
整理番号 ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ名 プロジェクトの概要 備考

　原料費がマイナスであることの利点、埋立地の逼迫等の環境問題解決
を旗印として研究を継続すべきである。
　プロジェクト後半では、実生ごみの分解速度を模擬生ごみ並みに上げる
努力が必要である。固定化法についての先行技術のベンチマーキングの
強化等を通じて、メタン醗酵に適した固定化法の絞り込みを早期に行った
上で固定化装置の大型化に取り組むことを望む。また、プロセスの最終段
階で発生する廃液や固形の廃棄物の処理法について事業化に向け必要
な調査研究を実施し明確にするとともに、微生物菌叢の制御をどのように
実証試験に取り入れていくかについてより具体化することを望む。
　本プロジェクト後の実証プロジェクトに向けて、実用化に必要な条件は
何か等について調査していく必要がある。すなわち、実用研究への展開
は、装置スケールおよび設置場所について具体的かつ定量的に明確化
するとともに、生ごみの物理的な性状、化学成分組成、さらに流入量変動
など水素醗酵ならびにメタン醗酵に大きな影響を与える因子についての
情報を考慮しながら、システム全体の構築をはかった上で行うことが肝要
である。

「有機性廃棄物の高効率
水素・メタン発酵を中心と
した二段発酵技術研究開
発」

期間（年）：2001-2005
実績額（’01-’02）（億
円）：3

生ごみなど高含水のバイオマス系廃棄物を醗酵処理すると同時に水素
およびメタンのバイオガスを生成し、それぞれ分離して取り出す、高効率
で安全な環境調和型の二段醗酵システムを開発する。

　本プロジェクトは、高含水有機性廃棄物を資源化してエネルギー回収を
目指しており、CO2 放出削減と廃棄物処理の両面から重要である。特
に、廃棄物処理の観点からその実用化には国や自治体の関与が必要と
されるため、ＮＥＤＯの関与により、複数の適切な民間企業および大学等
による共同開発を行う国家的プロジェクトに相応しい。
　中間評価時点における成果は順当であり、今後、計画をやや前倒しに
してでも実証用トータルシステムの設置など積極的に研究を進めるべきで
ある。特に、実生ごみにおいて目標の数値にどこまで近づけることが出来
るか、また上回ることが出来るかを実証することが重要である。事業化する
ための現実味のある調査、計画立案を行うことを望む。
　一方、バイオマス変換においては、各プロセスを無理なく定量的に結合
させてシステム化することが重要であるが、本プロジェクトでは、この点に
ついて必ずしも定量的に取り扱われていない懸念があり、今後はこの点を
考慮してバランスのとれたシステムの構築を早急に検討すべきである。ま
た、従来のメタンのスチームリフォーミングに比べて、有機性廃棄物からの
直接水素製造がいかに優れているかを示すことが本プロジェクトの優位
性を明らかにする上で重要である。

中間評価
２０－３

平成１５年度中間評価　報告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

　セルロース系バイオマスを主原料とした場合に、従来法では克服できな
かったセルロースの効率的糖化および省エネルギー的エタノール抽出・
脱水膜技術の開発が本プロジェクトの特色であり、今後もそれらを重点目
標として推進することを望む。ここで、特に、原料となるセルロース糖化効
率の向上と建築廃材等に含まれる可能性のある有害物質の除去が実用
化を左右することを常に認識して開発を進めて欲しい。早期実用化のた
めには、最終目標の反応温度35℃については、30℃での生産性との得
失の評価を明確にする必要がある。バイオマス糖化のためのセルラーゼ
生産菌とエタノール生産菌の育種については、育種のための遺伝子につ
いて具体的に選択をした上でさらに一段の努力を期待する。無水エタ
ノール生産に関しては、もろみからの濃縮と抽出エタノールの膜脱水での
トータルのエネルギー削減率を明確化する必要がある。酸糖化と酵素糖
化のつなぎ目における固液分離やpH調整の課題、醗酵液からのエタ
ノール回収における膜の課題など、各要素技術のつなぎ目にみられる弱
さや問題点の解決が必要である。酸糖化法と酵素糖化法の得失につい
ても検討して頂きたい。経済性については評価精度の向上を計り明確化
しておくべきである。

