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概要概要概要概要    
作成日 2003.04.14 

制度・プログラム名 生物機能活用型循環産業システム創造プログラム 
事業(プロジェクト名) 生物機能を活用した生産プロセスの基盤技

術開発 
PJコード T02020 

T01009 
T00063 

事業の概要 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。 

事業担当推進部室・担当者 バイオテクノロジー開発室・副主任研究員 川崎公誠、主査 渡辺章夫 
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】 

 環境と調和した循環型の産業システムを実現するため、エネルギー消費
副生成物（廃棄物）が少ないという特長を有する生物機能を活用した生産
プロセス（バイオプロセス）を実現するための基盤技術を開発する。バイ
オプロセスの開発は、長期間の研究投資を必要とするなどリスクが高い状
況にあり、民間では実施が困難であることから行政の関与が必要である。
平成 22年（2010年）に、日本の化学工業製品・プロセスの３割にバイオ
テクノロジーを導入することを目標とする。 

２．研究開発マネジメントに
ついて 
【事業の目標】 

 本プロジェクトは、平成 12～17 年度の第１期と平成 18～22 年度の第２
期で構成され、第１期の終了する平成 17 年度までに、物質生産に広く用い
られている大腸菌・枯草菌・酵母等などの微生物から汎用宿主細胞を開発
し、これを用いた物質生産を実現する。なお第２期は、有機溶媒を含む環
境下等で活用可能な機能別の汎用宿主細胞等の開発に関する技術基盤を確
立する。 

主な実施事項 H12fy H13fy H14fy H15fy H16fy H17fy  

宿主細胞創製技術        

細胞モデリング技術        

【事業の計画内容】 

微生物遺伝資源ライブラリー        

（単位：百万円） H12fy H13fy H14fy H15fy H16fy H17fy 総額 

(当初) 300 1,000 930   一般会計 

産業技術振興費 (実績) 300 940 855   

(当初)  1,000 960   特会 

エネ高 (実績)  918 917   

(当初) 300 2,000 1,890   

【開発予算】 

総予算額 

(実績) 300 1,858 1,772   
経済産業省担当原課 製造産業局 生物化学産業課 
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 所属 京都大学大学院農学研究科 氏名 清水 昌 
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 委託先 
 
 
 
 
共同研究先 
 
 
再委託研究 

(財)バイオインダストリー協会（協和発酵分室､花王分
室、旭硝子分室、サントリー分室、三菱化学生命科学研

究所分室、RITE分室、ダイセル分室、メルシャン分室、
海洋バイオ分室、ジャパンエナジー分室、鐘淵化学工業

分室）、(独)製品評価技術基盤機構 
奈良先端科学技術大学院大学、筑波大学、信州大学、香

川大学、大阪大学、広島大学、慶應義塾大学、岐阜大学

慶應義塾大学、大阪大学、九州工業大学、東京大学、姫

路工業大学、茨城大学、九州大学、名古屋大学、京都大

学、岩手大学、筑波大学、日本大学 

【情勢変化への対応】  本プロジェクトは、「産業発掘戦略（技術革新が拓く 21世紀の新たな需
要）」（平成 14年 12月 5日）及びバイオテクノロジー戦略大綱（平成 14
年 12月 6日）に沿っている。また、Minimum Genome Factory （MGF）
作製を目的とした宿主細胞創製技術や、細胞内代謝状況をコンピューター
上でシミュレーションする細胞モデリング技術は、次世代のバイオプロセ
ス開発・実用化に不可欠な最先端技術として世界が同一歩調を取ろうとし
ている技術であり、着実で且つ速やかな推進が必要である。こうした中で、
研究開発を加速するため平成 14年度に追加公募を実施して３大学を実施
体制に加えた。 

【今後の事業の方向性】 特になし 

３．研究開発成果 
 
(写真、図、表の使用可) 
 
(要素技術含む) 

 宿主細胞創製技術の開発においては、大腸菌、枯草菌、分裂酵母におい
て、不要遺伝子の抽出・大規模染色体加工技術の開発をほぼ終了し、遺伝
子破壊、染色体削除を進め、それぞれ約 400から 1500個の単一遺伝子破
壊株、数十の染色体部分削除株を作製し解析を行うとともに、500kbpを超
える染色体部分削除株を作製し、いくつかの宿主として有用な性質を持つ
株を見出したほか、代謝改良等、MGF候補株の作製、評価の段階に入った。
出芽酵母、では、100kbpの染色体削除株を作製し合計で 375kbpに相当す
る１１本のミニ染色体を削除した。コリネ型細菌に関しても染色体加工技
術の基本技術の開発をほぼ終了し、染色体加工に着手するとともに不要遺
伝子・必須遺伝子の抽出を進めた。 
 
