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概要 

 作成日 平成 14 年 3 月 28 日 

制度・プログラム名 健康寿命延伸のための医療福祉機器高度化プログラム 

事業（プロジェクト名） 人工視覚システム プロジェクト番号 51102421-0 

事業の概要 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。 

事業担当推進部室 

・担当者 

新エネルギー・産業技術総合開発機構 健康福祉技術開発室 

藤嶋 陽 

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】 

国内には 10 万人もの失明患者が存在するが、未だ視覚を回復させる現実的な

治療方法は皆無である。失明疾患には一部の網膜細胞が残存している場合が

多く、画像情報に基づいて残存細胞を電気刺激することで、再び視覚が甦る

と考えられる。その適切な人工手段となる「人工視覚システム」の開発が急

務である。しかしその研究開発には、長期間を要しリスクも高いため、企業

が単独で開発するのは困難であり、企業に代わって国がリスクを負い開発の

フォローアップを行なう必要がある。また本研究開発は、開発する装置の製

品化だけを目指したものではなく、むしろ失明患者の治療法の確立と失明患

者の生活の質（Quality of Life: QOL）を大きく改善することを通じ、従来

にない市場の喚起を狙ったものである。失明患者にとって本システムの効果

は費用では表せないものであり、効果を単純算定することは困難である。 

２．研究開発マネジメン

トについて 
【事業の目標】 

眼疾患のうち網膜機能の損傷に伴う重度視覚障害（失明）を対象とし、機能

損傷部を人工的手段への置き換えにより視覚機能の回復を図る。これを可能

にするシステムの開発を目的とする。 

主な実施事項 H13fy H14fy H15fy H16fy H17fy  

システム開発       

要素技術開発       

試作機 一次    二次   

総合評価       

【事業の計画内容】 

成果とりまとめ       
（単位：百万円） H13fy H14fy H15fy H16fy H17fy 総額 

（当初） 300 300 300 300 300 1,500
一般会計 

（実績） 274 235  

（当初）  

【開発予算】 

特会 
（実績）  

（当初）  
特会 

（実績）  

（当初）  
特会 

（実績）  

（当初） 300 300 300 300 300 1,500

 

総予算額 
（実績） 274 235  

【開発体制】 経済省担当原課   商務情報政策局サービス産業課医療・福祉機器産業室

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 大阪大学大学院医学系研究科教授 田野 保雄 

委託先        株式会社ニデック 

再委託先       奈良先端科学技術大学院大学物質創成科学研究科 

           大阪大学大学院工学研究科 

連携先        大阪大学大学院医学系研究科 

           杏林大学医学部 
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【情勢変化への対応】 各要素技術開発が順調に進み、一部の要素技術開発については既に完了した

