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制度名 大学連携型産業科学技術 
研究開発プロジェクト 

事業名 高機能材料設計プラットフォームの研究開発

事業の概要  高分子材料の創出および開発の効率化を実現するために、従来困難
であった高分子材料の特性推算を計算機実験によって可能とするた
めの新規シミュレーション技術の実用化を目指した研究開発を行う。

１．国の関与の必要性・制

度への適合性 

＜国の関与の必要性＞ 
 本テーマは「方法論」を確立することが目的である。したがって、
極めて基盤性が高く、個別企業の競争力強化ではなく関連産業全体の
技術力の底上げをねらうものであり、成果も共有材の性格を持つ。ま
た、難易度が高く、ハイリスクであり、さらに開発に長期間を要する
ため、国が率先して取り組むべきテーマである。 
＜制度への適合性＞ 
 本研究は、名古屋大学において開発された理論が核となる。本理論
を土台に新たな材料設計シミュレーション法を開発し、さらに企業の
技術を結合して「統合化システム」を開発するためには、大学連携型
産業科学技術研究開発プロジェクトが最適である。 

２．事業の背景・目的・ 
  位置付け 

＜事業の背景＞ 
 高分子材料は、その特性から構造物や輸送機械等の構造材として幅
広く活用されているとともに、光電子基礎素材等としても期待されて
いる。しかし、その開発は、候補となる材料や構造等が膨大な数にの
ぼるため、最適物質の設計は試行錯誤的な実験により行われている。
この現状を打破し、優れた機能を有する高分子材料を創出するために
は、新しい計算手法を導入したシミュレーション技術による効率的な
材料設計技術の確立が求められている。 
 現在、世界的にも高分子材料の設計を計算機で実現した例はない。
これは、材料の特性に直接影響を与えるメソスコピック領域に対する
シミュレーション方法が確立されていないことが最大の原因である。
＜目的＞ 
 高分子材料に要求される機能高度化・多岐化を実現するためには、
分子のオーダーからマクロのオーダーに到る全ての領域の設計を実
現しうるシミュレーション手法が求められる。従来の試行錯誤的な材
料開発のスタイルから脱却し、最新の理論（動的平均場理論）をも活
用した計算機シミュレーションによる戦略的な材料開発のスタイル
の確立、すなわち特性の予測を計算機実験によって可能とすることを
目的とする。 
＜提案テーマの位置付け＞ 
 研究開発の中核となる理論は名古屋大学で開発されたが、材料設計
ツールとして産業界で活用するには、シミュレーションソフトウエア
化が必要である。本テーマは、優れた基礎理論を基盤とした独創的な
材料設計技術を開発することによって、産業界の研究開発力の飛躍的
な向上を目指すものである。材料設計技術は新材料開発の根幹をなす
基盤技術であるため、その国産化は必須である。この分野の研究開発
は海外でも実施されつつあり、このタイミングで我が国でも本分野の
研究開発に着手しなければ海外との格差は致命的になるものと思わ
れる。海外での開発と比して我が国には、高分子材料の特性を支配す
るメソスコピック領域の挙動に対する高水準の基礎理論が存在し、さ
らに本分野の人材もそろっている。海外の後塵を拝することなく、わ
が国から独創的材料設計技術を海外に発信するためには、研究開発の
着手に今ほど適切な時はないと考える。 
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３．事業の目標 

（全体目標） 

 高分子材料の設計に必要なミクロ～メソ～マクロスコピックまで
の一貫したシミュレーションシステム開発のため、以下を実施する。
①メソシミュレーションエンジンの開発 
 動的平均場理論や分散構造シミュレーション法、さらに粗視化
分子動力学法に基づいたソフトウエアを開発する。 
②材料設計プラットフォームの開発 
 上記①で開発する各エンジン間を自由に行き来しうる（＝シー
ムレスズーミング）、統合化されたプラットフォームを開発する。
③検証研究 
 開発された材料設計プラットフォームを用いて高分子材料の設
計を行い、プログラムを検証する。 

４．事業の計画内容 
(単位：百万円) 

H10fy H11fy H12fy H13fy 総 額 
(４年間) 

一般会計 210 210 201 201 822 
特別会計（電特) － － － － － 
特別会計（石特） － － － － － 
特別会計(エネ高) 183 184 193 170 730 
総予算額（計） 393 394 394 371 1,552 

