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０．概要 

制度名 産業科学技術研究開発制度 事業名 「フォトン計測・加工技術」研究開発

事業の概要  製造業におけるエネルギー利用の効率、製品の生産性及び信頼性
を飛躍的に高めることを目的として、フォトンビームによる先進的
な計測技術、加工技術並びに高品質フォトンビーム発生技術を確立
するための基礎的・基盤的な研究開発を、平成 9 年度から平成 13 年
度までの 5 年計画で行う。 

１．国の関与の必要性・
制度への適合性 

 我が国の経済発展を支えてきた製造業における計測技術・加工技
術の国際競争力を維持・強化するため、その基盤技術の一つである
先進的な高度フォトン技術の研究開発を国やNEDOがリーダーシッ
プをとって推進する必要がある。この研究開発は民間企業のみでは
リスクが大きいため、国家プロジェクトとして産官学のシーズ・ポ
テンシャル・資源を結集し、目標課題に向けて集中的に研究開発を
行う必要がある。 
 本研究開発は製造業をはじめ航空・宇宙、医療・福祉、環境等、
広範な産業分野での新規産業創出に寄与する技術開発であり、「産業
技術としての成立性の見極め・確立」をする段階の技術開発である
ので、経済産業省（旧通商産業省工業技術院）の産業科学技術研究
開発制度に適合している。 

２．事業の背景・ 
目的・意義・ 
位置づけ 

 米国、ドイツをはじめとする欧米諸国ではフォトン（レーザー）
技術の重要性・将来性を以前から認識し、本技術について大きな資
金を投入して産学官連携の国家プロジェクトの推進に力を入れてい
る。 
 我が国でも、産業基盤技術の強化、先端産業の育成等を推進し、
製造業等の産業の国際競争力を強化するという産業政策上の観点か
ら、製造業をはじめ広範囲な産業への応用が期待されるフォトン技
術の確立を目的として、産官学が連携して本事業を実施する意義は
極めて大きい。 
 産業技術としての可能性を見極め、基盤技術を確立し、実用化・
事業化に結び付けようという事業であり、経済構造の変革と創造の
ための行動計画、産業科学技術研究開発指針、ものづくり基盤技術
基本計画、国家産業技術戦略等、我が国政府の指針、施策に合致し
ている。 
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３．事業の目標 
  （全体目標）  
 

 全産業の基盤である計測技術、加工技術にフォトンという新たな
ツールを本格的に導入し、革新的な計測技術・加工技術を実現する
ことを目標として、フォトン応用加工技術、フォトン応用計測技術、
フォトン発生技術の 3 技術分野から 6 研究開発テーマを選定した。
なお、この目標とテーマ選定は平成 6～8 年度に行った先導研究の
結果を基に、技術の現状、用途とニーズの高さ、市場規模等を考慮
して決め、基本計画を策定して、産業技術審議会の承認を得た。 
 また、基本計画を基に公募・選定の手続きを経て参加機関が確定
した後、各テーマの細目を定め、必要に応じ基本計画に加えて各分
担テーマの自主目標も決めた。各テーマの研究開発内容と達成目標
（主な自主目標を含む）は表表表表 1111 の通りである。 

４．事業の計画・内容 
(単位：百万円) 

H09fy H10fy H11fy H12fy H13fy    総 額 

 一般会計 138 436 304 49 37 964
 特別会計(電特) 497 587 496 495 296 2,371
 特別会計(エネ高) 191 358 302 230 364 2,445
 特別会計(石油) 355 433 564 559 508 2,419
  総予算額（計） 1,181 1,814 1,666 1,333 1,205 7,199
（注）H10、11 の一般会計には補正予算が含まれている。 

H13 の一般会計には産業技術総合研究所の予算が含まれていない。 
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省 内 担 当 原
課 