中間評価
２０－２

「セルロース系バイオマス
を原料とする新規なエタ
ノール発酵技術等
により燃料用エタノールを
製造する技術の開発」

期間（年）：2001-2005
実績額（’01-’02）（億
円）：6

国内に産する未利用のセルロース系（木質系）バイオマスを対象として、
転換技術を含む、新規かつ高効率な製造技術の開発により、安価な燃
料用エタノールを提供すると共に、燃料としての性能、安全性を検討す
る。

　本プロジェクトは、カーボンニュートラルであるバイオマスからのエタノー
ル生産を目指しており、化石燃料の消費抑制、CO2 の放出削減の両面
から重要である。その実用化は限られた民間企業の努力によって完成し
得るものではなく、ＮＥＤＯの関与により複数の企業、大学等による共同開
発を行う国家的プロジェクトに相応しい。
　建築廃材等のセルロース系バイオマスを主原料と捉え、酵母の遺伝的
育種によるセルロースの効率的糖化法および膜技術を用いた省エネル
ギー的エタノール抽出・脱水技術の開発を重点目標としていることは適切
である。研究開発体制は、各要素技術の開発に必要な専門家が広く含ま
れておりバランスがとれている。
　順調に研究開発が進んでいると判断される。濃硫酸法によるバイオマス
糖化についてはほぼ完了し、また、セルラーゼ処理およびエタノール生産
菌の育種については、複数の微生物のそれぞれに特長が認められ好成
績を収めている。
　ただし、醗酵プロセスにおける従来の酵母による醗酵、EG-BGL共発現
酵母による醗酵、ザイモモナスなど細菌による醗酵のどの　プロセスに優
位性があるかを明らかにして、実用化に向けて最終的には原料の種類に
応じて微生物種を選択していく必要がある。また、最終的には、バイオマ
ス変換システムとしてのエネルギー効率や経済効率について的確な試算
が行えるようプラント設計を進めることを期待する。
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平成１５年度中間評価　報告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

　エネルギー問題、地球温暖化等の地球環境問題が高まる中でエネル
ギー合理化に資する超高効率ガスタービンの開発は社会的必要性の高
い研究課題であり、1700℃の超高温での使用が期待できる独自開発の
新材料ＭＧＣを用いて先端的で挑戦的なガスタービン技術を開発する本
プロジェクトは、わが国発の未来技術として超高温ガスタービン技術での
国際的優位性を確保する上からも重要である。特に、1700℃無冷却ター
ビン用部品製造技術への挑戦は大きな意義がある。
　研究開発成果については、中間目標を達成する良好な成果が上がって
いると判断され、特に、単純サイクルガスタービンの熱効率38％の見通し
が得られたこと、シミュレーション技術を中心にＭＧＣを用いたガスタービ
ンシステムの実現可能性を示したこと、複雑形状部材の鋳造を可能にす
る画期的な技術を開発したことなどは高く評価できる。
　情勢変化に対応し、研究計画の見直しを行った結果、ＭＧＣ部材研究
開発に集中したことは妥当な判断で、その目的・目標も残り３年間のプロ
ジェクトに相応しい現実的なものと言える。特に1700℃におけるMGC部材
の物性上の問題、熱応力に対する構造成立性等、本研究開発期間内で
克服すべき研究課題について十分に検討し、慎重にマネジメントを行い、
研究を進めてほしい。
また、本ガスタービンの実用化を目指す上で1700℃の温度条件と実用化
に必要な10000時間の運転に耐えられる部材の特性の確認、振動・熱応
力等の構造実証等、解決すべき課題が多く、今後のガスタービン実機開
発プロジェクトにおいては、重点化、絞り込み等を十分に検討してほし
い。
　ＭＧＣ材料については、基盤的技術情報の整備に配慮しつつ、実用材
料として使いこなすための技術体系の確立に向け研究開発を持続、発展
させることを望む。
　実用化、事業化の見通しについては、早期実用化を考えている分野で
の実現性、市場規模等の見通し検討は行っているが、今後更なる実用化
のシナリオの明確化を望む。

