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作成日 平成 15 年 6 月 6 日 

施策(プログラム)名 次世代半導体デバイスプロセス等基盤技術プログラム 

事業(プロジェクト)名 次世代半導体材料・プロセス基盤
技術開発プロジェクト 

プロジェクト番号 Ｔ０１０１２ 
Ｔ０１０１３ 

事業担当推進部室・担当
者 

電子・情報技術開発室 
    主査  吉原 邦夫、 新池 巧、 山中 崇己 

事業の概要 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。 

１．事業の目的・政策的
位置付けについて 
【NEDO が関与する意
義】【実施の効果（費用
対効果）】【事業の背景・
目的・位置付け】 

半導体デバイスは、電子機器、情報通信機器の機能・性能を決定付ける重要な
構成要素であり、機器の高性能化、小型化、低消費電力化等のニーズに対応して
微細化してきた。今後半導体デバイスの微細化と性能・機能の向上に対するニー
ズは一層高まってくると予想され、それに伴い技術的障壁は益々高度なものとな
り、その克服は極めて重要な課題となっている。 
本事業はこの課題を克服する半導体基盤技術を開発するものであり、開発課題
の性格上、産学官の英知を結集して当たる必要がある。また、我が国半導体とそ
の関連産業の国際競争力強化、および国家的重点目標である高度情報化社会の実
現に寄与するものであり、さらには、広範な産業分野への大きな波及効果が期待
され、産業政策・情報政策の面からも極めて重要な課題であることから、国家プ
ロジェクトとして NEDO が関与すべきものと考えられる。 

２．研究開発マネージメ
ントについて 
【事業の目標】 

平成 15 年度に 65 nm、平成 19 年度に 45 nm 以細のテクノロジノードの技術
課題を解決する。また、開発された技術は、デバイス構造の試作等により、電気
特性や構造安定性の実証・確認等を行い、産業界への速やかな技術移転を行う。 

研究開発項目 H13fy H14fy H15fy H16fy H17fy H18fy H19fy 
①高誘電率ゲート絶縁膜
材料・計測・解析技術開
発(High-k) 

       

②低誘電率層間絶縁膜材
料・計測・解析技術開発
(Low-k) 

       

③将来のデバイスプロセ
ス基盤技術開発 
(1)トランジスタ構成材
料計測解析技術の開発 

       

(2)ﾘｿｸﾞﾗﾌｨ、ﾏｽｸ関連高精
度計測技術の開発 

       

【事業の計画内容】 

(3)回路システム技術の
開発 

       

(単位：百万円) H13fy H14fy H15fy H16fy H17fy H18fy H19fy 

一般会計    1,847 2,176 4,364 ― ― ― ― 

特別会計（石特） 1,636 2,138 0 0 0 0 0 

補正    0 1,780 ― ― ― ― ― 

【開発予算（実績）】 

総予算額 3,483 6,094 4,364 ― ― ― ― 

経済省担当原課 商務情報政策局 情報通信機器課 
産業技術環境局 研究開発課 

運営機関 新エネルギー・産業技術総合開発機構 

【開発体制】 

プロジェクトリーダー 独立行政法人産業技術総合研究所 次世代半導体研
究センター センター長   廣瀬 全孝 
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委託先 独立行政法人産業技術総合研究所  
技術研究組合超先端電子技術開発機構 

 

再委託先 東京大学、大阪市立大学、広島大学、名古屋大学、
大阪大学、大阪府立大学、京都大学、東北大学、群
馬大学、明星大学、物質・材料研究機構 

【情勢変化への対応】 学会の最新動向、半導体技術ロードマップでの最新の情勢、世界のコンソーシ
アムでの研究活動等の情報を迅速に入手するとともに、それに基づいたベンチマ
ーキングを行って実施方針に反映させる。 