産業技術環境局研究開発課、製造産業局産業機械課、

国立研究所 産業技術総合研究所（旧計量研究所、旧機械技術研究
所、旧物質工学工業技術研究所、旧四国工業技術研究
所） 

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)製造科学技術センター（実務はフォトンセンタ

ー） 
再委託先   
 

[フォトン応用加工技術] 
川崎重工業(株)、松下電器産業(株)、真空冶金(株) 
[フォトン応用計測技術] 
横河電機(株)、(株)クボタ、(株)島津製作所、 
セイコーインスツルメンツ(株) 
[フォトン発生技術] 
(株)東芝、ファナック(株)、ＨＯＹＡ(株)、浜松ホ
トニクス(株)、大阪大学、(株)光学技研、三菱電機
(株) 

共同研究先 
 

産業技術総合研究所、各分野でポテンシャルの高い
大阪大学、甲南大学、筑波大学、東海大学、東京大学、
電気通信大学の 8 研究室、並びにレーザー応用工学研
究所 

研究開発体制 
 

研 究 開 発 推
進方法 

 3 技術分野 6 研究開発テーマの担当機関、共同研究
状況と、経済産業省、産業技術総合研究所、NEDO
及びフォトンセンターの位置づけは、図図図図 1111 の通りであ
る。 
研究開発の推進は、本プロジェクト推進のために設
立されたフォトンセンターが中心となり、センターに
設置した総合調査委員会、技術委員会、及びそれらの
委員会に設けた加工・計測・発生の 3WG（各 WG 年
4 回程度開催）において、各テーマの研究開発進捗状
況の把握、内外の最新情報の調査、最終目標達成の確
認方法の検討等を行い、研究開発の促進、成果の取り
まとめ等に反映させた。 
上記の委員会及び WG やワークショップ（年 1 回
開催）等を介して、各研究開発テーマ内での国立研究
所と企業の間はもちろん、企業間でも可能な限り連携
を取り、協調と競争により研究開発を促進させた。 
さらに、NEDO に設置されたフォトン計測・加工
技術推進委員会（年 2 回程度開催）において、目標の
妥当性、研究開発の推進、中間評価指摘事項への対応、
最終目標達成の検証等に関して助言を受けた。 
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５．実用化、事業化の 
見通し 

 

 本事業の研究成果は、担当した各企業により、フォトン関連分野
の各種製品、すなわち高品位レーザー溶接システム、超微粒子応用
の各種素子、レーザー応用の各種高速・高感度計測・分析装置、及
びツールとしての高出力・高効率・小型等の特長を有するレーザー
装置の実用化・製品化に向けた開発・試作へとつなげられている。
 すでに実用化・製品化の見通しのついたフォトン発生技術を担当
した企業各社では、研究成果が事業部や系列企業に移管され、一部
は NEDO の補助金等も得て、実用化・製品化を推進している。ロッ
ド型高出力完全固体化レーザーのようにすでに製品としてラインア
ップされ、販売実績や特許収入のあるものもある。また、その一歩
手前の段階のものについても、数年以内の実用化・製品化を目指し
て、開発・試作、あるいは低コスト量産化の検討等を実施しており、
実用化・製品化の実現は確実である。 
 また、フォトン応用計測技術、フォトン応用加工技術に関しても、
各テーマを担当した企業各社は研究成果の実用化・製品化を目指し
て開発を継続しており、ガス濃度計測装置や超微粒子の作製・堆積
技術等、一部の装置や技術はすでに事業部等で製品化・販売のため
の準備が開始されている。 

６．今後の展開  本プロジェクトの成果の実用化・事業化は製造業等から大いに期
待されており、成果の一部はすでに事業化の段階に移行済みで、販
売実績のあるものもある。また、残りの多くの成果も近いうちに実
用化さらに事業化へと移行する予定である。 
 しかしながら、新規製品は事業化をしても実績が無いと導入・普
及にかなりの時間がかかるので、政府等による各種の支援（導入補
助金、優遇税制等）を得られるように、また実用化・事業化にあと
一歩の成果に対しても、実用化補助金等による支援や税制面での優
遇を受けられるように、各方面に提案等を行っていく予定である。 
 一方、産業技術総合研究所では、本プロジェクトの成果を、実用
化に結びつけるだけでなく、ナノテクノロジー等新たな産業技術の
構築を目指す研究開発や標準化等へと発展させており、今後とも続
ける予定である。 

