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概要 作成日 平成 15 年 5月 1 日 

プログラム名 ナノテクノロジープログラム（ナノマテリアル・プロセス技術） 

プロジェクト名 ナノ機能合成技術 PJ コード T01042(一般) 

事業担当推進部室･担当

者 

ナノテクノロジー・材料技術開発室 太田 文彦 

事業の概要 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。 

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】 

物質をナノレベルで制御することにより、物質の機能・特性を飛躍的に向上させ、また、大幅な省エ

ネルギー化、大幅な環境負荷低減を実現し得るなど、広範な産業技術分野に革新的発展をもたらし得る

キーテクノロジーであるナノテクノロジーは、産業技術戦略（平成１２年４月）における将来のフロン

ティアを切り拓く技術の研究開発（革新的・基盤的技術の涵養）に位置づけられる技術領域として経済

産業省によりプログラム化され、新エネルギー・産業技術総合開発機構（以下、「ＮＥＤＯ」という。）

が、研究開発の運営管理を行うに至った。当該プログラムの中で実施される、本プロジェクトは、物質

の持つ極限的な特性をもつ人工材料を、試行錯誤を排除して、効率的に、かつ高精度に設計・開発する

技術を確立することを目的としている。したがって、極めて基盤性が高く、個別企業の競争力の強化と

いうよりは関連産業全体の技術力の底上げをねらうものであり、成果においても共有財の性格を持つと

考えられる。 また、基盤性が高い研究開発は、困難度が高く、リスクも大きく、さらに長期間を要す

るため、国が率先して取り組むことが必要である。 

【実施の効果（費用対効果）】 

費用：【開発予算】に記載。 

効果：本プロジェクトで研究開発の対象にとりあげるナノスケールでの電子・スピン系機能、およ

び分子系機能によって創出が期待される市場とその規模について見てみる。まず、電子・スピン系

機能によって創出が期待される市場の一つに、テラビット級情報ストレージ製品があるが、この

2010 年における世界市場規模は 5兆 1500 億円/年、日本市場規模は 3兆円/年と予測されている１）

。一方、分子系機能で創出が期待される市場の一つに、バイオナノセンシング製品があるが、この

2010 年における世界市場規模は、1,986 億円/年、日本市場規模は 392 億円/年と予測されている１）

。 これらの市場から得られる利益を享受するには、テラビット級情報ストレージ製品の場合、磁

気記録方式を考えると、ナノメートルレベルで記録された磁化反転状態を読み取る超高感度の磁気

ヘッド等の要素技術を 2007 年頃までに開発する必要がある。また、バイオナノセンシング製品の

場合は、DNAの一分子検出センシングを考えると、DNAとの塩基対形成によって生じるわずかな電子

状態、化学構造、集合構造の変化を電磁気的な信号として取り出すための、塩基対形成DNAレセプ

ターや高感度分子センシングシステム等の要素技術を、やはり 2007 年頃までに開発しなければな

らない。 

本プロジェクトで研究開発される、電子・スピン系機能および分子系機能に関るナノ機能合成技

術により、従来の試行錯誤的な材料開発のスタイルから脱却し、ナノスケールでの構造機能相関理

論や計算機シミュレーションの成果を生かした、効率的な材料開発のスタイルを確立でき、テラビ

ット級情報ストレージ製品の要素技術や、バイオナノセンシング製品の要素技術の研究開発期間を



 

短縮し、市場の早期創生と、そこで生み出される利益の享受が、可能になる。 

さらに、本プロジェクトで研究開発を進める、ナノ構造機能相関理論の一般化により、ナノ機能

合成技術を他のナノテクノロジープロジェクトへ応用展開することも可能となる。それにより、日

本のナノテクノロジー技術の発展に対し、大きく貢献すると考えられる。 

 １）小林直哉（日立総研）：東洋経済新報社｢ナノテクノロジー｣、98-101（2002） 

 

