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即効的・革新的
エネルギー環境
技術研究開発/
吸着材を用いた
新規な天然ガス
吸着貯蔵技術
研究開発（中
間）
期間（年）：
1998-2002
総額（億円）：10

　材料開発では、メタンや天然ガス
吸着材の合成、製造技術開発を
行い、システム開発では、ベンチス
ケール装置及びパイロットスケー
ル装置等を用いた実証試験による
データ取得やシステムの概念設計
を行い、各利用用途における吸着
貯蔵技術の優位性を示す。

平成１３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

　材料開発においては、即効的な既存活性炭の改良と革新的な新
規有機金属錯体の両面からメタン吸着材を開発し、世界的水準か
ら見て妥当な目標値を超えた成果を得ている。また、システム開発
では、活性炭を利用したメタン吸着に関して、ベンチスケール試験
で実現の可能性を検証している。これらより、材料開発・システム開
発ともに妥当かつ具体的な目標設定がなされ、充分な成果が得ら
れていると判断できる。さらに、他の代替エネルギーに比べ、比較
的短期間で技術開発が可能な本プロジェクトの推進は、天然ガス
の導入促進につながり、部分的にではあっても温室効果ガス削減
に貢献しうるので意義がある。
　吸着性能の高い新規金属錯体を開発したことは評価しうる一方
で、システム開発に比して成否を大きく左右する新規材料開発へ
の取り組み（費用も含む）において、さらなる検討が必要であるよう
に見受けられた。また、天然ガス自動車については、利用分野、需
要先を充分考慮し、それに応じた研究開発を行う必要がある。

　今後は材料開発を重視し、新規材料を用いたシステム開発が望まれる。特に優
れた有機金属錯体を開発し、しかも活性炭を用いたシステム試験により想定され
る問題点等もある程度把握されており、かつ成型法等についてもシステム検討が
可能なレベルに達していると見受けられるので、できるだけ早く新規金属錯体を
用いたシステム開発に着手することが望ましい。
　当初の計画通りに、天然ガス自動車に特化することなく、天然ガス吸着技術とし
て、消化ガスの貯蔵有効利用等多岐に亘った適用を今後も強力に推進すると良
い。

超電導電力貯
蔵システム技術
開発（中間）
期間（年）：
1999-2003
総額（億円）：22

　超電導電力貯蔵装置（SMES）
は、従来のエネルギー貯蔵装置と
比べて、貯蔵効率が高いなどの特
長を有している。このような優れた
機能を持つSMESは、電力系統の
安定化、電力品質の維持、さらに
は負荷平準化など非常に広範囲
の効果が期待できる。本技術開発
は、系統制御用SMESに的を絞っ
て電力システムでの実用化に向け
低コスト化を目指した要素技術開
発を実施するものである。また、高
温超電導体を用いたSMESについ
ても評価試験を含めた技術調査を
行う。

　電力供給面での分散・多様化、需要面での電力品質・価格の多
様化、および電力自由化と環境問題という視点から、電力貯蔵技
術として優れた特質を持つ本技術開発は重要である。実用化に向
け着実に開発が進められており、目標コストを充分満足するコスト
低減技術の成果も挙がっている。
　わが国の超電導技術は世界最先端にあり、実証と実用化に向け
て本技術開発を今後とも継続推進していくのが妥当であると評価
する。

　わが国の経済の現状や、SMES市場の形成と生産習熟と言う視点から、可能な
限り早期にアクセス可能な市場にSMES技術を投入していくことを、中長期な技術
開発と並行し進める必要がある。
　コストが十分に低減できるならば、需要家側での負荷変動補償、品質向上等へ
の応用が考えられ、本技術開発で直接取上げないまでも、その方向を意識する
必要があると思われる。
　また、技術開発の次の段階では、パイロット機による実証試験の必要がある。さ
らに、高温超電導導体を用いたSMESについても継続的に検討していく必要があ
る。１０
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産業用コージェ
ネレーション実
用化技術開発
(中間)
期間（年）：
1999-2003
総額（億円）：20