７．中間・事後評価 平成 12 年 12 月に中間モニタリング評価 
指摘を受けた事項については、平成 13 年度に反映させた。（９．参照）

８．研究開発成果 ほぼすべてのテーマで当初定めた数値目標を達成し、プラスアルフ
ァの成果を得たテーマもある。以下にテーマ毎の成果概要と目標達
成度を記す。 
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Ⅰ．マクロ加工技術 複数台の波長 1μm 帯レーザーの出力を合成した世界最大級レー
ザー出力を用い、溶接現象のインプロセスモニタリング技術や予測
制御技術を適用した高品位溶接制御システムを完成させ、最終目標
であった厚さ 30mmの鋼板及び厚さ 20mmのアルミニウム合金板の
溶接速度 1m/分以上、高アスペクト比（板厚／溶接幅）かつ高品質
な（母材と同等以上の強度を持つ）突き合わせ溶接を実証した。ま
た、高品位溶接支援のための 3 次元レーザー溶接シミュレーション
技術を完成させた。 
ハイブリッドプロセスでは、溶接エネルギー供給用 YAG レーザー
とは別個に制御用レーザーを設けて波長、波形等を選ぶことにより、
YAG レーザー出力比で入熱向上率 16%、溶込み深さ向上率 7～8％
と自主目標を超える効果が得られた。 

Ⅱ．ミクロ加工技術 レーザーデポジションと新たに開発した電気移動度分級法による
粒径制御により、高純度で均一な粒径・構造の超微粒子を作製し、
これを集積・堆積して、最終目標であった新たな量子レベルの機能
を有する微小構造体を作製する技術の基盤を確立した。 
すなわち、作製したシリコンと高融点金属（タングステン等）の
超微粒子は、それぞれ粒径が 1～20nm、20～50nm の範囲で、いず
れも粒径分布の幾何標準偏差σg が最終目標値 1.2 以下の高純度で
均一な粒径・構造であり、シリコン超微粒子は集積・堆積して光電
子機能を有する超高精密な量子ドット型構造体を作製する技術を完
成させ、実証するための集積型表示素子を作成して、発光を確認し
た。また、高融点金属の超微粒子は、直接描写により配線幅十数μ
m の回路の形成、並びに複合超微粒子による抵抗素子及び誘電素子
の形成など、微細機能回路の形成に成功した。 

    
Ⅲ.in-situ 状態 
      計測技術 

 ガスの濃度・成分計測に関しては、赤外域の高感度量子型光検出器や

波長可変光源等の各種要素技術の開発を行った後、ガス・濃度成分計測

システムを完成させ、ガスの濃度を 1ppb 以上の感度で計測する技術を
完成させた。 
 微粒子の成分・粒径計測に関しては、各種要素技術の開発を行った後、

レーザーブレイクダウン計測システムを完成させた。30～50nm の粒子
を使用した系統的な実験を行い、30nm 以下の粒子の成分元素含有量を
10%以上の精度で測定する技術を完成させた。 
 温度計測に関しては、レーザー超音波の検出光学系に用いる多重量子

井戸構造を有する波面補償素子の最適化を完了して、素子単体の特性と

して目標値の応答速度 10μs 以下を達成した。またこの素子をレーザー
超音波温度計測システムに組み込んでシステムとしての性能（1℃の温
度分解能）を確認した。 
 形状計測に関しては、低反射率物体の精密測定が可能な、世界初の低

コヒーレンス光を用いたヘテロダイン干渉計を開発し、測定精度 10 nm
を確認した。 
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Ⅳ．非破壊組成計測技術  内部透過計測に関しては、マイクロフォーカス X 線源等の各種要素
技術を開発した後、３次元 CT 内部透過計測装置を完成させて、空間分
解能 1μm 以下の内部透過像が得られることを確認した。 
 表面近傍計測技術に関しては、シュワルツシルド集光用ミラーの製作