省内担当原課 
産業技術環境局 産業技術ユニット 研究開発課 
製造産業局 化学課 

運営機関 新エネルギー・産業技術総合開発機構 
NEDO委託先 （財）化学技術戦略推進機構 
共同研究先 名古屋大学 

研究開発体制 
 
(実態に併せて記載) 

再委託先 山形大学、東京大学、東京工業大学、京都大学 
５．実用化､事業化の見通し  本研究開発の成果物であるシミュレーションソフトウエアは、参

加した企業の材料研究開発現場や大学の教育現場で活用されるとと
もに、世界にフリーソフトウエアとして公表する。ユーザーの増大
による適用事例の蓄積と、計算アルゴリズムの改良等による高速計
算の実現により、研究開発期間が飛躍的に短縮されるとともに、そ
の材料設計の精度向上が期待される。 

６．今後の展開 ＜成果の普及＞ 
 フリーソフトとして世界へリリース 
＜成果の商用化＞ 
 プラットフォーム高速化、機能改良 
＜成果の活用＞ 
 種々のシミュレータ開発等、他プロジェクトへの応用を図る 

７．中間・事後評価  事業終了後に事後評価を行う。事後評価は提案時の実施計画書記
載の目標値に基づいた評価を行う。 

８．研究開発成果 著作権登録数１、査読論文数５６、新聞発表数１７ 

基本計画変更 平成 11年度 

変更内容 
日本版バイドール法の適用により、知的所有権帰
属を受託者帰属に変更 

９．情勢変化への対応 

評価履歴 なし 
10．今後の事業の方向性 終了評価結果に基づき事業の方向性を検討する 

作成日 平成１４年７月１９日 
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「高機能材料設計プラットフォームの開発」 
（事後評価）評価概要（案） 

 
１．プロジェクト全体に関する評価 
１．１ 総論 
１）総合評価 
本プロジェクトは、我が国の化学産業の競争力の優位性を保つために計画・実施
されたが、世界的に手薄であった高分子分野におけるメソ領域の物性推算用シミュ
レーションツールエンジン群と拡張性の高いプラットフォームの開発という世界
の計算材料設計分野をリードする極めて優れた成果が得られたと評価できる。 
プロジェクトが成功した要因の１つに、優れた能力と指導力を有するプロジェク
トリーダーを中心にした集中研究方式が、十分機能した点が挙げられる。 
プロジェクトで得られた成果は、高分子分野における学術的な底上げと、開発現
場における高分子材料設計の効率化を推進することが予想され、今後、新規の産業
創生と国際競争力強化の基盤形成に大きく貢献できると評価する。 
現在の学術レベルでは困難ではあるが、異なる階層のエンジンをつなぐシームレ
スズーミングに関する研究開発を更に進めるべきである。また、材料データや知見
の整備・蓄積が今後の課題である。 

 
２）今後の研究開発の方向性等に関する提言 
事業化は「フリーウエアとしての普及とボランティアによるサポート」「企業に
よる販売とサポート」の２通りの方法で進められている。しかし、個別の対応だけ
では、持続出来なくなった時点で、プロジェクトの成果を広く展開することは不可
能になってしまう危惧がある。 
今後の OCTA システム維持の方策としては、ユーザーズミーティングや講習会

を通じた普及活動をさらに進めることや国内の他のプロジェクトや研究機関の成
果との統合を図ることが必要である。また、海外の研究チームと技術的に比較して
やや遅れているソフトウエア利用技術の高度化や利用を支援する知的基盤（データ
ベース、知識システム）の構築や量子力学を取り入れてミクロ領域においても高い
信頼性のあるシステムに成長させることなどが挙げられる。これらを達成するため
に、引き続き国が積極的に支援する体制が望まれる。 
 
１．２ 各論 
１）事業の目的・政策的位置付けについて 
新材料開発に寄与する統合的なプログラムシステムを民間企業が単独でかつ短
期間に開発することは極めて困難であったこと、国際的にもレベルが高い基礎理論
と有能な研究者を有していた我が国がいち早く技術開発に着手したことから
NEDOという国家的支援体制は、極めて妥当であった。 
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「大学連携型産業科学技術研究開発プロジェクト」の政策課題に適合しており、
メソ領域のシミュレーション手法の確立は、材料開発における国際的な優位性の確
保に必要であった。また、プロジェクト完了後の新規産業の創出など関連業界の強
い要望に合致していることを加味すると、事業開始時点および事後評価時点の時代
背景から判断しても、事業目的・政策的位置付けは妥当である。 
ただし、本事業の目的はその直接的な市場効果ではなく、成果の展開とそれによ
る関連産業の競争力育成に求めるべきであり、今後の政策立案においてはこの点を
考慮すべきであろう。 