【今後の事業の方向性】 微細化により技術の難度が高まり、本技術の対象としている部分あるいはそれ
以外の要因による素子ばらつきの増大や経済性を考えた技術開発が必要になっ
ている。国内外のコンソーシアムと連携しつつ技術領域をフォーカスして日本の
半導体、半導体装置・材料産業に波及させるために有効な技術を開発する。 

３．研究開発成果 
 
(写真、図、表の使用可) 
 
(要素技術含む) 

以下の成果により、各研究開発項目について H15 年度内には中間目標を達成出
来る見込みである。 
①高誘電率ゲート絶縁膜材料・計測・解析技術 
誘電率が高くかつ結晶化温度も比較的高くできる材料として HfAlON 膜を使っ
て作製した MOSFET でリーク電流値、サブスレショールドスロープに関して目
標値を達成した。電子移動度については、一般に従来のシリコン酸化膜を用い
たトランジスタの半分以下に低下するが、移動度の劣化メカニズムを解明する
ことにより H15 年度内には目標を達成出来る見込みである。 
② 低誘電率層間絶縁膜材料・計測・解析技術開発 
比誘電率 k≦2.0 を実現できるポーラスシリカ材料を開発し、材料強度として
ヤング率 E≧3 GPa に目途を得るとともに、ポーラス材料の安定化技術を開発
した。また、E=3.5 GPa の低誘電率プラズマ重合膜を、300 mm ウェハ上に形成
することに世界で初めて成功した。さらに、低誘電率材料に適用可能な低荷重
の CMP 技術やドライエッチング技術などの開発を進めることにより、配線モジ
ュール実現に見通しを得た。 
③将来のデバイスプロセス基盤技術開発 
(1)トランジスタ構成材料計測解析技術の開発 
ひずみ SOI 素子に関して高い電子・正孔移動度が得られ、またひずみ Si チャ
ネルにおいては世界で初めての CMOS 動作に成功した。ひずみ SOI CMOS 回路動
作を実証し 30-70%の性能向上が得られた。また、ひずみ SOI 素子実現に必須の
高品位 SGOI 基板作製技術を開発した。 
(2)リソグラフィ･マスク関連高精度計測技術の開発 
65 nm 技術ノード対応のマスク検査装置に必要となる深紫外レーザ（波長 199 
nm）の連続発振およびセンサーの動作速度が目標値に達する見通しを得た。EUV
マスク検査技術については、レーザプラズマ光源から発する EUV 光を用いてマ
スクの位相欠陥検出データを収集できる目途を得た。CD-AFM 技術については
H15 年度内に計測精度 0.8 nm を達成できる見通しである。極紫外光を用いた光
電子分光技術では、マイクロビーム照射で光電子スペクトルを得ることが可能
である事を実証し 100 nm 不純物の分析同定ができる見通しである。 
(3)回路システム技術の開発 
ディジタル回路に遺伝的アルゴリズムを用いたクロック適応調整技術を適
用し、クロック周波数向上（25%）、消費電力低減（54％）を実現し、デー
タ転送技術においては、10GHz メタルツイスト線イーサネット LSI を開発し
た。また、世界最高速（3GHz）DSP、5GHz/FPGA、TCAD への応用でも有効性
を実証した。 

(特許・論文等について
件数を記載) 

特許 42 件 
論文 63 件 
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４．実用化、事業化の見
通し 

携帯電話やPDA等の超低電力が要求されるシステムLSIではゲートリーク電流
の低減が必須であるが、通常の SiON 系の絶縁膜では実現できないため、高誘電
率ゲート絶縁膜材料の適用・実用化が見込まれる。また、低誘電率層間絶縁膜材
料についてはポーラスな材料での機械的強度と低誘電率特性を両立させ、信頼度
を含めた技術完成度を高めることにより、超低消費電力が要求される応用分野の
システム LSI での実用化が見込まれる。また、65 nm 技術ノード対応のマスク検
査装置については Selete と装置メーカとの共同開発を進め、新検査装置を市場
に出す予定である。 
これらを始めとして第１期で得られた成果の実用化に努めると共に最終目標