 細胞モデリング技術の開発においては、次世代 E-CELLのαバージョン
を完成し、代謝流速モデル等を実装し、静的・動的モデルの統合を可能に
したハイブリッドアルゴリズムを適用して性能向上を進めた。細胞内代謝
物質の効率的測定方法を開発し、大腸菌の代謝流速分布のデータを蓄積す
るとともに、網羅的遺伝子発現解析、プロテオーム解析、経時的酵素活性
測定等によりデータを蓄積した。また、大腸菌の主要エネルギー代謝経路
について反応メカニズムに基づいた酵素反応モデルを構築したほか、遺伝
子欠損株の解析等によりモデル性能向上のための実験データを蓄積した。
今後はこれらのデータを取り入れ、解糖系動的モデルのプロトタイプの完
成を目指す。また、生命分子ネットワーク設計支援システム BIOCADの基
本部分の開発を終了し、生命ネットワークの数学モデルとしての記述が可
能となったほか、酵母培養系における NMR装置等を使ったオンライン
データ取得技術開発を進め、グルコースからエタノール生成に到る代謝経
路のモデルのプロトタイプを完成した。 
 
 微生物遺伝資源ライブラリーの開発においてはヒドロキシカルボン酸、
脂肪族・芳香族アルコール、脂肪族・芳香族カルボン酸、短鎖有機酸等を
生成する活性を持つ微生物を 400株以上分離し、それらの解析に着手し、
18の遺伝子もしくは遺伝子クラスターをクローン化した。4種のヒドロゲ
ナーゼ遺伝子をクローン化したほか、活性中心の結晶構造解析を進めた。
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有機溶媒の生育阻害機序の解析を進め logPowや溶媒濃度の毒性への関与
を見出すとともに、溶媒耐性菌の遺伝子発現解析に着手したほか、溶媒耐
性を指標とした次世代宿主候補の選抜に着手した。次世代宿主候補微生物
の１つとして選定したRhodococcus属細菌の宿主としての利用可能性検討
のため、内在性プラスミドの探索を行うなど、同微生物に汎用的に利用可
能な遺伝子組換え系の開発に着手した。また、Rhodococcus属細菌１株の
ゲノム解析に着手し、ドラフト配列解析を終了した。 

(特許・論文等について件数
を記載) 

特許 １６件 
論文 ７４件 

４．実用化、事業化の見通

し 

 石油資源の枯渇対策、環境対策のため本プロジェクトの実用化は重要で
ある。実用的物質生産プロセスを構築するに当たっては、発酵後の分離・
精製、製品化のポストプロダクションの段階も考慮し、既存プロセスに競
合し得るコストとなり、また、真に環境負荷の低減等にメリットがあるよ
う、原料から製品までの全体でプロセスを考えてゆく必要がある。高選択
性（基質特異性、位置特異性、異性体特異性）、高温・高圧を要さずエネ
ルギー効率に優れる、収率が高く副生物が少ない、重金属等の触媒が不要、
産物によってはバイオマス等の安価な原料を利用可能、といったバイオプ
ロセスのメリットを最大限に生かしてゆけば実用化は近いと考えられる。
特に収率と純度の向上を達成すれば、従来エネルギーのかかる工程であっ
た精製工程の負荷を下げることができ、コスト低減、環境負荷の低減につ
ながる。 
 
 宿主細胞創製技術の開発において創製されるMGFに関しては、これま
でに蓄積された伝統的発酵技術の基盤の上で、アミノ酸、核酸等、産業用
酵素、医薬用タンパク質等の工業的生産の実績があるバイオプロセスの改
良において当プロジェクトで開発した技術を活用した実用的高効率プロセ
スの確立は実現性が高いと考えられる。また、開発した染色体削除法や遺
伝子機能解析で得られた知見は他微生物にも応用可能であり、産業上有用
である。 
 
 汎用化学品の製造に関しては探索した酸化還元等の各種有用酵素系の導
入による生菌もしくは静止菌体を利用した、アルコール、カルボン酸等の
プラスチック原料となるバルク化学品や医薬中間体等のファインケミカル
の生産プロセス開発が考えられる。バルク化学品の生産をバイオプロセス
に置き換えることができれば、エネルギー使用削減、環境負荷の削減、バ
イオ産業への経済的効果が期待される。今後、酵素の高性能化を図り、MGF
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宿主への導入・発現や有機溶媒耐性次世代宿主への導入・発現等により生
産を実証した後、工業レベルでの生産プロセスを検討して、従来プロセス
に対して競争力を持つプロセスを開発することが必要である。 
 