　本プロジェクトの本来の目的は、超高温耐熱ＭＧＣ材料の適用による超
高効率ガスタービンの実現であるが、ＭＧＣ材料をいきなりガスタービン
に適用するのではなく、早期での実用化の可能性の高い分野で実績を
積むことを優先する方針は妥当である。残り３年間のプロジェクトにおい
て、ＭＧＣガスタービン部材の製造技術を完成させるとともに、1700℃レ
ベルの超高温ガスタービンの厳しい環境下におけるＭＧＣ部材の信頼性
の見通しを得ることが重要である。また、ＭＧＣ材料について、ファインセ
ラミックスや複合材料についての既存の研究データと比較して特性をまと
めることを望む。
一方、ＭＧＣ部材技術に研究の力点がシフトしたことによって、超高効率
ガスタービンの実機実現のテンポが当初計画より遅れるのは望ましくな
い。そのため今後のガスタービン実機開発において研究を加速すること
により、2020年頃までの中小型コージェネの普及の見通しが持てるような
ガスタービンの実現を念頭に置いて、計画強化のマネジメントを期待す
る。

　汚泥発生量の抑制、有害化学物質の除去、省エネルギー性など生物
処理法の抱える問題点を、高濃度オゾンを中心とした新規技術でブレー
クスルーする本研究は極めて時宜を得た研究開発であり、高く評価でき
る。さらに、開発体制も官及び学のみならず国内主要オゾンメーカー、水
処理メーカーを統合し、かつリーダーの優れた指導力で、着実に開発が
進められていることは高く評価される。今後、コスト面での詰め、掲げた数
値目標の調和のとれた達成や長期実証試験による実用化への展望など
に留意して欲しい。

　高濃度オゾンを利用した省エネルギー、低コスト型水処理技術の開発
は、異分野への応用も展望される。ただ、現時点ではモデル排水が中心
のため、見かけ上処理が安定していると言われないように、今後は実排水
による水質・水量変動を加味した長期実証テスト、特に冬季の窒素除去、
難分解性物質分解などの処理性能を検討し、実用化を計って欲しい。

タービン入口温度１７００℃、圧縮比３０で発電端効率３８％を達成できる
５ＭＷ級ＭＧＣ超高効率ガスタービンシステムの構築に必要な要素技
術確立の見通しを得るとともに鋳造によりＭＧＣ複雑形状部材を試作し
てその高温実用性を確認する。

中間評価
２１

「ＭＧＣ超高効率ガスター
ビンシステム技術研究開
発（超高温耐熱材料ＭＧ
Ｃの創製・加工技術研究
開発）」

期間（年）：2001-2005
実績額（’01-’02）（億
円）：17

中間評価
２２

「省エネルギー型廃水処
理技術開発」

期間（年）：2001-2004
実績額（’01-’02）（億
円）：5

　本プロジェクトは、健全な水資源循環系の確立と水資源の有効利用の
促進を図るため、高濃度オゾンを利用し、①従来型廃水処理方法に比
べ、約40％の省エネルギー効果の達成、②約90％の難分解性有害化
学物質の分解・除去、および③従来処理法に比べ汚泥発生率の約
90％削減を目標とする廃水処理技術を開発する。
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平成１５年度中間評価　報告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

　本事業は、次年度以降の研究開発を続行すべきである。
ただし、PEFCの技術開発は日進月歩であり、開発目標や内容は適宜見
直す必要がある。LPガス燃料改質についての技術開発を中心に行い、よ
り効率的な研究費の配分を行うべきである。
　今後は、さらに５つの研究室の開発研究を有機的、相乗的に効果を持
つように研究推進委員会でより連携を図っていくべきである。LPガスの燃
料電池と市場で競合することになるオプションに対して、経済特性、環境
特性などの強みを持ち実用化、普及できる技術につながる開発が具体的
に進んでいることを確認しながら、研究開発を進める必要がある。
　なお、個々のテーマについては、基盤的な研究課題が設定され、実用
化を目指しながらも基礎的な検討を行いえる体制がとられているので、こ
の体制を活かしつつ、将来の真の実用に繋がる革新的技術開発を目指
して、息の長い研究をも平行して進めて欲しい。