【事業の背景・目的・位置付け】 

ナノテクノロジーは基礎的な研究により支えられている先端技術ではあるが、科学的発見から産業化

までの速度は実は極めて早いと言われている。ナノテクノロジーのような最先端技術の市場規模は概し

て小さく、成長率が高い、さらに、製品ライフサイクルが短いという特徴を有すると言われている。す

なわち、製品化の一番手ないし、二番手ぐらいで市場に参入しないと、利益を享受できない。従って、

効率良く新規な材料や科学的な現象を発見し、短期間で実用化へ結びつける、という研究開発スタイル

を確立しなければ、多大な研究開発投資をしながらも、その実用化よってもたらされるはずの多くの利

益を享受できる機会を失うことになる。本プロジェクトは、このような状況に対応するものであり、具

体的には、ナノメータスケールでの電子・スピン・分子の挙動および構造と機能の相関を予測・解析す

る、高速・高精度シミュレーション技術を開発する。また、高速・高精度シミュレーション技術の有効

性を実証するため、電子とスピンの両方を制御したナノ構造機能材料と、一分子レベルでの極限的な分

子認識機能を発現させるためのナノ構造機能材料を開発する。また、ナノシミュレーションからの構造

機能予測に基づいて設計した通りの構造を持つ材料を創製するための、自由度・制御性・拡張性に優れ

た高次複合ナノ構造機能材料のプロトタイピング加工技術を開発する。これらの研究開発を協調的かつ

相補的に行うことで、最終的に物質の持つ極限的な特性をもつ人工材料を、試行錯誤を排除して、効率

的に設計・開発するナノ機能合成技術を確立することを目的とする。 
これにより、従来の試行錯誤的な材料開発のスタイルから脱却し、ナノスケールでの構造機能相

関理論や計算機シミュレーションの成果を生かした、効率的な材料開発のスタイルを確立でき、テ

ラビット級情報ストレージ製品の要素技術や、バイオナノセンシング製品の要素技術の研究開発期

間を短縮し、市場の早期創生と、そこで生み出される利益の享受が、可能になる。さらに、その技

術の一般化を進めることにより、日本のナノテクノロジー技術の発展に対し、大きく貢献すると考

えられる。 

２．研究開発マネジメントについて 

 【事業の目標】                                        

平成１７年度までに、理論計算に基づき、超微細な構造を制御することによって生ずる特異な電子・ス

ピン機能材料及び分子機能材料を合成する技術を確立するとともに、技術を体系化する。 
 

主な研究開発実施事項 H13fy H14fy H15fy H16fy H17fy 【事業の計画内容】 

ﾅﾉｼﾐｭﾚｰｼｮﾝ技術の開発      

 ナノ材料の構造・機能予測      

 電子・ｽﾋﾟﾝ機能材料創製と機能実証技術      

 分子機能材料創製と機能実証技術      

 ナノ構造作製技術      

構造機能相関理論の構築      

 

 

ナノ構造機能相関の一般化      

【開発予算】（百万円） H13fy H14fy H15fy H16fy H17fy 総額 

(当初) 250 326 320 - - 896 予 算 総 額 

（一般会計） (実績) 210 322 252 - - 784 

【開発体制】  

経済省担当原課 産業技術環境局産業技術ユニット研究開発課 

運営機関 新エネルギー・産業技術総合開発機構 

 

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 ﾅﾉﾃｸﾉﾛｼﾞｰ研究部門 横山 浩 部門長 
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委託先  (独) 産業技術総合研究所 東北大学多元物質科学研究所 大阪大学 富士通株

式会社 浜松ホトニクス株式会社 セイコーインスツルメンツ株式会社 住友化学株

式会社 

 