 細胞モデリング技術の開発においてモデル構築のために収集・整備した
代謝関連の酵素学的パラメータを含む基礎データは、系統的網羅的に収集
されたデータとして今後の細胞モデリング研究開発の基盤となる重要なも
のである。また、細胞内代謝中間物質の一斉分析法は微生物におけるメタ
ボローム測定において有用な技術であるばかりでなく、医薬・創薬などの
多くの分野における要素技術として応用可能である。大腸菌の細胞全体を
完全にコンピュータ上に再現することは数年のうちに完了することは困難
であるが、完全なシミュレーションは必ずしもバイオプロセスの設計に必
須ではなく、当プロジェクトの第一期において完成予定の大腸菌主要エネ
ルギー代謝経路についての動的シミュレーションモデルおよび、全代謝の
定性的モデルは、ある程度の精度でプロセス設計に利用できると考えられ
る。BIOCADシステムは、今後、動的シミュレーションを可能とすること
で、物質生産用微生物の効率的設計や創薬ターゲットの探索において細胞
設計支援システムとして事業化可能と考えられる。酵母代謝経路モデリン
グ技術は、今後、代謝経路改変の設計を行って有用生物の体系的創製と最
適化の方法論が確立されれば、他の微生物にも応用可能な汎用性の高い技
術として実用化されるものと考えられる。 

実施時期 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 １８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 

 



 

    6

「生物機能を活用した生産プロセスの基盤技術開発」 

（中間評価）評価概要（案） 
 

１．プロジェクト全体に関する評価結果 
１．１ 総 論 
１）総合評価 
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。 
 
２）今後に対する提言 
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
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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。 
 
１．２ 各 論 
１）事業の位置付け・必要性について 
バイオプロセスの開発は日本の産業における今後の重要な柱であり、微生物の機能
を利用した省エネルギー・環境調和型物質生産システムの基盤的技術開発および実用
化を視野に入れた本事業の波及効果は、大きいものと思われる。また、社会的、経済
的ニーズは充分であり、NEDO プロジェクトとして意義がある。また、国際的競争に打
ち勝つ技術開発を進めることは必須であり、重要な問題に幅広く挑戦するプロジェク
トとして評価できる。 
ただし、基盤技術の開発と実用化研究の関連性をより明確にする必要がある。「汎
用性」を狙うに当たっても、有力な対象製品を具体的にいくつか想定した上で論じる
べきである。そのためには、それらの対象製品及び既存プロセスについて、さらに詳
細な検討が必要である。 
 
２）研究開発のマネジメントについて 
バイオプロセス構築に向けて、かけ離れた研究分野を結集し、微生物の機能を３つ
の方法で活用することを目指した研究開発目標や計画は妥当である。 
３グループに分けて、テーマ毎や、個別の研究グループにおいて必要な共同研究を、
多方面と行う体制を整え、開発を進めていることは評価できる。特に、細胞モデリン
グ技術グループを設けていることは、大きな特徴であり、今後この技術が解析・設計
に大きな力を発揮するものと思われる。 
３つの方法で活用することを目指す目標は妥当であるが、しかし、その３つの方法
の相互連携が見えていない。3 つのテーマ間で協力するためには、研究の方向性の調
整が必要で、各グループの連携を図るようにすべきである。さらに、「適用対象製品・
プロセス」についての具体的なイメージを明確化することによって、研究項目を絞っ
ていくことが望ましい。 
また、プロジェクトの目標からずれている無駄な研究項目があるように思える。そ
して、バイオテクノロジー分野を取り巻く情勢は激しく変化するので、変化に対して
柔軟な対応が可能な体制をつくる必要がある。 
 
３）研究開発成果について 
「全体としての目標達成」の観点から言えば、成果は順調に上がっている。そして、
一部の成果は学術的に極めて重要な知見を提供するものである。 
個別テーマの成果の観点からも、かなりの成果が上がっており、目標は達成してい
る。 
ただし、基盤技術がどのようにバイオプロセスの構築および実用化に寄与するかを
示す成果が十分ではない。また、多数の学術発表が行われている割に、特許出願件数
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が少なく、速やかに出願することを望みたい。 
今後の課題としては、①宿主細胞創製では、削除によるポジティブなデータを示す
方向の早急な具体化や宿主ごとの取り組み・結果の相互連絡とその促進の検討、②細
胞モデリングでは、プロジェクト全体での位置付けの明確化、③遺伝資源ライブラ
リーでは、やや発散、多様化した研究の選択と集中、であろう。 
 