　本事業は、エネルギー供給インフラを整備しにくい地域に対して利便性
が高く既存供給システムが完備しているLPガスを、将来のエネルギー供
給で重要な役割を担うポテンシャルを有する燃料電池へ適応するための
技術開発を担っており、地球環境の保全・省エネルギー化に貢献できる
など、政策的・技術開発的意義が大きい。
　研究成果は、キーテクノロジーである改質技術の開発が順調に進んで
おり、総じて中間目標に到達していると判断できる。
　中間評価の段階のまま今後も計画が進むとすれば、個別の要素技術の
開発目標は達成できるだろう。しかしながら、総合調査研究を踏まえて、コ
スト面を反映しつつ、実用化を目指すシステムの検討を行っていただきた
い。
　水素・固体高分子形燃料電池に関するプロジェクトは、脱硫剤、改質触
媒、CO除去装置、メンブラン材料を含めて、経産省、NEDO、文科省の多
くのプロジェクトにより進行中なので、可能な限り情報交換を行って知識を
共有化し、有用な方策を取り入れて技術開発を加速することにより、我が
国発信の技術を速やかに完成させることを望む。

「LPガス固体高分子形燃
料電池システム開発事
業」

期間（年）：2001-2005
実績額（’01-’02）（億
円）：4

中間評価
２３

中間評価
２４

　我が国のエネルギー供給の安定化・効率化、地球温暖化問題（CO2）・地域
環境問題（NOx、PM等）の解決、新規産業・雇用の創出、水素エネルギー社会
の実現等に資するため、固体高分子形燃料電池について、早期の実用化・普
及を目指す「固体高分子形燃料電池／水素エネルギー利用プログラム」の一環
として本プロジェクトを実施する。本事業は、家庭用分野におけるエネルギーの
安定供給、流通合理化を図るとともに省エネルギー、環境改善、低コスト化、発
電需要の対応に資するため、高効率かつ小型化したLPガス固体高分子形燃料
電池システムを開発し、LPガスを燃料とする燃料電池システムの早期実用化を
図ることを目的とする。補助率2／3以内、民間の負担1／3で事業を実施してい
る。LPガスは、炭素数が3であるプロパンを主成分とし、炭素数が1であるメタンを
主成分とする都市ガスに比較して、改質反応自体が難しい。特に、家庭用で用
いるためには小型・高効率化が必要であり、技術開発を必要とする。さらに、LP
ガスには硫黄分として、着臭剤成分と石油由来の硫黄分が含まれ、燃料電池シ
ステムに適応させるためには、硫黄分を除くための技術開発が必要である。ま
た、LPガスはボンベで供給されるため、ボンベ消費率に依存して、ガスの成分
が変動することが予想されるが、この詳細検討と対策が必要である。本事業で
は、水蒸気改質法（2方式）と、将来技術として、メンブランリアクターと触媒燃焼
併発型改質法の、4つの方式を採用して、LPガスを原料とした改質技術の研究
開発を推進する。なお、共通技術開発として、脱硫剤の開発とLPガス品質の影
響に関する調査・検討を行う。これらを4研究室（＋1分室）の体制で実施する。
水蒸気改質法における起動・停止運転方式燃料電池システムの開発（袖ヶ浦研
究室、門真分室）では、改質の要素技術開発の脱硫剤の開発（袖ヶ浦研究室）
において、LPガスに含まれる硫黄分を調査し、着臭剤以外にも石油由来の硫黄
化合物を含有していることがわかった。これら硫黄分を除くには、金属系脱硫剤
とゼオライト系脱硫剤の組み合わせが有効であることを見出し、常温で4,000時
間相当脱硫能力を有する脱硫剤を開発しているところである。

改質触媒の開発として、S/Cが3.0、SVについては加速（3倍相当）の条件で、
1,500h運転試験を行い、4,500h相当の耐久性を確認した。触媒活性を測定す
ることにより、触媒寿命を21,000h相当と予測した。LPガスの燃料電池への適応
性評価研究（門真分室）として、燃料処理装置の各反応部の反応条件を抽出す
るために別体型改質器を試作した。さらに本装置の効率を評価し、容量300L、
改質効率60％、AC発電端効率28％という結果を得た。ここで得た知見を元に
一体型の燃料処理装置を設計試作し、改質効率が67%を達成できる見通しを得
た。水蒸気改質法における長期連続運転方式燃料電池システムの開発（横浜
研究室）では、改質の要素技術開発の改質触媒の開発として、S/Cが3.0の条
件で、1,800hまで耐久性試験を行い、改質性能を維持することを確認した。LP
ガスの燃料電池への適応性評価研究（横浜研究室）では、燃料電池本体との
適応性研究として、容量370L、改質効率65％、負荷率100％の条件発電端効
率23％を達成した。メンブランリアクターの開発（守山研究室）では、550℃と低
い反応温度で水素生成反応を促進し、通常の水蒸気改質法の750℃に相当す
る水素濃度が得られることを確認し、リアクターの設計データを得ることが出来
た。触媒燃焼併発型改質システムの開発（堺研究室）では、耐久性向上を目指
した触媒開発を行い、起動・停止を伴う耐久性試験を実施し、運転時間1,500時
間以上、起動停止110回以上の耐久性を確認し、試験を継続している。今後、
最終目標達成に向けて、更なる脱硫特性、改質効率、触媒の耐久性の向上の
技術開発を続ける予定である。