共同研究先等  東京大学、東北大学電気通信研究所、筑波大学、モトローラ 

 【情勢変化への対応】 

本プロジェクトを開始した平成１３年度中は研究開発大項目は①ナノシミュレーション技術、②ナ

ノ機能材料の創製と機能実証技術の２項目で実施していた。しかし、Ｈ１４年度３月の項目の整理時

にＰＬをはじめとする関係者と協議し、｢本プロジェクトのコア・コンピタンスを明確にし、他のナ

ノマテリアル開発への積極的な展開を打ち出す姿勢を示すため｣、新たに、研究開発大項目③ナノ構

造機能相関理論の一般化技術を設けると同時に、一部研究開発項目の移動と追加を行った。 
 

３．研究開発成果 

研究は、順調に進捗しており、平成 15 年度末中間目標を達成済あるいは達成見込みである。さらに、

３ 大テーマ９ サブ・テーマの内の４ サブ・テーマの全部或いは一部については実用化の可能性が高ま

ったと判断され、Ｈ１６ 年度から継続予定の研究プロジェクトでさらに実用化に向けて研究を展開する

予定である。中間目標として設定した「サンプル試作提供」は、表３のように順調に進捗している。NEDO 

主催の「nano tech2003+Future」(平成 15 年 2 月幕張メッセ)の NEDO ナノプログラムの展示において、

ナノ機能合成プロジェクトはサンプルを展示し、「超高感度磁場センシング技術」は展示ハイライトとな

った。本展示会がきっかけとなって、外部機関からの問い合わせ、サンプル要求の件数等が増加している。

また、「強磁性金属／半導体ハイブリッド構造作製技術の開発と磁気抵抗スイッチ効果の発見」に対し、

丸文研究交流財団から丸文学術賞が授賞された。また、日本工業新聞社から、「室温巨大磁気抵抗効果材

料の開発」に対し、２００２年度独創性を拓く先端技術大賞―フジテレビジョン賞が授賞された。更に、

この他３件の受賞をしている。 

 
 【研究項目①ナノシミュレーション技術】 
（１）ナノシミュレーション技術の開発

直径10ナノメートル以上のナノ構造体の安定構造を予測できるようにするという中間目標について、

液晶性材料の高次構造シミュレーションについては14年度に達成し、原子レベルの構造シミュレーショ

ンについても15年度中に達成できる見込みとなった。また、10～100原子層（3～30ナノメートル）から

なるナノ構造の電子状態および輸送現象の量子シミュレーションを可能にするという中間目標を15年

度前半に達成した。 

（２）ナノ材料の構造・機能予測

シミュレーション技術の適用により、シリコン表面ナノ構造の新しい磁性機能予測を行い、また、超

高感度分子センシング機能が期待される候補材料の構造・機能予測を行い、「新しい電子・スピン機能

材料や分子機能材料の創製に関して新しい機能の理論的予測を１つ以上提示する」という中間目標を達

成した。 
 【研究項目②ナノ機能材料創製と機能実証技術】 
（１）電子・スピン機能材料と機能実証技術 

ア．超高感度磁場センシング技術 

中間目標であった、超高磁場応答ナノ構造磁性体材料：磁場感度 10000% (per 100mT)の条件を満たす

材料の作製に成功した。 

イ．スピン注入技術 

実質的に完全スピン偏極度（ほぼ 100%）を示す材料を設計するという中間目標値は、平成 13 年度に

達成した。また平成 14 年度には、最終目標であった、室温における 1%以上のスピン注入現象の実証に

も成功した。 

ウ．局所磁気計測技術 

 中間目標であった、ナノメートルオーダーで元素識別が可能な磁気計測技術の開発は、平成 15 年度

中に達成の見通しが立った。 

 



 

5 

 （２）分子機能材料創製と機能実証技術 

・機能分子構築 

理論計算により、飽和炭化水素鎖よりもπ共役型が好ましいこと、フェニレンビニレン鎖、フェニレ

ンエチニレン鎖のくり返し構造が分子ワイヤとして有効であること、またパラ位同士の結合による高分

子量化が好ましいこと、共役系を崩さない平面性を与える分子骨格が好ましいこと、などが明かになっ

た。合成的な展開可能性も考慮して、ラテラル置換型のパラフェニレンエチニレン鎖を分子ワイヤとし

て選定した。 

・センシングの実証 

機能分子による分子捕捉現象を、分光学的、単一分子的に確認するため、金属微粒子上の孤立分子の

表面増強ラマン散乱(SERS)スペクトル測定を検討した。この結果、銀のナノ微粒子に吸着した単一の色

素あるいは核酸塩基からのラマン散乱の測定に成功し、測定装置ならびに技術的な有効性を確認した。

フォトリソグラフィーと真空蒸着を用い、１０ナノメートル以下の分子サイズギャップを有する金

電極を、制御性良く作成する製法を開発した。この電極を用いて、分子の電気特性の電極間ギャッ

プ依存依存性を評価できる装置を作成し、オリゴチオフェンなどの導電性分子を導入して、それら

の特性を明かにした。 

  