　2010年のCO2排出量削減を達
成するためには、高効率なエネル
ギー利用の促進が不可欠である。
高効率エネルギー利用インフラの
ひとつとして普及拡大が進む産業
用コージェネレーション設備にお
ける総合熱効率の更なる向上が望
まれる。そこで、即効的・革新的技
術としてその核となるガスタービン
の高効率化を図るために、高温部
にセラミックを適用した高効率ハイ
ブリッドガスタービン(HGT：金属と
セラミックを併用)を早期に開発し、
高効率エネルギー利用促進による
CO2排出量削減に資することを目
的とする。具体的には耐熱セラミッ
ク部材開発及び評価試験、HGT
開発とその耐久運転試験を行い、
性能確認とモノリシックセラミック部
材の4,000時間耐久性・信頼性を
確認する。併せて、市場調査によ
りHGTの有望導入分野・運用状況
等の把握、課題の抽出を行い実用
化技術開発に反映させる。

　セラミックスをガスタービンに適用して高温化を図れば熱効率が
向上し、エネルギー消費低減、地球温暖化抑制の面で極めて効
果があることは、1980年代から今までの間、各国で進められてきた
研究結果、特にわが国の優れた研究により明らかになっている。し
かしながら、残された問題は長期信頼性とコストを含む実用性の立
証であり、本事業が目指しているところは正にその点である。実機
環境において実用性が立証されれば、他の機種や、他の原動機
への波及効果も大きく、革新的な技術と判断されることから、実用
性の実証は計画どおりに実施すべきである。
　その一方で、本事業が2003年度に終了後、その技術を発展さ
せ、2010年頃の市場での普及、実用化を進め、わが国の地球温暖
化抑制に関して、「即効性」のある実質的な効果を狙うことが本来
の目的であるならば、本事業が計画している8000kWクラスの産業
用コージェネレーションシステムのその時点における競争力や市
場規模等を考えると、8000kW産業用にこだわることなく、民生用も
含めもっと広い範囲の市場を検討し、最も効果が期待される市場
に本技術が適用されていくように配慮される必要がある。
　現在の事業がエンジンメーカ１社、セラミックメーカ１社と言う組み
合わせで実施されているが、国の援助により開発されるこれらの重
要技術が、今後他社も積極的に利用し、他の分野にも適用、普
及・拡大して、市場が広がって行くことが望ましい。この技術が市場
において効果的に活用され発展していくシナリオを明確にする必
要がある。

　ガスタービンの効率を上げる手段として耐熱性に優れたセラミックスを適用する
技術の確立は、完成すれば波及効果も大きく、わが国の得意な技術でもあり国際
的にも期待はある。従って、実機を用いて排気性能、熱効率の立証と併せ、長期
信頼性を実証し、技術を確立することは重要で、概ね計画に沿った方向で進める
のが妥当である。また、水蒸気腐食による減肉の問題は重要で、将来の実用化を
考えた時、適用分野の拡大等もありうることから、他の候補材料、他の使用条件に
おける評価もしておく必要がある。
　しかしながら、市場調査・実用化の面では、8000kW産業用コージェネレーション
以外にも、もっと市場調査の範囲、波及効果の対象を広げ、市場ポテンシャルの
面や地球温暖化抑制効果の面で最も効果的な分野はどこであるかが明確になる
ような市場調査とする必要がある。市場調査を担当している３社の分担を明確にし
て調査対象を広げるとともに、この結果によって実用化すべき分野の変更あるい
は追加があるようであるならば、調査チームに新たに学(学会、大学等)を加えるな
どして、必要な技術開発として新たに追加すべきものは何かを明確にしておく必
要がある。新たに追加すべき技術の開発に関しては、実用化に向けた新たなプロ
ジェクトを発足させ、そこに引き継ぐべきである。

　本事業では、低温、清浄、恒常
性といった特性を持つ海洋深層水
をエネルギ－利用に活用するもの
であり、現状施設の100倍程度の
大量の深層水を安全で安価に取
水できる設備を提案する。その
上、深層水を火力発電所の冷却
水やガスタービン吸気冷却などへ
の利用、オンラインまたはオフライ
ンによる冷熱供給システムの開発
などを行い、その後海域へ放水
し、海洋環境に影響の少ないこと
を立証すると共に植物プランクトン
や海中植林によりCO2の固定量を
評価するものである。