　本プロジェクトは、我が国の基幹産業を支えるものであること、民間企業
だけで推進することは費用などの問題で難しいことから、NEDOが関与す
る必要性は高い。実用化がされた場合、高効率のエネルギープロセスを
実現させる可能性があるなど、社会的意義も高い。
　研究開発体制は、プロジェクトリーダーを中心に、的確に運営されてお
り、達成すべき目標も明確に示されている。着手後の短期間で、有益な成
果を上げており、高度な知見を得ている。プロジェクト全体の目標は達成
しているが、「パフォーマンスの解析・評価技術」については、当初計画通
り、H15年度以降、プロジェクト開発材料を用いた研究開発の本格化を期
待する。また、「技術の体系化」については、「コーティング工学の確立」に
向けての一層の取り組みを期待する。
　今後は、これら2テーマの進捗を加速すると共に、人力と資力を最終目
標達成と実用化に向けた主要課題へ、重点的に配分することが望まし
い。
　以上のことから、本プロジェクトは、現行の延長上で研究開発を継続し、
最終的には、企業にとって実用性のあるコーティング技術が、早期に創出
されることを期待する。

　　ナノレベルでの精密構造制御によって耐熱性・耐食性を飛躍的に向
上させたコーティング技術を確立するため、ナノ構造を実現するプロセ
シング技術、理論と計算機設計を駆使した設計・制御技術、さらに精密
評価技術を開発するとともに、技術の体系化を行う。

「ナノコーティング技術プ
ロジェクト」

期間（年）：2001-2006
実績額（’01-’02）（億
円）：9

　前期は各個別テーマの開発を優先していたが、研究開発期間の後半で
は、当初計画通り、プロジェクト全体の目的達成に向けて各テーマの研究
対象（プロセス、材料、評価法）を強く方向付けし、集約することを期待す
る。
　各技術の成果を集約して統合化した最適プロセシング法、ならびに最
適条件の提案を行うとともに、長期的維持などコーティング技術のパ
フォーマンス評価の保証に関する研究展開、および費用対効果のプロ
ジェクト成果を踏まえた再検討を望む。



整理番号 ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ名 プロジェクトの概要 備考

平成１５年度中間評価　報告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

　テーマの中には理論予測・ナノ構造形成・機能実証のサイクルの実現
可能性がまだ見えないものもあるので選択と集中が求められる。総花的に
やるのではなく、面白い理論的予測（たとえば分子磁性）の検証実験、柔
軟な目標変更、研究内容の拡大など、成果が上がりつつあるテーマへの
傾斜的経費配分を検討することも必要ではないか。ナノ構造機能相関理
論の一般化技術に関しては、１つのテーマとする意義および位置付けを
より具体的に明示した方が良いと思われる。
　実用化に近い成果が出ている分野に関してはより多くの企業との連携を
新たに取り入れることが望まれるが、当プロジェクトで発見した新現象につ
いては、実用化研究と平行して、物理的起源を明らかにするような基礎的
な研究も進めるべきであろう。