ものもあるため、一次試作機の完成が当初の見込みより 3 ヶ月～6 ヶ月早ま

る見通しとなった。しかし平成 15 年度から赤外線通信に加えて、RF 通信に

ついての要素技術開発および二次コイルを眼外に固定する場合のシステム開

発も開始する。また刺激位置として、上脈絡膜から網膜を電気刺激する方法

も検討課題に加えることにした。 

【今後の事業の方向性】 中間評価に基づき事業の方向性の検討を行なう。 

３．研究開発成果 
 
（写真、図、表の使用可） 
 
（要素技術含む） 

（１）トータルシステム開発、要素技術開発の研究開発成果 

 これまでに中間目標通り、トータルシステム開発の基本設計とシステム化

の準備を完了した。要素技術開発の成果について以下に記す。 

① 電力送受信部：中間目標通り、試作コイルによる実験を実施し、一次試

作機用コイルの仕様を確定した。 

② 信号送受信部：中間目標通り、通信プロトコル仕様に基づいて送信部の

回路設計・製作、受信部の TEG（Test Element Group）設計・製作・評価

を実施し、IC 設計を完了した。 

③ 画像処理部：中間目標よりも半年早く進行している。一次試作機用のも

のを製作完了した。 

④ 体外撮像型の IC：中間目標通り、設計を完了し、製作工程へ移行した。

⑤ 体内撮像型の IC：中間目標通り、評価と改良設計を完了した。 

⑥ 電極アレイとフレキシブル基板：中間目標通り、50μｍ厚の電極アレイ

を設計・製作した。あとは動物実験の結果に基づいて改良を継続する。な

らびに 50μｍ厚のフレキシブル基板への IC 実装準備を完了した。 

⑦ 包埋材料：中間目標通り、家兎ならびにミニブタでの生体適合性実験と

in vitro 化学的安全性試験による試験片の評価を実施した。 
 

（２）その他の目標に対する研究開発成果 

 13 年度は、家兎での生体適合性実験による試験片の評価を実施した。また

in vivo ラット電気生理実験を完了した。そして in vitro カエル遊離網膜実
験の準備を実施した。14 年度は中間目標通り、家兎ならびにミニブタでの生

体適合性実験による試験片の評価を実施した。また in vivo ネコ電気生理実
験の準備を完了した。そしてin vitroカエル遊離網膜実験の準備を完了した。 

（特許・論文等について

件数を記載） 
特許出願数 10件 
学会発表数 25件（国際会議も含） 
論文発表数  6件 
広報発表数 23件（新聞・雑誌等） 

４．実用化、事業化の見

通し 
プロジェクト終了後に臨床試験へ移行可能と考えられ、他国に先駆けて人工

眼を開発できる可能性がきわめて高く、他国のシステムと比べて十分な競争

力を有すると考えられ、海外輸出も可能となる。 
実施時期 15年度 中間評価実施予定 評価予定 

評価項目・評価基準 標準的評価項目・評価基準 

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 
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「人工視覚システム」（中間評価） 
評価概要（案） 

１．総論 
１）総合評価 
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。 

 
２）今後への提言 
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。 
 
２．各論 
１）事業の目的・位置付けについて 
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人工視覚システムの開発は、老齢化や疾病・事故などによる障害者の QOLの向
上など、福祉社会の実現のために重要であり、公共性が高く、また民間活動のみで

は対応が難しいので、NEDO事業としての妥当性は高い。 
開発によって獲得される技術は、他の医療産業分野へ展開することが可能であり、

技術的知的資産として我が国の国際競争力の向上に重要な役割を演じることが期

待できる。 
一方、投じる予算に比べて期待できる市場は大きくないと思われる。引き続き海

外の開発動向を調査しながら、それに基づき国内外の需要を見積り、どの程度の経

済効果があるのか見極めた上で、事業の位置づけを明確にして欲しい。 
 
２）研究開発のマネジメントについて 
目標は、具体的かつ明確に設定されており評価できる。しかし、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、目標をも

う少し高く設定すべきである。 
計画は、先行する欧米の研究状況を的確に把握し、それを踏まえてより高機能な

網膜刺激型人工視覚システムの構築を目指した点は評価できるが、開発した装置の

機能評価に必要な in vivo実験の計画は明確ではなく評価できない。 
研究体制は、厚生労働省によるプロジェクトと並行して進められているが、出来

れば一本化して進めた方が効率的である。制度上無理であれば、より密接な連携を

進めて欲しい。 
 
３）研究開発成果について 
研究成果は、設定した目標をクリアしていると判断されるが、一部の目標設定自

体が低いので、目標自体を高くする必要がある。その中で ICの開発は十分世界に
対抗し得るレベルにあると評価される。しかしながら、基本的には諸外国の研究と

同様の手法を用いたものであり、安全性・信頼性を重視した目標設定であることは

理解できるが、今後は検証済みの高度要素技術も必要に応じて取り入れ、出来る限

り新規性・独創性のある開発を望む。 
特許に関しては、国内特許は順調に出願されているが、世界をマーケットにする

つもりなら、欧米に対する国際特許を取得する必要があり、今後の課題である。 
論文の発表は、知的財産権の問題もあろうが、体内撮像型デバイス関連のみでは

十分とは言えない。広報発表数は 23件あるが、大半はアッピール度が低い。今後
は一般に向けてよりアッピール度の高い情報発信を行うことを望む。 
 
４）実用化、事業化の見通しについて 
良いものができれば臨床応用は十分可能と考えられる。しかし事業化を実現する

ためには、まだ多くの問題をクリアしなければならない。すなわち、２次試作機が

目標通りに実験動物にて機能したとしても、デバイスの性能、安全性、耐久性等を
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検討する必要があり、さらには治験承認、製造承認、保険収載の基準など、まだ多