　新規の大規模な電源立地が困難である状況を考えると、実用化を目指すのであ
れば、既設の発電所にも応用できる技術としなければならない。また、複数の課
題が残されているが、まずは本来の目標である発電効率を向上させる技術を確立
させ、その後、多段階活用へ移行すべきである。
　経済及び環境評価に関しては、建設に伴うリスクを推定するなど、正の影響だけ
ではなく負の影響も同様に評価することが不可欠である。そのためには、要素技
術の相互連携を密にして、事業全体を把握する横断的な部分が必要となる。
　また、他の省エネルギー分野や自然エネルギー分野、及び主要な電力会社とも
積極的に連携を図り、本事業の内容について早い段階で意見交換を行う必要が
ある。さらに、今後は、他省庁の環境問題への取り組みと調整を図りながら進める
べきである。

エネルギー使用
合理化海洋資
源活用システム
開発（中間）
期間（年）：
1999-2003
総額（億円）：15

　国のエネルギー施策において、未利用のエネルギーを有効に活
用することは、最も重要な課題の一つである。深層水という未利用
の自然エネルギーを利用して発電効率を向上させ、化石燃料など
のエネルギーを有効に利用することを目指すことは、国の施策と合
致している。さらに、省エネルギーや二酸化炭素排出の削減など
にも、大きな効果が期待できる。
　一方、重要な要素技術である資源・エネルギー利用技術の開発
が遅れているので、現段階で残された課題を精査して、人力と資
力を優先度の高い課題に配分し、開発のスピードを速めることが必
要である。
　したがって、本事業は、実用化に向けた複数の課題を見直し、ス
ケジュールの再構築を図った上で、継続して開発を推進する必要
がある。
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新規リサイクル
製品等関連技
術開発（中間）
期間（年）：
1998-2002
総額（億円）：16

　リサイクル等社会的な要請の高
い環境問題への対応を図るため
早期に成果が得られ実効の期待
できる、廃棄物再資源化のための
関連技術等の研究開発を行う。

　リサイクル関連技術開発として
「焼却等の過程における有害物質
の削減技術」、地球温暖化防止技
術開発として「建設機械における
省エネルギー技術」の分野を対象
として、技術的に実現可能性のあ
る新たな技術開発について、要素
研究、パイロットプラント等による運
転研究を行う。また、開発した技術
の市場導入により、新規産業の創
出を目指す。

新規環境産業
創出型技術研
究開発（中間）
期間（年）：
1998-2002
総額（億円）：28

　本事業の各プロジェクトについては重要性が高く、社会的ニーズも高いものであ
る。
　ただし、ダイオキシン対策の研究開発については「ダイオキシン類特別措置法」
の制定による情勢変化に対応して、早急に市場導入を図ることが本プロジェクト成
功の鍵を握る。
　プロジェクトの中には実用化可能な成果が上がっているものがあり、そのようなも
のについては、早急に実機への展開を行う必要がある。「高効率パルスパワーを
用いた焼却炉用有害物質削減装置の開発」については、現在の成果をかんがみ
ると多くの課題が残っており、事業化は困難であると予想される。しかし現在、廃
棄物処理を目的にした多種多様のプラズマの研究はあらゆるところで進行中であ
り、本技術分野は今後の発展が期待できるので、新たな市場創造につながるよう
な新規制、先進性、独創性を有する要素技術に特定し、事業を継続する事は妥
当であろう。
　ハイブリッド建設機械の研究開発については市場に受け入れられるコストの低
減が求められる。
　また、研究開発マネジメントについては、社会情勢の変化に対応した計画の見
直しを素早く柔軟に実施するために、責任と権限が明確になるよう制度を改善す
べきである。

　当初計画に従って順調に進んでいる。
　しかし、ダイオキシン対策技術については、「ダイオキシン特別措
置法」が制定されたことによる市場の情勢変化をかんがみると、事
業化に要する期間とその要件、市場で受け入れられるためのコスト
を明確化し、その対応策を具体化し、早期に市場導入する必要が
ある。今後は、実用化可能な技術については実機への展開、一方
「高効率パルスパワーを用いた焼却炉用有害物質削減装置の開
発」については、先進的な要素技術の開発の完成が急がれる。
　ハイブリッド建設機械の研究開発については、実用化に多くの総
合が欠かせず、早期に試作機により、実機全体として実証されるこ
とが望まれる。