 （３）ナノ構造形成技術 

ア．ナノ加工走査プローブ 

 高精度に温度（100～700K）、湿度（20～80%）、気圧（10-4～1 気圧）が制御できる環境精密制御型走

査プローブ加工装置を開発した。これを適用して、Silicon on Insulator(SOI)基板上のアルミニウム

表面の加工領域 1μm x 1μmにおいて幅 10nmの酸化物細線構造を安定に作製することに成功し、中間目

標を達成した。 

イ．ナノ加工レーザープロセス 

レーザーアブレーションにより、粒径 5-20nm の金属／金属酸化物ヘテロ構造粒子を作成して粒子の

サイズ・構造と磁気的特性の相関の一部を評価するという中間目標に対して、平成 14 年度までに粒径

5-20 ナノメートルのコア／シェル構造の均一粒子の作製に成功した。電子・スピン機能チームとの連携

により、粒径の異なる粒子の磁気特性測定を既に開始しており、中間目標を達成できる見込み。 

 【研究項目③ナノ構造機能相関理論の一般化】 

(1)構造機能相関理論の構築 

シミュレーションと実験の基盤の上に、低次元ナノ構造や分子ワイヤなどの単一ナノ構造体の構造と機

能の相関の理論的解明を進め、電子・スピン機能や分子機能をもつ複合ナノ構造体の設計を行うための

理論的基盤を構築することが目標である。これまでに、(a)ナノ超構造の相転移制御に関するシミュレ

ーション、(b)分子内スピン整列制御に関するシミュレーションなど、幅広い物質に適用可能な、一般

化されたモデルの理論解析を行い、「１つ以上の新しいナノ構造機能の理論的提案を行う」という中間

目標を達成した。 

 （外部発表実績）特許：20 件、 論文：184 件、 口頭発表：282 件、 新聞：3件 受賞：5件 

４．実用化、事業化の見通し 

 以下の研究開発項目については、平成 14 年度までに得られた研究成果の一部をもとに実用化に向け

た研究開発が進められている。 

 ②-(1)-ア．超高感度磁場センシング技術 

磁気センサーあるいは HDD 用読み取りヘッドとして（独）産総研と富士通株式会社で共同開発中。 

 ②-(1)-ウ．局所磁気計測技術 

試作した局所スピン分光装置は、すでに外部機関から利用申し込みがきており、今後、局所磁気計

測装置の開発に向けて（独）産総研とセイコーインスルツメンツ株式会社で要素技術を共同開発する。 
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 ②-(３)-ア．ナノ加工走査プローブ 
試作した環境精密制御型走査プローブ加工装置は、今後実用化に向けて（独）産総研とセイコーイ

ンスルツメンツ株式会社で共同開発を進める。 

５．評価に関する事項 

実施時期 平成１５年度 中間評価実施 評価予定 

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１８年度 事後評価実施予定 

 

評価予定 

評価項目・評価基準 標準的評価項目・評価基準 



 

「ナノ機能合成技術プロジェクト」 

（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 

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。 

 

２）今後に対する提言 

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。 

 

１．２ 各 論 

１）事業の位置付け・必要性について 

本プロジェクトは、物質の持つ極限的な特性を示す人工材料の創製を、試行錯誤を

排して論理的に実現する技術の開発を目的とする基礎・基盤的な研究開発であり、民

間活動のみでは不可能である。よって産官学の協力による国家プロジェクトとして

NEDO が関与することは妥当である。 

また、ナノ構造の創製技術と理論・設計との本格的連携によってナノテクノロジー
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を開発推進するという姿勢は、ナノテクノロジープログラムの施策にきわめてよく適

合していると考えられる。 

 