くの課題が残されている。今後は、厚生労働省との関係強化を図りながら、臨床試

験へのシナリオの具体化が求められる。また産業として考えた場合、経済波及効果

を期待するほど患者数をみこめない可能性もあり、その場合、患者が許容できるコ

ストで提供するための方策が求められる。 
一方、本事業で開発される多点電極刺激システムに関する要素技術及びシステム

化技術は、他の神経機能代替技術にも適用可能であり、これらの分野への波及効果

が期待できる。さらに、本システムの波及効果として、将来的には網膜変性以外の

緑内障などの失明患者に対する新たな人工視覚システムの開発に繋がる可能性も

ある。 
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個別テーマに関する評価

 成果に関する評価 実用化の見通しに関する評価 今後に対する提言 

電極アレイ

に係る技術

開発 
（電極アレ

イと基板実

装） 

電極アレイ数そのものは世界レベルから遅れてはいないが、

電極アレイとフレキシブル基板の開発は、全体システムの分解

能を制限するので、その打開のために、マイクロマシニング、

有機材料、LSI製造プロセス等、幅広い技術を導入すべきであ
る。 
現状の電極アレイの面積は小さく、広い視野を得るために視

線をスキャンさせる必要があるのは問題である。 
電極アレイの数と密接な関係にある画像処理機能の仕様を

決めるためには、低解像度の状態をシミュレートして、30cm
指数弁が可能かどうか、心理実験を今後も実施すべきである。 
実際に動物に装着してどのように機能するかを見極める必

要があり、現時点ではこれ以上の踏み込んだ評価は出来ない。 

埋植までの要素技術はそれほど困難でなく、諸外国でも同

様のデバイスにより既に刺激実験を行っている。 
ただし、性能や耐久性・生体親和性などは、in vivo 実験に
おいて、実際に生体に埋め込んで確認しないと判断できない

ので、早急に実験を進める必要がある。動物による実験で、

空間分解能などの性能を評価できるかどうかは課題である。 

出来る限り早く１次試作で使用される電極

アレイを動物に長期間埋植し、問題点を洗い出

して欲しい。電極に関して一応の設計は行なわ

れているが、電極のサイズ、電極数の増大、材

料等、検討すべき課題は山積している。場合に

よっては、電極アレイとフレキシブル基板の開

発目標を上方修正するとともに、独自性の高い

技術を導入する必要がある。 

電力・信号

送受信部お

よび画像処

理に係る技

術開発 
（電力送受

信部、信号

送受信部、

画像処理

部） 

画像処理部、信号送受信部は既存技術であり、研究要素はな

い。 
電力伝送技術自体は、多くの人工臓器・人工器官で経皮的伝

送システムとして広く用いられているので新規性はない。 
具体的な課題として発熱の問題があるが、省電力設計を進め

るとともに、電力の維持方法、コイルの製造方法等に独自性の

高い技術の導入を図るべきである。また、生体への電磁的な影

響も検討する必要がある。 
赤外線によるデータ伝送は、他の埋め込み型人工臓器におい

て既に行なわれているが、データ容量が大きくなった時の影響

は問題である。 

以下の項目が解決されれば、要素技術として実用化は可能

と思われる。 
１）電力電送に関しては一層の省電力化が必要であり、実

用化には、眼内部分に埋入したデバイスの消費電力の低減と

高伝送効率化を達成して、発熱を生体に障害のないレベルま

で抑える必要がある。 
２）画像処理に関しては、電極アレイ数とヒトの知覚特性

との関係に関して十分な検討が必要である。動物実験により

十分な情報が得ることが出来るかどうかは課題である。 

電力送信部の開発目標を上方修正するとと

もに、必要に応じて電磁誘導以外の経皮エネル

ギー伝送システムの可能性を検討して、独自性

の高い技術の導入を図って欲しい。１次コイ

ル、２次コイルの装着場所も考え直す必要があ

る。 
 信号送受信部の開発では、赤外線通信と RF
通信を比較して、いずれが良いかを早急に見極

めて、試作機の作成の準備に入るべきである。 
埋植の動物実験を出来るだけ早く実施して、

長期埋植へ向けての問題点の洗い出しとその

改良に努めて欲しい。 
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 成果に関する評価 実用化の見通しに関する評価 今後に対する提言 