　広範な産業技術分野に革新的な発展をもたらすためにナノシミュレー
ション技術とナノ創製技術をリンクさせるという本プロジェクトの設定は、理
論、実験技術の両方の基盤が整備された今だからこそ可能となったもの
で、誠に時宜を得たものである。
現在までの進捗状況を見ると、理論と実験がかみ合い新しい物質の開発
に成功するなど、全般的にみて非常に高い水準の研究成果が数多く得ら
れており、順調に推移していると考えられる。本格的な理論・計算主導の
研究開発スタイルで実用化まで到達すれば、日本における今後の技術開
発において重要なモデルとなると期待される。
　ただ、個々のテーマの中には、進捗状況が必ずしも順調と言えないもの
が見受けられるほか、理論と実験との連携、あるいは、実用化見通し・特
許出願に関してグループごとの偏りが見られるので、今後の総合的な研
究展開の中での検討が望まれる。
ナノ構造機能相関理論の一般化については、データベース蓄積としての
意味は理解できるが、まだ個々の理論研究にとどまっており、今後の進め
方の再検討が望まれる。

　本プロジェクトは、中小製造業関連だけでは解決できない幅広い問題を
抱えていること、および費用が多くかかることから、我が国のものづくりに
とって極めて重要な課題であり、NEDOの事業として相応しいと判断する。
実用化した場合、競争力付与の大きな支援になり、中小製造業の技術力
向上に寄与できるものと期待でき、社会的な意義も高い。
　研究開発体制は、プロジェクトリーダーを中心に概ね的確に運営されて
いる。中間段階での目標に関しては、前倒しで成果をあげていることな
ど、概ね達成しているものと判断するが、本プロジェクトで開発している
「加工全般にわたる技能の技術化」と「設計・製造支援アプリケーションの
ためのプラットフォーム」との有機的連携を今後進めるべきである。
　さらに、システムの具体的な最終形を決め、実用化に向けた主要な課題
を明確にして、人力と資力をそれらへ重点的に配分し、できる限り前倒し
で進めることが望ましい。
　以上のことから、本プロジェクトは、現行の延長上で研究開発を継続し、
最終的には、中小製造業にとって使いやすく有益なシステムが、早期に
構築されることを期待する。

　システムの普及や実用化の見通しを得る上でも、できる限り前倒しでき
るものは行い、早期に成果を評価版として公開する方がよい。そして、評
価版の試験運用におけるアンケートや評価の結果を、確実にフィードバッ
クし、実用化に向けて、ユーザーの意見を積極的に取り入れることが重要
である。その際、web上で技術が流出しないように、堅守なセキュリティー
を検討すべきである。
　また、開発期間中にできるだけ数多くのデータを蓄積して質と量を確保
すること、プロジェクト終了時とその後のメンテナンスなどを含めた利用の
姿を開発期間内で検討すること、デジタルマイスター関連の他プロジェク
トとの連携を可能な限り図ることが必要である。

「ものづくり・ＩＴ融合化推
進技術の研究開発」

期間（年）：2001-2007
実績額（’01-’02）（億
円）：13

中間評価
２６

　「ものづくり」に情報技術（ＩＴ）を活用し、中小製造業にとって重要な加
工全般にわたる技能の技術化を支援するとともに、設計・製造業務の基
幹情報の共有・有効活用できるソフトウェア基盤を確立することで、我が
国中小製造業の競争力の維持、強化を図る。

「ナノ機能合成技術プロ
ジェクト」

期間（年）：2001-2005
実績額（’01-’02）（億
円）：5

　理論的に設計された合目的的ナノ構造の創製によって、超低消費エ
ネルギー性や量子限界に迫る超高感度センシング機能など、物質の持
つ極限的な特性を持つ人工材料を論理的に実現する技術を開発する。
平成１７年度までにナノ構造の機能の主要な担い手である電子・スピン
系および分子系を対象にナノスケールの構造機能相関を高精度に予
測するナノシミュレーション技術を開発・応用し、設計されたナノ構造を
種々のナノ構造化技術を駆使して実際に創製することで予測された電
子・スピン機能、分子機能を実験的に実証するとともに、技術を体系化
する。

中間評価
２５



整理番号 ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ名 プロジェクトの概要 備考

平成１５年度中間評価　報告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

　網膜神経節細胞の機能が保存されている失明患者に対し、網膜を電
気刺激して視覚を再建する人工臓器「人工視覚システム」の研究開発を
目指す。網膜色素変性症を対象とした体外撮像型人工視覚システム
と、加齢性黄斑変性症を対象とした体内撮像型人工視覚システムの2方
式の開発を行なう。