 
２）研究開発のマネジメントについて 
本プロジェクトは、事業体制として集中研究方式を採用して運営された。研究開
発項目ごとに適切な人材を配した上で、プロジェクトリーダーの指導性が強く発揮
され、意志決定や進捗状況の管理などが極めて的確に行われたと判断できる。国家
プロジェクトとして、優れた研究開発マネジメントを実践できた実施例である。 
高分子設計分野のなかで、適切な解析手法がなかったメソ領域において、定量的
物性推算のためのシミュレーションエンジン開発とそれらを統合するためのプラ
ットフォーム開発という明確な目標設定をされたことは、評価に値する。 
研究開発の目的を達成するために、高分子分野の最新の理論・技術を取り込み、
ソフト開発だけでなく、実験との比較・検証まで行ったことは評価できる。 
但し、ソフト開発担当者と実証研究担当者の間での相乗効果は部分的であった。
相乗効果を全体に拡大させるために、当初から実証研究をプロジェクトに取り込む
必要があったのではないか。 

 
３）研究開発成果について 
立案時の目的であるメソ領域のシミュレーションエンジン開発においては、物性
目標値を十分にクリアした。特に運用プラットフォームの開発など、全体として統
一的な思想でまとめあげられたシステムであることや他に類を見ない使い勝手の
良いシステムを作り上げたことは評価に値する。 
 高分子ダイナミックスに関する卓越した基礎理論の上に成立しており、開発した
シミュレーションエンジンは、世界初、世界最高水準の成果が多数含まれ、汎用性
のあるプラットフォームシステムを構築したといえる。高分子材料分野における新
規材料開発に不可欠なツールであること、市場創造につながる可能性が大きいこと
などから国家プロジェクトとして大きな成果を得た。 
 論文発表や学会発表だけでなく、講習会や研究発表会の実施、特に海外キャラバ
ン隊により、積極的に成果の普及に努めたことは高く評価される。 
知的財産権の保護に配慮しながらプログラムソフトを公開し、無償ダウンロード
を行うなど、成果の公共性を担保できる方策が取れたといえる。 
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４）実用化、事業化の見通しについて 
これまでは具体的な利用方法のなかった基本技術において、公的研究機関や化学
系および素材・部材製造系の企業の研究者が活用できる具体的なシミュレーション
システムとしてまとめ上げたことは、成果の実用可能性と波及効果の観点から大い
に評価できる。特にこのシステムを活用することにより、種々の現象の機構解明や、
化学産業界における研究開発のスピードアップ化などに貢献できる。 
導入普及や事業化の方策として、プロジェクトに参画した企業により商用版の開
発計画と販売計画が提案されており、事業化計画の検討はされている。しかし、本
プロジェクトの成果を有効に活用し、さらに、産・官・学へ広く普及させるために
は、化学構造レベルからの高分子材料の設計を可能にするシームレスズーミングを
実現する必要があること、GUI 等の補助的なツールやノウハウの蓄積などを行う
必要があること等から、国が積極的に支援する体制が望まれる。    
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２．要素技術に関する評価 
２．１ 材料設計プラットフォームの開発（全体システムに関して） 
２．１．１ 成果に対する評価  
学術的には、高分子の設計をマクロからミクロまでシームレスに行うシステムを
構築するという究極の目標達成には至っていない。しかし、UDF(user definable 
format)を考案し、異なるスケールの問題に対して各種エンジンを有機的に結合で
きることを可能にし、シームレスズーミングという目的に向けた基本的なメカニズ
ムを確立できたことは、一定の研究開発成果を挙げた。国際的にも極めて高い水準
で目標が達成されたと判断される。 
シームレスズーミング機能の拡充と一般ユーザーからみた使い勝手の良さ（入力
パラメータ等の設定方法など）の向上が今後の課題として残される。 
 