である第２期の成果を 45nm 技術ノード以細のデバイスにおいて実用化する。 
実施時期 平成 15 年度 中間評価実施 評価履歴 

評価項目・評価基準 標準的評価項目・評価基準 

実施時期 平成 19 年度 事後評価実施予定 

５．評価に関する事項 
【評価実施時期】 
【評価項目・評価基準】 

評価予定 

評価項目・評価基準 標準的評価項目・評価基準 
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評価概要（案） 

１．総論 
１）総合評価 
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。 

 
２）今後に対する提言 
 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。 
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２．各論 
１）事業の位置付け･必要性について 
半導体産業の育成が日本にとって如何に重要であるかは、半導体がかかわる製品
を考えればあまりにも明白であり、本事業の必要性はきわめて高い。一方、微細化
の進展で半導体技術の技術的難度が極めて大きくなり、かつ研究開発に要するリソ
ースも膨大となるため、企業単独では長期的な展望に立った研究開発は困難となり、
他国においても政府が力を入れている重要分野である。このような、民間企業のみ
では対応が困難な技術課題に対して、産学官の英知を結集できるプロジェクトとし
て、ＮＥＤＯが関与する意義は大きい。また我が国の半導体技術開発体制の最上流
部を担う国家プロジェクトとしての MIRAI プロジェクトの設置は、時宜と合理性に
かなったものと言える。 
ただし、MIRAI プロジェクトのみでは実用化に近いウェハプロセスによる実証は
困難であり、その効果が充分生かされないおそれがある。したがって、研究開発の
効率性を高めるため、関連するデバイスメーカや Selete などの協力を得て研究を
進めることが求められる。 

 
２）研究開発マネージメントについて 
65-45nm ノードのプロセスデバイス開発としての目標設定は、妥当である。プロ
ジェクトリーダやサブリーダは強いリーダーシップを発揮しており、情勢変化への
対応も十分考慮されているように見受けられる。したがって、研究開発マネージメ
ントは極めて良好と言えよう。成果の普及についても種々の工夫がなされており、
事業体制の変更の必要性は現時点では認められない。 
敢えて言えば、情勢変化への対応を適切に行うため、プロジェクト内のグループ間、
プロジェクト外の研究グループとの情報交換や連携、産業界へのプロジェクト活動
および成果の宣伝やマーケティングを、より一層強化する施策が望まれる。また、
技術移転先パートナーとの協働による実用化開発に早期に取り組むという基本方
針を実践するため、成果の自己評価を適切に行った上で、個別企業や ASPLA、Selete
などへ積極的に提案していくことが望ましい。 
 
３）研究開発成果について 
妥当性のある数値目標が設定されており、装置導入後１年という短期間での目標
達成度としては非常に高く、達成されている水準も、２００３年度までに世界のト
ップに立つという目標に向け、着実な進展が見られる。各種高感度計測技術につい
ても種々の成果が得られており、本プロジェクトを超えてナノテクノロジー全般に
も大きく寄与できる成果であると考えられる。論文は海外への発表も多く、質・量
ともに十分といえる。 
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基礎特性の評価解析結果は汎用性があり、評価できるが、成果が実用化に結びつ
くかどうかは、さらなる検討が必要であり、デバイスレベルの成果発表が増えるこ
とを望む。 
特許取得に関しては、国際特許（ＰＣＴ）出願が少ないこと、「回路・システム」
関係の特許の数が他テーマと比較して少ないことが懸念される。今後戦略的な特許
出願を行い、本プロジェクトから最先端の実績が得られることを期待したい。 
    