　本システムが実用に至れば、視覚障害者は光を取り戻すことができ、身
体的、心理的ストレスが改善される。視覚障害者のQuality of Lifeの向上
に貢献する重要な社会事業であり、国が責任を持って開発すべきテーマ
である。
　本プロジェクトは欧米の先行グループと正面切って競争する大変チャレ
ンジングな研究開発であり、日本の技術力を基盤にしたキャッチアップ計
画は理解できる。目標は具体的かつ明確に設定されており評価できる
が、電力送受信部、信号送受信部、画像処理部、電極アレイとフレキシブ
ル基板については、目標をより高く設定し、出来る限り新規性・独創性の
ある開発を望む。
　また開発が、眼外装置と眼内装置の開発という単なるハードウェアの開
発に留まるのではなく、臨床応用できる技術として完成することを期待す
る。そのためには、動物実験が必須であるが、開発中の眼内装置の仕様
（性能・形状等）、眼内埋植法、視機能評価法等について非常に高度か
つ多様な専門的知識・技術が必要になる。従って、目標どおりに機能する
かどうかについて、できる限り早急に動物実験を進めて、臨床応用の可能
性があるかどうかを見極めて欲しい。
　さらに、このような人工感覚系デバイスの評価に動物実験がどこまで有
用かについての疑問も残されており、また、最終的には臨床試験が必要
と考えられるが日本で何処まで可能かが不透明な事も問題点として指摘
する意見もある。

　すべての評価委員が指摘した事柄であるが、現システムで臨床応用が
可能かどうか、できる限り早急に動物実験を進め、その結果に応じて計画
変更も視野に入れるべきである。
　今のところチップの埋め込み技術や視機能の確認方法に関するin vivo
実験の具体的計画が見えていないので、実用化に結びつく最も大事な過
程の計画を明確にすべきである。
　個別技術要素のなかで、電力送受信部、信号送受信部、画像処理部、
電極アレイとフレキシブル基板の項目については、より高度な技術要素の
導入を検討し、目標設定を高くする必要がある。
　このプロジェクトの推進を継続すべきであるという意見が大多数であっ
た。しかしながら、ごく一部の委員からは継続の妥当性を疑問視する意見
もあった。

中間評価
２７

「人工視覚システム」

期間（年）：2001-2005
実績額（’01-’02）（億
円）：5
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事後評価
９

事後評価
８

　半導体グレードのシリコンインゴットをスライスする方式は、低コスト化お
よび供給の絶対量の点で、そう遠くない将来に限界が来ると考えられる。
また、性能面でも理論的効率との差が比較的小さいことから、今後の変換
効率の改善も小幅なものに留まると予想される。高純度シリコン結晶系モ
ジュールはすでに事業化され、200MW/年の製造規模となっていることも
併せて考えると、本技術開発はこれで終了し、成果を利用できる他の有
望な技術開発に努力を傾注するべきである。NEDOによると2010年度の
導入目標482万kWの達成には、その発電コストを、ユーザーが導入補助
金なしで自発的に購入しうるレベル（家庭用電気料金並）まで低減するこ
とが必要であるとしている。そのためには、モジュールコストを100円/W以
下まで下げる必要があり、本技術の成果を踏まえてその現実的達成可能
性を明らかにすべきである。一例として、年産１GWを想定したソーラーグ
レードシリコンの量産から太陽電池への一貫生産ラインの製造技術およ
び市場開発戦略プロジェクトをあげる。原料に係る技術開発は本プロジェ
クトの対象としてはいないが、昨今の原料事情の逼迫にともない再検討の
要がある。