　一般廃棄物と産業廃棄物の減量化を図る事業である新規リサイ
クル技術の開発は、持続可能な社会の構築にとって最重要な課題
である。一方、リサイクル製品開発後の市場からのハイリターンは
一般に望みがたく、そのため､国が当該技術開発部分を受け持ち､
民間の初期投資費用を軽減し、新たな新規産業創出して産業振
興を図ることは意義が深い。リサイクル法の施行に伴なう資源の増
加に対処すること、事業化の実現性が高いテーマを選定している
ことから、本プロジェクトは、NEDOの事業として重要であり、かつ優
先度が高いと考えられる。
　ただし、一部のテーマには優先性や貢献度が低いものがあるこ
と、収集される廃棄物の物性変動など基礎的調査が不足して、結
果的に現実性の乏しいリサイクル目標を挙げていること、周辺状況
の変化に対応しきれていないことなどの指摘があり、プロジェクト初
期の中間評価の必要性が求められた。

　リサイクル素材を同じ製品に再生するだけでは、製品の品質低下と余剰化した
素材を廃棄物として処理することが懸念されるので、新規用途の探索や新規製品
の開発は極めて重要である。企業の廃棄物問題を、国内のみならず地球規模の
環境や資源保全の問題として捉え、リサイクル技術の評価にLCAを導入すること
で、より合理的な新技術の開発を推進することを期待する。
　エネルギーと資源のセーブに関して、国レベルでの効果を明確にすること、研
究開発の目的および内容と社会的ニーズとの整合性を図ること、他のリサイクル
技術と競合しながら開発技術を継続的に実用化する方策、広報の方法、及びリ
デュースを併せて推進することを検討して欲しい。
　一方では、廃棄物として埋め立て処理をされたものを資源として再生させるなど
の技術を開発することは、民間企業の資力と努力だけでは困難なので、NEDOが
適正な研究開発の支援を行うべきである、との意見もある。
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革新的軽量構
造設計製造基
盤技術開発（中
間）
期間（年）：
1999-2003
総額（億円）：19

　経済活動の活性化、生活の質の
向上のために、輸送機関の高速化
が今後一層進み、同時に、省資
源･エネルギー使用合理化の必要
性も年々高まると見込まれる。これ
に対応するために、航空機、高速
車両、船舶等の軽量化が求められ
ている。本事業では比強度に優れ
た材料であるCFRP(Carbon Fiber
Reinforced Plastic)及びアルミニウ
ム合金を主な材料とし、革新的構
造設計の適用による部品点数削
減及び一体成形により軽量化を目
指す設計・製造基盤技術を開発す
る。

16

石油製品総合
管理推進事業
（中間）
期間（年）：
1999-2003
総額（億円）：16

化学物質のリスク管理を適切に行
い、かつ関係者が共通に活用でき
る標準的なリスク評価システムを開
発することを目的として、①リスク評
価手法の開発、②データベース開
発、③ソフトウェア開発を実施す
る。

　次期航空機への適用の実現性については不明確なところがある
としても、実用化に繋げるための技術開発を進めることは必要であ
り、また他分野への波及効果も考えれば本事業を推進することは
有意義なことである。
　各要素技術に関しては、ほぼ計画通り実施されており中間評価と
しては合格と言えるが、世界情勢の急激な変化や素材をはじめと
する技術の進歩を見逃すことの無いよう、十分な情報収集と柔軟
性をもってプロジェクトを進める必要がある。

　本プロジェクトは基盤技術開発の段階だが、航空機のエネルギー使用合理化技
術として世界をリードできる技術であるとみられる。そこで、今後の計画実施に向
けては、国際共同開発等の新型開発機への適用や既存機へのレトロフィット等、
何らかの形で本プロジェクト終了までに具体的な計画作りに取り組む必要がある。
　航空機のみならず実現性・実効性の高い車輌および車体の構造設計・製造へ
の適用のための研究開発も視野に入れることにより、本プロジェクトの成果が非常
に近い将来に目に見える形で社会に還元されるものと期待される。

　安全技術向上のために、非常に意義あるプロジェクトである。安
全という社会性の高いテーマであり、公共性も高い目標設定である
ためNEDOの関与の必要性も高い。リスク評価の共通尺度の構築
という、現代の社会的要請が強い重要な目標に取り組んでいる事
業であり高く評価できる。PRTR法施行を機にリスクを科学的証拠に
基づいて評価するツールを開発するという目標は、時宜を得たもの
である。本事業は継続して実施し、当初の目的を達成させるべきで
ある。
　しかし、個別の目標設定が不明確である点は改善を要する。対
象ユーザーやシステムの出力やそれを実際の企業の業務に活か
すイメージをより明確にして、開発を進める必要がある。また、開発
期間中に、多職種、多業種の利用者がどのようなシステムを求めて
いるのか、絶えず調査をしてシステムに反映する必要がある