２）研究開発のマネジメントについて 

総合的には、明確な開発目標が設定されていて、スケジュール、予算の立て方とも

ほぼ妥当である。しかし、現状では、成果の見通しのある分野と、基礎研究段階にあ

る分野が同じレベルで位置付けられているように見受けられるので、それぞれの意味

合いと研究水準に応じた目標の設定をすることが、研究推進にとって、より効果的で

あると思われる。 

各研究開発実施者の選定、プロジェクトリーダーの選任は適切であり、プロジェク

トリーダーおよびその各研究グループリーダーの強い牽引力が感じられる。 

研究が順調に開始され進捗していることより、プロジェクトの運営はおおむね良好

に行われていると判断できる。実施者間の連絡を継続的に行う努力も見られ、さらに

国際シンポジウムなどを開催し国内外からの評価を受けており、政策・技術動向に機

敏かつ適切に対応する姿勢を示している。 

NEDO が全体方針として追加した「ナノ構造機能相関理論の一般化技術」に関しては、

その内容、意義が十分に理解されず、研究方針の揺らぎとなるおそれがあるので、無

理のない方向付けが望まれる。 

 

３）研究開発成果について 

一部はすでに中間目標を達成している。その他についても中間目標を達成する見込

みがあるので、全体として中間目標は十分に達成可能と考えられる。 

成果の中には、世界最高水準のもの、新しいパラダイムを拓くものがある。特許を

多数申請しており、論文の数も年度を追う毎に着実に増加している。多くの表彰を受

けていることは研究開発の質が高いことを示している。成果の移転の努力も行ってい

る。 

論文・学会発表などの成果の質・量に比較して、プレス記事など社会への発信の努

力が不十分であると思われる。情報発信の積極化や市場開拓の可能性をアピールする

ためにも、新聞などのメディアを積極的に活用するべきである。 

また、シミュレーション関係の特許出願が、阪大グループに片寄っている。集中研

も論文作成だけでなく特許出願の努力が望まれる。 

 

４）実用化、事業化の見通しについて 

超高感度の磁気センサーをはじめ、市場に直結することが期待できる成果や、実用

化が成功した場合には大きな経済波及効果が期待でき産業技術の芽となる技術も開

発されている。特に、スピンエレクトロニクスについては、このプロジェクトで生ま

れた成果が、分野全体に大きな波及効果をもたらしている。 

テーマによって実用化までの段階が異なっており、基礎研究段階にあるテーマにつ
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いては、基礎的な目標を明確にすべきであり、産業応用への芽が出てきた分野に関し

ては実用化への道筋と資源集中を明確化するなど、柔軟に研究の方向性を再検討すべ

きである。 

プロジェクトの趣旨から言えば、直接的な産業応用もさることながら、この研究を

通じて試行錯誤を排して人工材料を論理的に実現する技術の開発が本格化するなど

の波及効果の重要性を評価することが必要であろう。 
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個別テーマに関する評価結果 

 

 成果に対する評価 今後に対する提言 

ナノシミュレ

ーション技術 

ナノシミュレーション技術は今後とも重要性が増す分野であり、ナノテクノロジー開発

推進への汎用性が高い。直径 10nm 以上のナノ構造体の安定構造を予測するという中間目

標、また 1-100 原子層からなるナノ構造のシミュレーションに関する予測も目標達成して

いるなど国際水準から見て優れた成果が得られている。非磁性体表面における磁性機能予

測という当初想定されていなかった成果も実験と結びつく理論解析から得られている。 

集中研グループのナノ構造体シミュレーションは、着実に進歩し、ナノ構造の新機能予

測を含めて中間目標をほぼ達成しているが、多くは未だ要素技術開発に留まっており、具

体的な機能性のデザインにフルに活用されるには必ずしも至っていない。これらの適用研

究については、これからの発展を待つ必要があろう。 

分子機能に関するシミュレーションの成果は科学的基礎研究レベルにとどまっており、

今までのところ、新たな市場創造につながるような新規性、先進性が明確に示されていな

い。 

新物質の提案にとどまることなく、このプロジェクトの本来の目的であるナノ物質ある

いはナノ構造に対する研究をさらに発展させるため、実験チームとの連携をこれまで以上

に密にしてほしい。例えば、実験グループで得られた超高感度磁気センサーの理論的バッ

クグランドを打ち立てるとか、計算の高速化・大規模化に関して研究グループ相互の積極

的な技術支援、有機的連携をはかってはどうか。 

集中研のナノシミュレーションについては、研究テーマも多岐にわたっており、やや散

漫な印象を受ける。実用化技術に合わせたシミュレーションに集中するなど、選択と集中

を心がけるべきではないだろうか。 

ナノ機能材料

の創製と機能

実証技術 

 