　本プロジェクトは既存技術の高度化で太陽光発電を拡大する研究開発
と整理でき、市場が急速に立ち上がりかけている中で時機を得たものであ
る。将来的には他の方式も台頭してくるにしても、当面の太陽光発電の市
場拡大に役立つ多結晶シリコン型がまだ技術の発展途上にあることを考
えれば、国民経済的に見ても推進の意義は大きい。製造コストはほぼ目
標値に達し、世界最高レベルの変換効率も得ており成果は満足できる。
既に本事業で開発された技術や知見の一部は実用に供されており、今
後さらなる実用化も期待できる。実用技術に近いこの種の研究開発は、
運用によっては本来国が関与すべきでない市場競争の分野に資金を流
出し、かえって企業間の競争を阻害することにもなりかねないという危険も
ある。本プロジェクトが明確な開発目標を示して実施したことは、研究開発
マネジメント面でそうした危惧を避けようとする努力であったと評価できる。
　本プロジェクトは、結晶シリコンは高価であるという前提に立った、シリコ
ン結晶系太陽電池製造技術の下流部分に焦点を絞った開発であり、上
流部分の過去に実施した低コストシリコン原料開発研究等と殆ど関係の
無いものになっている。歩留まり等を含めた大規模生産への分析を通し、
太陽光発電の普及の夢を増大させるプロジェクトであるべきであった。例
えば、太陽電池用シリコン原料からの一貫生産の最適化を再検討し、1社
（研究組合）1GWスケールの生産を想定したシナリオが考えられる。他の
エネルギーとの競争力はいまだ脆弱であり、新たな公共事業としてサポー
トすることにより将来の大きな成果が期待できる。以上の評価を考慮した
新たなプロジェクト展開を検討すべきである。

　結晶系太陽電池の高効率化・高品質
化を即効的に可能とする技術開発を実
施し、新エネルギーとしての太陽光発
電システムの導入促進に資する。

「太陽光発電技術研究開
発「先進太陽電池技術研
究開発」（即効型高効率
太陽電池技術開発）」

期間（年）：1999-2002
総額（億円）：16

　2010年のCO2削減目標を達成するた
めには、近年の情報化社会の急速な発
展に伴う情報機器・電子機器のエネル
ギー消費の拡大を抑えることが重要な
課題となっている。そこで本プロジェクト
では、半導体の更なる省エネルギー効
果を目指し、極低電圧でも高速動作可
能なマルチしきい値型CMOS-LSI技術
の研究開発を目的とする。現行のデバ
イスと比較し、トランジスタの駆動能力の
向上、負荷容量の削減、及び小面積化
を可能とする極薄膜完全空乏型シリコ
ンオンインシュレータ(SOI)デバイスを主
体とした極低電圧LSIを実現するための
基盤技術を開発する。

平成１５年度事後評価　報告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

　本プロジェクトは即効的・革新的エネルギー環境技術開発という観点か
らの省エネルギーに対する直接的な貢献度だけでは評価できない部分
がある。むしろ、新しいビジネスチャンスを生み出す可能性など、技術の
波及効果によって評価すべきである。
現在のIT産業やユビキタス機器の隆盛を予想できなかった時点で計画さ
れたプロジェクトとしては、極めて適切な目標を設定したといえる。また、
完全空乏型SOIが今後、携帯情報機器を中心としたIT技術の中核技術に
なっていく可能性を秘めていることを考えると、本プロジェクトの重要性は
極めて高い。
　研究開発マネジメントとしては、中間評価での指摘を盛り込み研究開発
計画を一部修正したので、結果的には評価すべき成果が得られといえ
る。
　研究開発成果としては全体的にほぼ目標も達成され、すぐに応用でき
る成果や意義のある成果も上がっていると評価できる。完全空乏型SOIデ
バイスを用いた超低電力LSI実用化への道は開かれたと判断でき、本技
術を用いることにより新しい技術のシーズが生み出されると期待できる。特
に、携帯型情報機器への応用や組込み型超小型電子機器などの、ユビ
キタス・コンピューティング社会へのインパクトが期待できる。

　米国に遅れを取った部分空乏型SOIの二の舞にならないように、早期の
実用化を目指して今後とも研究開発に力を入れて頂きたい。特に、日本
の技術の強さを生かせる低電力の携帯情報端末LSIの実用化では完全
空乏型SOIで世界の先鞭をつけて頂きたい。
　また、大体一層の低電力化に向けては、MOSFETのサブスレッショルド
特性を積極的に利用したサブスレッショルドLSIの応用分野を開拓するこ
とも考えられる。SOIはアナログ、ディジタル混載システムに対して基板雑
音低減効果等が見込まれるため、SOIの特長を生かした回路、方式等の
研究の展開を期待する。
　一方、さらに実用化を促進するためには、基準電圧発生回路、静電破
壊防止回路の実現に工夫が必要であることやコスト、信頼性の追求など
重要な課題が残されている。

「極低電力情報端末用ＬＳ
Ｉの研究開発」

期間（年）：1998-2002
総額（億円）：19