　リスク評価の統合化に対する要望は今後ますます高くなる。必要な機能を十分
に取り込んだ目標を設定して、プロジェクトを推進する価値がある。
今後、健康・環境リスク評価に関しては、精度の高い暴露評価システムの開発と
健康評価に関する新しい情報・手法の取り込みが重要である。またフィジカルリス
クに関しては、予算規模に見合った高いシステム機能を実現すべきであろう。計
算機援用事故シナリオ解析システム、頻度解析システムに関する研究報告は数
多くあるので、それらを再度調査し、フィジカルリスク解析システムを構築すべきで
ある。また、平成１５年度よりPRTR法排出量把握の対象となる企業の範囲が広が
るのに合わせ、PRTR対象物質の簡易評価システムを独立したシステムとして早く
リリースすることも一法であろう。これらの点について、対象ユーザーのニーズを十
分に把握し、システムの仕様を明確にした上で研究開発を進めることが重要であ
る。
　本システムが社会に定着・活用され、リスク管理やリスクコミュニケーションに役立
つようにするために、データベースの逐次更新、ユーザーへの教育・技術支援を
実現する体制整備、リスクコミュニケーションに利用する枠組み等の整備を図って
欲しい。
　今後は、以下の項目を追加して検討することが望まれる。
○ 利用者のニーズを汲み上げ、システムに反映させる仕組み
○ システム普及のより具体的な方策の立案
○ 本システムのリスク評価全体の中での位置付けの明確化
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次世代単色X線
診断システム
（中間）
期間（年）：
1999-2003
総額（億円）：3

　次世代単色Ｘ線診断・治療シス
テムの研究開発

　既存の装置では不可能なレベルの微小血管の観察を可能にす
る普及型の機器の開発というテーマ設定については、独創性があ
り、評価される。
　事業の基本方針についても、シンクロトロン放射光による（それ単
独でも高く評価できる）研究成果をまず達成し、改良型病院内Ｘ線
源でそれに近い画像を取得できるようにし、医用画像技術分野へ
の展開を狙っているものであり、妥当なものである。
　実際の臨床現場における位置づけは、脳血管障害、心臓病、癌
の早期診断において、いま一つ既存技術と比較して優位な点が明
確ではない。しかし新しい治療法の治療効果の診断、基礎研究面
で貢献できると考えられる。
　研究体制については概ね妥当であると思われる。研究開発の進
捗については今後一層の努力が必要だと思われる。

　まず、どの場所の、どの程度の太さの血管を測定するのかなど、目的を明確化
すべきである。
　中間評価までの研究では比較的成果が出やすいところに傾注された感がある
が、今後実用化を狙うにあたってはＸ線源の開発が重要課題である。十分量の疑
似単色、平行X線の入手が病院内施設可能機器開発の要であり、より一層の力を
注ぐ必要がある。
　また、ヨード以外の造影剤の評価を更にすすめ、より高圧の単色化と良好なin
vivo動物画像の作製を行うことも検討すべきである。
　加えて、臨床応用を見据え被曝量の評価に常に意を配ることが必要である。人
間への応用を考慮して、被曝をファントムで実測することも検討すべきである。受
光系の評価も画質、被曝量を加味した評価を行うことが必要である。仮にX線源が
予定期間内に十分なものが達成できなくとも（或いはできる前に）、放射光施設を
用いた臨床応用も並行して考慮することも考えられる。
　なお、実用化のためにはコストダウンと小型化が重要である。また、多くの臨床
医からのニーズを収集し、医師の使い勝手、既存の技術との差別化を検討すべき
である。
　プロジェクト運営面では、全体として討論し、遅れる課題が無いように努めるべき
である。

身体機能リハビ
リ支援システム
（中間）
期間（年）：
1999-2003
総額（億円）：8

　高齢者・障害者介護支援セン
ター等の施設において、健常もしく
は四肢機能に軽度の障害をもつ
高齢者・障害者を対象として、四
肢の運動機能の計測・評価を行
い、その結果を医師・療法士、高
齢者・障害者等にフィードバックす
ることによって、医師・療法士の負
担を軽減するとともに、高齢者・障
害者の訓練に対する自発的意欲
を向上させるリハビリ支援システム
を開発する。