４）実用化、事業化の見通しについて 
事業化にどの程度貢献したかの判定は、時期尚早と思われる。しかし、個別企業
との協議や Selete との協力などについては十分に考慮されており、遺伝的アルゴ
リズムの Selete での TCAD 技術の適用や、欠陥検査用のレーザ技術の実用化やひず
み SOI ウェハ技術のウェハメーカへの移転など、早期に成果の実用化を試みている
ことは大いに評価される。装置化を試みることにより、コストイメージも明確化さ
れ、具体的に成果の評価が下せることから、実用化に大きく貢献できると考えられ
る。 
ただし、技術の実用化は、他のモジュールプロセスとの整合性および装置技術と深
く関連するため、具体的シナリオにはまだ描き切れていない部分がある。デバイス
インテグレーションの中で個別技術を実証していくためにも、技術移転の受け手と
の協力体制、全体的な技術開発の方向性に関わる構想の共有化などがプロジェクト
マネージメントの大きな課題であり、情報提供やマーケティングなどを通じた業界
への一層の浸透が望まれる。 
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個別テーマに関する評価個別テーマに関する評価個別テーマに関する評価個別テーマに関する評価    
 成果に対する評価 実用化の見通しに関する評価 今後に対する提言 

高誘電率ゲート絶
縁膜材料･計測･解
析技術 

リーク電流の低減、低電界電子移動度の向上、残留炭素軽減

等の初期目標は充分達成できている。世界最高水準の成果も得

られているので、当面はさらに各種評価を加速し、現在検討中

の材料および技術が、実用化に耐えうるかをしっかり判断して

欲しい。 

今後は、閾値電圧の変動、高誘電率絶縁膜に及ぼすプロセス
の影響などを検討し、インテグレーションに結びつくプロセス
基盤技術を確立することを望む。また、高電界領域での移動度
の劣化は、実用化への壁となるので、ブレークスルーを見つけ
出すべく一層の努力を期待する。なお、現段階では HfAlOxの
みを検討の対象としているが、今後もっと実用性の高い材料が
出現する可能性もあるので、他材料の動向を十分監視すると共
に他材料についても対応可能な科学的知識基盤の構築が望ま
れる。 

MIRAI プロジェクトの技術ポテンシャルと実績を考えると、

世界的レベルでの競争力は十分にあり、得られつつある成果

の実用性は十分高いと思われるので、今後は評価を加速し、

実デバイスでその有効性を実証する事に結びつけて欲しい。 

ただし実用化のためには、High-k 膜/Si の界面特性に関す
る原理的な理解・解明、実用機の開発、移動度の劣化対策、
デバイスインテグレーション等、多くの課題が残っているこ
とを十分認識して、研究開発を推進していただきたい。 

High-k 膜そのものと、MIS 構造としての特性の原理的な理

解・解明への注力を強化することが必要である。即ち、膜中

の固定電荷、界面準位、膜の組成、膜の内部ストレス、ボロ

ンのしみ出し等の制御と、これらの電子トラッピング、移動

度低減、閾値電圧変動への影響を科学的に明らかにし、ゲー

トスタック設計指針を明確にすべきである。特に、移動度改

善がないと、折角確立した材料やプロセスが実用化されない

危険性がある。さらに、デバイスインテグレーションに適用

可能な材料の選択・最適化を実施し、Selete やデバイスメー

カとの連携により、集積化した状態での各 FET 特性均一性等

の問題点も明らかにすべきである。 

全体的にここ 1-2 年は今の方向性で問題はないので、1年後
に十分自己評価をして欲しい。 

低誘電率層間絶縁
膜材料･計測･解析
技術 

Low-k 材料の開発に当たって深刻な課題となっている材料

の機械的強度と、誘電率に関する解析的なモデリング、ポー

ラスシリカの空孔径制御の基本的な考え方など、科学的課題

を明確にしたアプローチは大いに評価される。スケーラビリ

ティのある low-k 材料の選択は独創性が高く、今後の進展が

大いに期待される。産業界との連携を今以上に密にして本研

究の実用性を評価していただきたい。 

Low-k 材料は、インテグレーションそのものでも大きな課題
を抱えるが、さらに実装レベルでは、剥離、クラック等々の問
題を引き起こすことが予想されている。早期に実装レベルの問
題点の検討を行うことが必要であろう。また、ｋ値の目標値と
機械的強度との関係や成膜プロセスの選定を含めて、今後どの
ように研究を展開するのか明確にすべきであろう。 