体外・体内

撮像型眼内

装置の IC
化に係る技

術開発 
（眼内装置

の IC） 

要素技術の成果は、目標値をクリアしている。新たな技術領

域の開拓の可能性や市場創造につながる新規性、先進性が認め

られる。 
IC の開発については、独自性が高く分解能以外の達成度も
高い。特に埋植に向けての技術革新に進展が見られ、基本性能

の実証が得られた点を評価する。 
検討課題として、何らかの方法で画角を拡大すること、各種

情報処理を同時に行った場合の IC 全体での電力消費と温度上
昇を試算することが挙げられる。 
早く in vivo実験を行い、生体とのインタラクションの課題
の検討へと進めて欲しい。 

 

１次試作機用の ICの設計までは順調であり、要素技術とし
ての実用化の可能性は十分にある。 
問題は in vivo において、どこまで設計時に期待した性能
を出せるかによる。 
眼内装置に関して、前眼部からどのような手技で装置全体

を設置するのかという問題をクリアする必要がある。 

さらなる小型化を進めるべきである。 
体外撮像型と体内撮像型の開発を同時に進

めているが、両方の実用化にこだわる必要はな

いので、まずは実用的な人工視覚システムを一

つ完成させて欲しい。 
早く in vivo 評価の段階に進めて、試作 IC
を実装したシステムである期間埋植した場合

の評価手順と項目を検討し、実用化に向けての

問題点を洗い出して欲しい。 

包埋材料の

安全性およ

び動物を用

いた電気刺

激に係る技

術開発 
（包埋材料

と各種安全

性試験、動

物実験） 

網膜刺激用に開発した電気刺激装置は、最大 36 チャンネル
で電極ごとに任意の刺激パラメータを設定できるなど高機能

であり、多点電極を用いた電気刺激実験等に有用である。カエ

ルの剥離網膜を用いた in vitro実験やラットの in vivo実験を
発展させ、実際に試作機を評価できる段階まで進めて欲しい。 
また、感覚系の評価を、物言わぬ「動物」実験で行うとすれ

ば、電気生理学的手法か、条件付け・行動性調節などを用いた

実験によらざるをえず、どこまで細かい評価が可能か不透明で

ある。 
包埋材料の安全性・生体親和性などに関しては、現材料が最

適とは言えず、各種材料で長期の埋め込み実験をすることを望

む。 

36チャンネル電気刺激装置は、汎用化により神経科学研究
用機器として実用化できる可能性がある。 
現在用いている包埋材料でも、実用化の可能性はあると思

われるが、長期の安全性・耐久性などに関する実験・データ

は少し足りないと思われる。 
さらに、実用化に向けては、ラット以外の in vivo動物実験
も必須である。また、臨床試験時の倫理問題に対して、事前

に研究を行っておく必要がある。 

電気刺激に関しては、動物実験による電気刺

激パラメータの同定と、長期電流刺激における

細胞のダメージに関する見極めを早めに行っ

て欲しい。 
埋植実験に関しては、実際の電極アレイによ

る長期動物実験を行って欲しい。ただし、現在

用いられているポリイミドなどの材料では含

水する問題があることから、新たな開発も必要

となる。 
なお、動物実験では詳細な評価は難しいと思

われるが、日本では臨床評価を行うことが困難

なので優れた評価方法を確立する必要がある。 
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1.6

1.9

1.9

2.4

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 2.4 B B B A A A Ｂ 

２．研究開発マネジメントについて 1.9 C B B B B B B 

３．研究開発成果について 1.9 B B B B B B C 

４．実用化・事業化の見通しについて 1.6 C C B B A B D 
（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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