　機器を用いる運動療法には一定の価値があると期待される。サ
ブテーマそれぞれの開発意図は理解できるが、現時点ではテーマ
によって目標達成度が一律でない。今後の研究継続については、
慎重な判断が必要である。
　下肢機能回復支援システムは、歩行にターゲットをしぼり、基本
機能の回復訓練と歩行訓練の２段階に分けてそれぞれで要求され
るレベルを実現するための訓練システムを提案しており、歩行訓練
に対して新しい可能性を示している。システム開発もほぼ計画通り
進んでおり、今後の臨床場面での評価をしっかり行えば、実用的な
システム構築が可能と判断される。
　歩行訓練装置は、新規性及び工学的意義が認められ、機器開
発は技術的に可能であると判断する。しかしながら、動的荷重制御
技術を用いることが、他の類似機器に比べて治療効果が高いこと
を実証し、臨床的優位性を明らかにしないと実用化は難しいと思わ
れる。
　上肢動作訓練支援システムは、世界的にも数少ない技術であり、
これを開発することに技術的意義がある。しかしながら、この機器で
実現しようとする機能訓練方法が具体的に整理されておらず、コン
セプトの検討が不十分であると判断できる。

　下肢機能回復支援システムは、実用化へ向けて、臨床評価を十分行い、資金を
追加してでも開発を加速した方がよい。また臨床試験に時間が掛かるのであれ
ば、期間を延長することも考えられる。
　歩行訓練装置は、動的支援機能のついた本装置が、他の歩行訓練装置よりも
高い治療効果や訓練の効率向上など臨床における導入メリットを示さなければな
らない。臨床効果の検証などを中心とした事業は継続する必要があると思われ
る。
　上肢動作訓練支援システムは、この機器の適応（障害レベル等）や訓練方法が
明確でない。問題分析を十分行った後、リハビリテーション科医、整形外科医、神
経内科医、上肢機能訓練の専門家である作業療法士などと研究を分担し、焦点
を絞った技術開発を行うことが妥当と判断される。17
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高次生体情報
の画像化による
診断・治療シス
テムの基盤研究
（中間）
期間（年）：
1999-2003
総額（億円）：13

　MRI画像による各種臓器の動態
計測、磁気共鳴分光画像法
（MRSI）や磁気共鳴機能画像法
（fMRI）による生体機能計測の高
度化・高感度化を進める。また、並
列計算によるリアルタイム画像情
報処理を駆使して、高精度の放射
線、超音波、温熱等の理工学治療
を実現するための基盤技術開発を
行う。これらの技術開発により、生
体機能を最大限に温存した治療
システムの開発を可能にしていく。

　心筋梗塞、動脈瘤をはじめとす
る循環器疾患等の、安全、迅速、
正確な検査・診断に資するため、
血管内に挿入したカテーテルの位
置を超音波で確認しつつ、カテー
テルに装着した超音波プローブ
で、血管及びその近傍の鮮明な超
音波三次元画像を得る装置を開
発する。

診断支援型超
音波血管内３次
元イメージング
システム（中間）
期間（年）：
1998-2002
総額（億円）：9

　臨床応用への適応をさらに明確にした計画の上でのプロジェクトの実施が必要
である。また海外のプロジェクト動向をかんがみると、我が国の当該技術分野にお
ける国際競争力を強化するには出来るだけ早く市場に投入することが重要であ
る。そのためには、最終目標とする性能に達しなくとも、実用化可能な技術は逐次
市場に投入していく必要がある。
　また、今後の具体的な研究開発の方向性については、以下のようなものが挙げ
られる。
　・ 実時間3次元装置では安全性を考慮した上での、スキャンの高速化
　・ 汎用性のある2Dプローブ、リアルタイム3D作製技術の向上
　・ プローブ周波数の選択可能性
　・ 血管内3次元装置では非線形効果による減衰を考慮した上での、高画質化、
高周波化
　・ 先端硬性部の縮小を含めた操作性の向上
　・ 収集したデータの最適な表示法と保存法の開発
　なお、今後の事業に当たっては、さらに臨床医師の意見を採り入れることと、既
存技術との差別化を行う必要がある。