ここで提案されている材料が、他の数ある材料の候補を抑

えて最終的な Low-k 材料として「実用化」されるか否かを、

現時点で断定するのは有意ではないが、実用化は十分可能と

思われる。65-45nm ノードの low-k 材料としては実用化のタ

イミングを失しないことが重要である。 

Low-k 技術は、最終的には配線技術としてインテグレーショ
ンを行って初めて評価が定まるものであり、この意味で「実
用化・事業化」パートナーとの協力によるインテグレーショ
ンを通じての問題点の抽出と、技術のブラッシュアップが急
がれる。 

Cuダマシンプロセスを実際に行ったlow-k膜の評価を早急

に行う必要がある。特に、ポーラス膜のダマシンプロセス前

後の特性変化を明らかにすべきである。 

オリジナル材料にこだわることもプロジェクトとしては重
要ではあるが、一方で、世界的に見て有効であろうという材
料については、その本質的な材料特性を取り入れ、研究を積
み上げる努力もあってよい。また、「あすか」との連携により、
配線モジュールのための最適な材料開発を望む。 
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トランジスタ構成
材料計測解析技術 

世界で初めてCMOS動作を実現し、1.85倍の電子移動度、1.53

倍の正孔移動度を達成するという世界最高水準の成果があが

っている。また、計測技術も nm レベルでの接合の横方向分布

の評価など、極めてレベルの高い成果があり、大いに評価さ

れる。計測されたものの物理的意味づけと、適用可能範囲の

明確化をしっかり行い、この技術が汎用性のあるものかの検

討が今後求められる。また産業界との連携を深めて、本成果

を適用できる実デバイスを具体化していただきたい。 

Si クラスター技術はこれまでの検討結果から、実用化は時期
尚早として基礎フェーズへ差し戻したことは適切な判断であ
る。ただし、浅接合形成技術は重要な課題であり、Siクラスタ
ー技術に代わる技術として、レーザーアニール技術でよいのか
を早急に検討すべきである。また、45nm 以降の実デバイスに適
用できる浅接合形成技術として、これらに代わるプロセスの開
発をすべきである。さらにトランジスタの検討だけでなく、イ
ンテグレーションレベルでの課題の抽出とその対応策の見極
めを期待する。 

Si クラスター技術を除き、歪みシリコントランジスタ、高
濃度の極淺接合技術等々、いずれも要素技術としての実用化
の可能性はあると思われるが、いま少し検討過程を見ないと
判定できない。「実用化」に向けた詰めが急がれる。特に、酸
化濃縮法によるひずみ SOI 技術は、早急な技術移転と実用化
が望まれる。 

トランジスタに関しては実デバイスの具体化を、浅接合技

術に関しては主流となるべき技術の発掘を、計測技術に関し

ては実用計測技術となりうるかの判断を、１年程度で行える

ようマネージメントして欲しい。ひずみ SOI 基板による

FD-SOI-FET は、将来素子として選択肢になりうるが、その他

の構造も実用化の容易さを考慮し、探索すべきである。また、

デバイスインテグレーションの観点をもう少し入れること

を期待する 
歪みの評価は半導体プロセスの中でも最も手つかずの領

域であり、歪みシリコンの評価技術に止めず、現行プロセス

評価への適用も望まれる。また STM によって計測された表面

近傍の不純物の分布状態と、トランジスタの閾値の揺らぎと

の相関性の確認や、接合の横方向先端部での不純物分布に関

する横方向拡散モデリングの構築が望まれる。 

さらに、他国が簡単に追随できない特許の、更なる強力な
ポートフォリオが望まれる。 

ウェハ、マスク関連
高精度計測技術 

パターン形成に関する新しい検査技術として、マスク検査用
の新光源とセンサおよび CD-AFM の開発に主眼が置かれている
が、これらのコンポーネントの開発目標は、ほぼ達成されてお
り、世界トップクラスの成果があがっている。本テーマは実用
性を非常に求められる課題であり、装置技術として新たな市場
創生が期待できる。可能ならば、リソグラフィ以外のプロセス
におけるモニタリング要素技術にも領域を広げられないか検
討していただきたい。装置メーカなどとの協力により、検査計
測システムとしての実用化にも注力してほしい。 