４）実用化、事業化の見通しについて 
実用化、事業化の観点からのターゲットが明示されておらず、最終目標である微生
物で石油化学製品をつくるための基盤技術開発に関しては、直接の産業応用に結びつ
く段階はまだ見えていない。全部でなくても、いくつかの項目で産業応用可能な技術
を目指すべきである。 
個別テーマ毎に述べる。 
①宿主細胞創製 
何種かの微生物で生育の向上、NADH 供給力の向上などを図れる菌株が得られたこと
は産業技術としても活用できるものであり、技術的及び経済的波及効果を期待できる。
ただし、まだ明確な見通しは立っているとは言いがたい。 
②細胞モデリング 
細胞モデリング技術の開発は、技術的波及効果は極めて大きい。何等かのかたちで
実用化されると考えられるが、現状では明確な判断はできない。そのためには、実用
化あるいは事業化に対する寄与がわかるような取り組みが求められる。 
③遺伝資源ライブラリー 
現状では明確な判断はできないが、かなりの成果が上がっており、いくつかは実用
化あるいは事業化が期待できる。 
 
 



 

 成果に対する評価 
宿主細胞創製
技術の開発 

各宿主の特質と遺伝子機能解析や、大規模削除技術、破壊
での遺伝子操作技術などの基盤的技術の開発ではかなりの成
供給力の向上や酵素の生産性改善・糖鎖付加量の減少をもた
MGF 創製研究の斬新性と有効性を裏づけるものとみなせる。 
中間目標、最終目標に削除する遺伝子数が示されているが
は特にあるわけではない。根本的な点として、MGF が実用化
にする努力が必要である。また、汎用性を有する MGF の構築
汎用性の定義が曖昧である。 
削除、破壊の結果の生育特性とそのメカニズムを明らかにす
きである。それによって細胞モデリング技術グループへつなが
可能性が出る。また、枯草菌で酵素生産に有益な成果が得られ
とにモデル生産物を設定し、その生産性を指標としながら MG
いは、目的生成物（酵素あるいは低分子代謝産物など）に着目
けをすることにより目標がより明確になるものと考えられる

細胞モデリン
グ技術の開発 
 

実験グループとコンピュータモデリンググループが一体と
パラメータを実験によって推定し、シミュレーションを行っ
する、という好ましい研究環境の下で細胞モデリング技術の
物の網羅的測定、大腸菌の網羅的な遺伝子ノックアウト、代
と解明、シミュレーションモデルの新しい方法論（融合型）
げつつある。特に、大腸菌で細胞内の代謝物を網羅的に同定
メタボローム解析の有力手段を得たことは高く評価され、共
相互作用を捉え、酵素が共同下に酵素反応を行っている可能
値する。 
ただし、個々の課題では、①解糖系、TCA 回路の解析をエネ
るのは、他のより重要な ATP 生成系等を考慮していない点で
付けるには対象が少なすぎる、といった課題が指摘される。
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個別テーマに関する評価結果個別テーマに関する評価結果個別テーマに関する評価結果個別テーマに関する評価結果    
    

今後に対する提言 
、分断技術等の染色体レベル
果が上がっている。生育・NADH
らす菌株が得られたことは

MGF 創製の目安に過ぎず根拠
の観点で必要かどうかを明確
を最終目的とされているが、

ることを早急に取り組むべ
り、更には設計につながる
たことを踏まえ、微生物ご
F創製を遂行していく、ある
していくつかのグループ分
。 

対象が多く全体の統合性に問題がある。マイルストーンをもう少し早く設定しないと、
目標期間内でのＭＧＦ作製は困難と思料される。少なくとも、研究の絞込みの方針につい
ては、早急に議論が必要である。 
個別には、イ）バイオプロセス遺伝子群をゲノム中で操作することにより発現を制御す
る技術の開発は、位置付けをより明確にし、現時点での成果をもとに他のグループとの連
携を図ることが望まれる、ロ）小麦胚芽無細胞翻訳系の実用性は不明確であり縮小を検討
すべきである、ハ）コリネ型細菌も他の菌種の知見を取り入れて一段の進展を図ることを
期待する。 
今後、以下のような観点から、対象を絞ることを検討すべきである。 
①大腸菌、枯草菌など菌種により特性対応が異なるので単純比較はできないが、対比検
討を行うとともに、適用対象製品・プロセスについての具体的なイメージを明確にし
つつ、菌種を絞って行くこと。 
②菌種によって適した生産物が異なるので、その生産に係る機能改善に的を絞った個々
の MGF を設計すること。 