２．２ メソシミュレーションプログラムの開発 
２．２．１ 成果に対する評価 
（１）計画と比較した目標の達成度  
メソシミュレーションプログラムは、卓越した基礎理論をソフトウエア化し世界
で初めて高度な能力を有するシステムとなったこと、当初開発予定であったエンジ
ン群（粗視化分子動力学、動的平均場法シミュレーション、分散構造シミュレーシ
ョン）に加え、レオロジーシミュレーションプログラムの開発も行ったこと等から、
独創性、新規性、先進性の観点から、設定された目標を十分クリアしたと判断でき
る。  
 
（２）粗視化分子動力学シミュレータ COGNACの開発成果  
分子動力学のソフトウエアはすでに数多く存在するが、COGNACは様々な粗視
化モデルに対応可能な分子動力学シミュレータを実用的なレベルで実現したと判
断できる。UDF により入出力に工夫を凝らした点、ポテンシャルなどの設定機能
も柔軟性をもっており、新たな技術領域を開拓するような、汎用性のある技術を開
発したといえる。 
汎用性が優れている反面、高分子の粗視化レベルやポテンシャル及びパラメータ
の設定方法などの指針を設けることが望まれる。また、化学研究者の立場からは、
分子構造や物性特性に関する検討が進むことを期待する。 
 
（３）レオロジーシミュレータ PASTAの開発成果  

Slip-Linkモデルの新たな拡張（Dual-Slip-Linkモデル）に基づいた世界初のシ
ミュレータであり、絡み合い高分子系のレオロジー的性質の現実的な計算を可能と
した点は評価できる。「自己拡散係数の分子量依存性」や「分子量分布がある系で
の動的弾性率等の予測精度」などは従来技術を凌駕するものである。シミュレーシ
ョン結果は、実験結果とも良く合致しており、成型加工性に優れる高分子材料の開
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発に寄与することが期待できる。また、データ入力は本システム固有の UDFに従
った汎用性のある技術として評価される。 

 
（４）動的平均場シミュレータ SUSHIの開発成果 
類似のシステムと比較して、「高分子系の相分離構造」や「界面構造のメソスケ
ールでの動的特性」などを予測できるシミュレータであり、独創性が高く、世界最
高水準であるといえる。 
 但し、一般ユーザーの利用を考えると、様々な高分子の組合わせに対して相分
離・相構造形成挙動を分析・予測する際のキーとなるχパラメータ設定法などが示
されていない点などは使いにくさの原因となっており、なんらかの工夫や改良が望
まれる。 
 
（５）分散構造シミュレータMUFFINの開発成果 
市販されている分散構造を扱うシミュレータと比較して、MUFFIN は単なる多
相構造系のダイナミクスを扱うだけでなく、電解質流体やマイクロ化学チップ、ゲ
ル変形、光透過性など、最新の研究動向を加味した多相複合系の多様な物理的性質
を扱えるエンジンであり、適用事例に挙げられている問題の質から判断して、高水
準のシミュレーションツールを作り上げたといえる。適応可能な課題の幅が広く、
汎用性の点で特にアドバンテージが高いと考えられる。 
界面の状況や構造が異なる材料設計の実状に対応できるような定量的な結果の
明示、実際のパラメータ設定の方法などが示されれば、さらに優れた成果になった
ものと思われる。 
 
（６）実証研究の妥当性 
高分子材料の物性において、ソフトウエアの開発が、単にプログラム開発担当の
中で閉じることなく、標準的、典型的かつ重要な事例に対して実証研究が行われた
と判断できる。物性目標値の精度をクリアしただけでなく、シミュレーション結果
が実証結果の物性値の変化傾向を十分に再現出来ていることも評価できる。 
あえて注文を付けるとすれば、ソフト開発と実証研究の間で、双方の研究開発方
針等を議論するようなフィードバックが一部にとどまっていた。ソフト開発担当者
と実証研究担当者の間での相乗効果が部分的にとどまっていたことは残念である。



 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

2.2

2.8

2.8

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．事業の目的・政策的位置付け
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（注）Ａ＝３，Ｂ＝２，Ｃ＝１，Ｄ＝０として事務局が数値に換算。 

0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0

平均値

１．事業の目的

２．研究開発マ

３．研究開発成

４．実用化・事業
 

 
 
 
 
 

評価項目 平均値 素点（注） 

・政策的位置付けについて 2.8 B A A A A A 

ネジメントについて 2.8 B A A A A A 

果について 3.0 A A A A A A 

化の見通しについて 2.2 B B B B B A 
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