既に精度などは目標を達成しており、主要コンポーネント
の技術供与が可能で、一部は Seleteおよび装置メーカとの共
同開発を実現していることから、実用化の見通しは明確と思
われる。今後は、強力な装置メーカの育成など、産業界との
連携を一層深めることを希望する。 

システムとしての完成度や、ソフトウェア的なマスク検査

装置としての完成度を上げ、システムの自動化を推進するこ

とが望まれる。 

連携可能な企業がまだ明確でないものもあるようなので、
ユーザー側も含めて、実用化を検討する組織を作れないか検
討していただきたい。 

新回路構成技術 

LSI 設計において、今後とも重要なバラツキの問題に対し
て、クロック調整、遺伝的アルゴリズムなどの新しい観点で

のアプローチによって、チップの高クロック化の実現、低消

費電力化、および転送速度の高速化を実現しており、設定目

標を達成している。汎用性の高いものであることが実証でき

ており、世界的に見ても優れた成果であり、今後のさらなる

発展を期待したい。 
一方、ベンチャーなどを利用しての技術の実用化は大変有効
なアプローチであるが、成果を広く一般に普及させることとの
整合性にも留意しつつ、新しい成功モデルを築いていただきた
い。なお、技術の重要性を考えると、もう少し特許を造出して
もよいと思われる。 

本事業の中で最も実用化しやすい研究課題と考えられ、実

証検討がしっかり行われていると言える。既にベンチャーも

立上げ、携帯電話など汎用性の高い製品への適用が始まって

おり、実用化の可能性は大きい。今後、実際のデバイス設計

上での実証に期待する。 
なお既特許に抵触していないかどうかを十分確認しておく
必要があろう。 

LSI を全数調整する本技術が、産業界から広く受け入れら

れるよう、さらに詰めてほしい。 

テスターコストや面積などのオーバーヘッドを、如何に抑

えるかが重要であろう。もっとも、すでに内部プロセッサの

利用など、いくつか案が提案されており、期待が持てる。ま

た、このような技術を一般の設計者が容易に使えるような設

計環境、ツールなどの構築も課題となろう。 

一方、他のテーマとの相乗効果が期待できないか検討して
いただきたい。 
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2.3

2.4

3.0

1.9

0.0 1.0 2.0 3.0

４．実用化・事業化の見通し

３．研究開発成果

２．研究開発マネジメント

１．事業の位置付け・必要性

平均値  
 

評価項目 平均値 素点（注） 

１．事業の位置付け・必要性について 3.0 A A A A A A A
２．研究開発マネジメントについて 2.4 A A B B B B A
３．研究開発成果について 2.3 B A B A B B B
４．実用化・事業化の見通しについて 1.9 B B B B B B C
（注）A=3，B=2，C=1，D=0として事務局が数値に換算し、平均値を算出。 

 
 ＜判定基準＞ 
(1)事業の位置付け・必要性について (3)研究開発成果について 
・非常に重要          →A ・非常によい         →A 
・重要             →B ・よい            →B 
・概ね妥当           →C ・概ね妥当          →C 
・妥当性がない、又は失われた  →D ・妥当とはいえない      →D 
(2)研究開発マネジメントについて (4)実用化・事業化の見通しについて 
・非常によい          →A ・明確に実現可能なプランあり →A 
・よい             →B ・実現可能なプランあり    →B 
・概ね適切           →C ・概ね実現可能なプランあり  →C 
・適切とはいえない       →D ・見通しが不明        →D 
 