　プロジェクトを予定通りすすめ、早く実用機を作り出すことが必要
である。このことが、現在下降気味にある日本の超音波機器の世
界での立場を維持あるいは向上する事につながると考える。今後
は産業界と医学界が協力し更なる推進が必要である。
　なお、全体として目標を達成できるかどうかは現段階では不明確
ではあるが、基盤技術として必要な幾つかの成果は上げることが出
来ると思われる。併せて、従来技術との差別化をより明確化するこ
とが望まれる。
　また、高画質のリアルタイム３次元超音波システムの実用化が実
現すれば、臨床上の有用性は大きいと思われるが、細径超音波プ
ローブを血管内に挿入するという点が課題だと思われる。安全性
や操作性の問題から、第一線の臨床現場には普及しにくいのでは
ないかと感じられるため、これらの点についても、もっと明確にし、
検討する必要があるとの意見があった。さらに臨床医師の意見を
採り入れることが重要である。

　高次生体情報の可視化技術は困難な問題が多いが、基盤研究
は着実に進められている。機能温存治療システムに関しても、ＭＲ
Ｉ下における加温治療器の開発、温度計測など基礎的研究が進め
られている。
　また、医工連携システムを構築し、人的ネットワークを駆使した研
究開発体制を作っているが、これらをもとにすれば,ニーズとシーズ
がかみ合った研究開発が期待できる｡さらに1大学内での医・工連
携にとどまらず、地域における複数の大学や研究所が連携すると
いう研究体制は画期的であり、今後の日本における医療機器関連
の技術開発を推進する上で重要なモデルケースの一つになるので
はないだろうか。
　要素技術についても、多数から成り立っているが、最終的な目標
達成までの流れにおいて、それぞれの位置づけが明確にされてお
り、連携システムとしては計画的、かつ効果的に機能していると思
われた。
　また、応用研究課題の傾向があり、今後さらに独創的研究も発展
させることが望まれる。

　研究内容について、広すぎるように思われので、基盤研究として最も重要な研
究を絞り込むべきである。しかし、可能であれば、独創的な課題を盛り込む等、研
究内容の見直しをしても良いのではないか。
　また、正常例の検証だけではなく、せっかく病院とも連携した組織の中にあるの
で、臨床に密着して直ちに成果を生かせる形で進めるべきである｡健常人ではな
く、病人を診断治療するのが目的であるということを明確にして、病人の病態生理
や状況をリアルタイムに知ることが、より正確で安全な診断治療に繋がるということ
をもっと積極的にアピールすべきである｡
　今後は他のプロジェクトにおいても成果をスムーズに活用出来る様に努力する
必要もある。
なお、本事業終了後も、今回構築された研究ネットワーク体制を基礎として、新た
な研究開発テーマに取り組み、臨床応用につながる技術開発を進めていってもら
いたい。特に先端的医療機器（MRI）購入のために、研究開始時にNEDOにより集
中的な資金投入が行われているが、これを効果的に利用するためにも、長期的な
研究開発への取り組みは重要だと思われる。

19
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低侵襲高感度
選択的/局所診
断・治療一元化
システムの基盤
研究（中間）
期間（年）：
1999-2003
総額（億円）：3

　カテーテルを高度化・多機能化
させ、体内臓器の疾患局所に対す
る高感度な診断と局所に対する分
子生物学・遺伝子工学応用治療
支援を可能にする技術を開発する
とともに、両技術の統合による局所
診断・治療一元化技術の研究を行
う。

　低侵襲で術中に診断し治療する時代の流れに沿っている。遺伝
子治療も今後、医療技術上の必要性が認められる。現在この領域
の研究のなかでも特異的な研究であり、成果も期待されているので
今後も続けるべきである。
　要素技術は新規性があり、世界的にリードしているものを組み合
わせており、目的や期待される成果も明確にされている。
　医学工学分野の連携を緊密に行い、有機的に運営され、研究成
果も確実に出ている。
　しかし、今後は生体適合性等の安全性について、もっと検討する
必要がある。
　また、実用化を視野に産業界を単なる発注先としてでなく、研究
開発をシェアする相手として協力する努力が必要であろう。

　完成できれは、本邦の優位性がある技術・システムとなる｡もう一歩前進して実用
化可能なものを早急に目指してほしい。
　実用化しようとしても不可能な形状や性能では基盤研究としても無意味であるこ
とを念頭に置くべきである。
今後は、予算金額を増やすことにより、研究対象を広げても良いのではないか。


