な高誘電率ゲート絶縁膜材料・
計測・解析技術、及び低誘電率層間絶
縁膜材料・計測・解析技術を中心とし
て、将来のデバイスプロセス技術に必要
となるリソグラフィ・マスク関連計測技
術、デバイス回路構成技術、及びトラン
ジスタ形成に必要な技術等を開発す
る。



整理番号 プロジェクト名 プロジェクトの概要 備考

平成１５年度中間評価　審議対象プロジェクトの総合評価一覧

総合評価 今後への提言

流動層による低温（600℃）ガス化技術
を開発する。低温ガス化は高効率が期
待できるものの連続運転を阻害する
タールが大量に発生する。炉内タール
低減を目的に、タール吸収・分解機能
を有する多孔質粒子の探索・開発を行
う。

　カーボンニュートラルであるバイオマスを原料とした低温で効率的なガス
生産は、化石燃料資源の温存とCO2 放出削減の両面から社会的要請の
ある研究開発として位置付けられる。したがってＮＥＤＯ の関与により、適
切な民間企業および大学等による共同開発を行うことは有意義である。
　これまでに、多孔質粒子の介在によりガス化炉のタール形成が抑制され
ることを確認し、循環流動層では中間目標のタール濃度の水準を達成し
ているが、技術開発の主目的に挙げている多孔質粒子の開発は、目的
達成のためのアプローチが不十分である。本プロジェクトでは、現段階で
開発の主眼点はガス化技術およびガス化装置の開発には置かれていな
いと認識されるため、必要とする高機能の多孔質粒子の特性などの開発
が重要課題と位置付けられる。
　今後は、プロジェクト全体の研究開発目標に則して、プロジェクトにおけ
る各グループの研究目標と、プロジェクトに対する役割を果たすべく、各
グループ間で研究の進展状況を常時検討、評価しながら、プロジェクトを
合理的に推進する必要がある。

　本プロジェクトの目標が多孔質粒子（吸着剤）の開発であるので、多孔
質粒子の系統的探索、吸着および再生（燃焼）挙動とそのメカニズムの解
明、ベンチ装置による吸着、再生試験による多孔質粒子の性能評価およ
び最適多孔質粒子候補のパイロットプラントを使用した試験などの研究開
発目標と研究開発項目に応じて計画を進めていくことが重要である。
　多孔質粒子のプロセスへの適用性を念頭において、ベンチスケールお
よびパイロット試験の位置付けと役割の明確化、反応解析やアルカリ挙動
解析等の役割と研究目標設定、パイロットスケールによる600℃ガス化炉
での多孔質粒子の性能評価などを行うことが重要である。また、気泡流動
層タイプと循環流動タイプを検討した成果として、それぞれの利点と欠点
について、対象とするバイオマスの種類や性質との関連で明確にすべき
であろう。

中間評価
２０－１

「バイオマスエネルギー高
効率転換技術開発「バイ
オマスの低温流動層ガス
化技術の開発」」

期間（年）：２００１－２００５
実績額（’０１-’０２）（億
円）：１



整理番号 プロジェクト名 プロジェクトの概要 備考

平成１５年度事後評価　審議対象プロジェクトの総合評価一覧

総合評価 今後への提言

　本プロジェクトで創出された成果を埋もれさせないためには、継続的な
研究開発、あるいは広く普及させるためのフォローアップ的な研究テーマ
の推進が必要である。
　成果の共有化と広範な普及を図るために、得られた成果を可能な限り
社会に還元することが重要である。その際、HRP－2の開発を通じて得ら
れた技術的な蓄積を、同様な研究開発を行っている企業が利用し易い形
式で公開をすること、実用的に使える範囲を明確にして技術を出来るだ
け詳細に開示することが望ましい。
　また、ロボットの安全性と信頼性に関する検討、人間工学による作業分
析の実施、および国際的な展開を有利に進めるため、国際特許の取得を
行う必要がある。

事後評価
４

「人間協調・共存型ロボッ
トシステム研究開発」

期間（年）：１９９８－２００２
総額（億円）：４６

　プラント等の保守、建機運転や屋外共
同作業の建設作業、高齢者施設等に
おける介護支援作業が可能な対人サー
ビス、ビル・ホーム管理サービス、など人
間の作業・生活空間において、人の活
動を支援し、人間と協調・共存して複雑
な作業を行うことが可能な、高い安全性
と信頼性を有する人間協調・共存型ロ
ボットシステムの実現を図る。

　本プロジェクトは、高齢社会に対する技術開発のひとつであること、高度
な性能を有するヒューマノイドロボットを開発する挑戦的なテーマであるこ
とから、産学官連携で推進することが望ましく、NEDOが関与する必要性
は妥当である。
プロジェクトリーダーが指導力を発揮して、数多くのサブグループを統括
しながら研究を推進して、短期間で成果を上げていることから、マネジメン
トはほぼ適切であった。しかしながら、応用分野のグループによってはロ
ボティクス技術のレベルに差があったこと、グループ間の連携があまり強く
なかったことが見受けられた。
　HRP（注）－2の開発により、転倒・起き上がり動作の実現と不整地歩行
能力の向上などを実現した他、ソフトウェアプラットフォーム（OpenHRP）や
保護ウェアなどの個別技術は、実用化に近い成果があがっており、産業
界以外の分野への波及効果が期待される。ヒューマノイドロボット本体を
実作業へ適用することに関しては、各応用分野での実現性を実証して適
用の可能性を明らかにした段階であり、今後もさらに実用化に向けた継続
的な取り組みが望まれる。
　以上のことから、本プロジェクトは最終目標をほぼ達成しており、特に
HRP－2は高度な性能を有し、世界でもトップレベルのヒューマノイドロボッ
トとして評価できる。成果を速効的に実用化へ展開することは困難である
が、研究開発を継続すること、得られた成果を可能な限り社会に還元する
ことなどを行い、開発した技術が埋もれずに普及されることを期待する。