なって、モデリングに必要な
てまた実験にフィードバック
開発に取り組んでいる。代謝
謝ネットワークモデルの構築
の開発など、重要な成果を挙
できる新規分析法を開発し、
精製に基づくタンパク質間の
性を見いだしたことも評価に

ルギー代謝機構の解析とす
適切ではない、②MGF と関連
 

バイオプロセスへの利用という観点において、モデル生産物の生産性予測にターゲット
を絞った研究に重点を置くべきと考える。モデリング技術は、細胞の挙動の把握や培養条
件制御の観点から必要不可欠で、今後とも重点的に拡大基調で取り組むべき課題であると
の意見もある。 
ある酵素を破壊すれば by－path が働くこと、酵素に局在性があること、解糖系の酵素

のキネティックスなどについてはモデリング技術と関連させる方向でさらに検討された
い。今後は、全代謝モデルの構築（シミュレーション）及び、NMR による代謝産物の動的
同定、すでに取得された有用性質を保有する大腸菌 MGF についての代謝動態の解析に絞っ
た方がよい。 
個々の課題では、研究の方針を目標との関連性を考慮して、例えば、➀速度論解析では、

取り上げる酵素反応の範囲とどのような反応条件で解析するのかなどの方針を、目標との
関連において明示する必要がある。②タンパク質の相互作用や局在性は、目標との関連性
においてどこまでを明らかにする必要があるのかを明示する必要がある。 



 

 
 

 
 
 

 成果に対する評価
微生物遺伝資
源ライブラ
リーの開発 

代表的な汎用化学品群の生成活性をもつ微生物の
代宿主候補株の選定、有機溶媒耐性機構の解析で遺伝
の微生物を探索したこと等、汎用化学品製造バイオプ
がっている。特に、有機溶媒耐性が重要課題と考える
しかし、多くのチームで多くの微生物により多くの
めテーマの拡散が起こっている。 
また、個別には、問題点・改善すべき点として
erythropolis を選定し全ゲノム解析を行っているが
要なこと、②収集した微生物遺伝資源の有用性の適切
要なこと、③有機溶媒耐性に関与する遺伝子が取得で
ズムの解明に力を入れるべきであること、④有機溶媒
るいは、複数の宿主候補のスクリーニングを加速すべ
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 今後に対する提言 
分離、有機溶媒存在下で機能する次世
子が取得できたこと、目標以上の数
ロセス構築に向けた成果は順調に挙
。 
産生物を期待して取り組んでいるた

、①次世代宿主として Rhodococus 
適切な菌株であるかどうか評価が必
な評価方法の指針を立てることが必
きた成果をふまえ、これらのメカニ
耐性をもつ宿主の選定を急ぐか、あ
きであること、等が指摘される。 

研究の集約が必要である。膨大な微生物資源ライブラリーが、実際に生産されている化
学プロセスの代替に使い得るかの見通しを明確にし、対象を絞ることを検討されたい。 
このため、サブプロジェクトリーダーの持つ方向性が、全実施チームに適切に伝達、浸
透するように努力されたい。 
特に、この開発項目の中で有機溶媒耐性宿主株の開発が実用範囲を広げる鍵となると考

えられる。第２期を待たずにスーパー宿主株の探索とならび、有機溶媒耐性機構の解明に
力を注ぎ作用メカニズムを解明すべきである。また、有用酵素については、モデリング技
術に結びつけられるようなデータの蓄積をすべきである。 
なお、NADH 供給系については水素細菌ヒドロゲナーゼに加えて他の系を含め効率的シス
テム構築の方向で検討されたい。 
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3.0

2.0

1.8

1.8

0.0 1.0 2.0 3.0

平均値

１．事業の位置付け・必要性

２．研究開発マネジメント

３．研究開発成果

４．実用化・事業化の見通し

 
 
 

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 
２．研究開発マネジメントについて 1.8 B C B B B B 
３．研究開発成果について 2.0 B B B B B B 
４．実用化・事業化の見通しについて 1.8 B C B B B B 

（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 
・重要             →B 
・概ね妥当           →C 
・妥当性がない、又は失われた  →D 

・非常によい         →A 
・よい            →B 
・概ね妥当          →C 
・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 
・よい             →B 
・概ね適切           →C 
・適切とはいえない       →D 

・明確に実現可能なプランあり →A 
・実現可能なプランあり    →B 
・概ね実現可能なプランあり  →C 
・見通しが不明        →D 
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