多くのグループで目標を十分クリアしている。理論・設計⇔創製・実証のループが非常

によく機能している。世界最高水準の成果が上がっていて、論文の質・量ともに優れてい

る。 

電子・スピン機能材料に関しては、超高感度磁場センシングやスピン注入において予想

を大きく上回る発展があった。特にセンシング技術に関しては実際のデバイス応用を目指

した研究の進展が期待される。スピン偏極度 100%の材料開発については、理論に基づいた

材料設計によって新材料創製を達成し、スピン注入効果も実証しており、予想を超える成

果を得ている。 

ナノ構造形成技術に関しては、高精密な微小細線の形成法を確立した点、ナノ加工レー

ザープロセスは汎用な材料創製を実現しつつある点が評価できる。 

分子機能分野においては、微小電気計測系の開発に成功している。今後は、超高感度Ｄ

ＮＡセンサーの最終目標への道筋を明確化するなど、分子機能材料設計の目標を明確にし

て理論・設計と創製・実証とのより一層の連携を進めることが期待される。 

本プロジェクトの中でスピンエレクトロニクス関連のテーマが最も大きな成果を出し

ており、実用化への展開も明確になっており、今後、一層重点的な開発が行われるべき分

野である。 

ナノ構造形成では作られた細線が所望の電気的性質を示すことが重要であり、その検証

にも力を注ぐ必要があろう。分子機能材料創製は、並行して行っている研究のうち、実現

に近いものに集中していく再編成が必要であろう。ナノ加工レーザープロセスはナノ触媒

など、より積極的な応用展開が望まれる。実用化に近い技術に関して、より多くの企業と

の連携を取り入れてはどうか。 

磁気抵抗効果の発現機構や超高感度センシング技術については、大学の研究者との共同

研究による基礎的な物性実験や、理論グループとの連携による基礎研究への回帰が必要で

ある。 
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 成果に対する評価 今後に対する提言 

ナノ構造機能

相関理論の一

般化技術 

構造機能相関理論の構築に関する要素技術の成果は、目標値をクリアしている。それぞ

れのテーマは国際的にも優れたものである。得られる成果をすぐに体系化して他者が利用

できるようにする技術は日本に欠けている能力の１つと思われるので、今後の課題として

評価できる。しかし、理論・シミュレーションのみの一般化では意味がない。実験系を含

めたそれぞれのテーマ自身が、ある程度の一般性をもっていることに配慮した無理のない

一般化を進めるべきであろう。 

ナノ構造機能相関の一般化はナノテクノロジー知的基盤の確立にとって重要であり推

進すべきであるが、テーマの意義を十分に説明し、目指すものをもっと明確かつ具体的に

すること、および、個々の理論をどのように総合的な構成にまとめていくかの指針を立て

ることが必要である。 
一般化を理論にのみ求めるのでなく、実験グループとの協力を得ながら、もっと具体的

な目標設定を行うことが必要である。実験グループにおける実施例を取り入れた一般化も

視野に入れてもらいたい。 
今後の方向性としては、徹底的なデータベースの蓄積を進めるとともに、全グループリ

ーダーが理論・実験それぞれの知識・技術の体系化を目指すという形への方向転換も考え

られる。 
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2.8

2.2

2.6

2.0

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 2.8 A A A B A 

２．研究開発マネジメントについて 2.2 B C A B A 

３．研究開発成果について 2.6 A B B A A 

４．実用化・事業化の見通しについて 2.0 B 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。 

 

＜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 

 