及び評価を行った後に、X 線光電子分光装置を完成させた。空間分解能
100nm 以下の表面分析が可能なことを実証するとともに、目標であっ

た 30nm 達成のための技術課題を明らかにした。 
 蛍光 X 線分析による不純物検出に関しては、新たにバルクアルミニ
ウムを使用した高分解能超伝導 X 線検出素子を考案した。形状を最適
化して検出素子の最終試作を行い、エネルギー分解能・検出感度を評価

し、目標であったμm レベルの微小領域での検出感度 1ppb 以上の不純
物検出技術を確立するための条件を明確にした。 

Ⅴ．高出力完全固体化 
レーザー技術 

レーザーダイオード励起によるロッド型及びスラブ型 Nd:YAG レー

ザーの開発を競争的に行った。いずれも、新構造の高効率励起モジュー

ルを考案して改良し、高入力時の発振媒体やレーザー共振器などの特性

等に関するシミュレーション技術、複数の励起モジュールの連結技術等

も開発して、毎年段階的に平均出力、発振効率を向上させることに成功

し、平成 12 年度から平均出力 10kW 級レーザーの設計試作とレーザー
ヘッドの小型化を行った。 
ロッド型では平均出力 2kW のモジュールを 6 段直列に連結する構成
で、平均出力 12kW、発振効率 23％、レーザーヘッド体積 0.045m３と、

最終目標をかなり超える性能を持つ完全固体化レーザー装置を完成さ

せた。また、出力 2kW レベルで波形制御動作を確認した。完成させた
レーザー装置を用いて、鋼板の簡単な溶接実験も行った。 
一方、スラブ型では平均出力が 5kW を超える 2 台のモジュールから
の出力を合成させて、平均出力 10.2kW、発振効率 20.1％、レーザーヘ
ッド体積 0.047m３と、最終目標を超える性能を得た。 
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Ⅵ．高集光完全固体化 
レーザー技術 

わが国独自の発案に基づくレーザーダイオード励起の構造体型ファ

イバーレーザーの開発と、高輝度のロッド型高エネルギーパルスレーザ

ー及び波長変換結晶を用いた紫外光発生技術の開発を一部競争的に行

った。 
前者では、Nd 均質添加のコア径 50μm、正方形断面（一辺 220μm）

の石英レーザーファイバーを安定に作製する技術を確立した後、これを

リールに巻きつけて作製した、全く新しい構造のディスク状ファイバー

レーザーを完成させて、平均出力約 350W を確認し、これを 3 台直列
に連結して、平均出力 1kW（両端合計）以上、集光径 50μm 以下、発
振効率 16％を達成した。 
また、ファイバーレーザー励起用レーザーダイオードとして用いるた

めに、アルミニウムを含まない InGaAsP 系の新材料を活性層とし、噴
流式微細水路付きヒートシンクを持つ新構造のレーザーダイオードを

開発し、1cm バー当たり出力 80W 以上、発振効率 50％以上、ピーク出
力 200W 以上と、当初の目標はもちろんレベルアップした自主目標も超
える出力・効率・信頼性の素子として完成させ、励起モジュールに組み

上げて、上記ファイバーレーザーの励起用として供給した。 
一方、後者では、集光方式・伝送光学素子等を改良したロッド型高効

率励起モジュールを完成させ、これを 4 台、熱複焦点を補償するように
直列に連結して、平均出力 1.05kW、発振効率 22％、集光径約 40μm
と、最終目標をかなり超える性能を持つ完全固体化レーザーを完成させ

た。 
また、このレーザー光を利用した波長変換では、わが国発案の溶液攪

拌を取り入れた結晶成長法で、自主目標を超える光学耐力と均質性を有

する非線形（CLBO）結晶の育成に成功し、これを高精度研磨加工（自
主目標達成）した後、耐湿性パッケージをして波長変換素子を完成させ、

これを用いて波長 266nm で自主目標を大幅に上回る世界最高平均出力
42W の紫外レーザーの発生に成功し、さらに、この新規 CLBO 結晶が
十分な寿命（紫外レーザー出力 20W で 50 時間以上にわたり安定発生）
有し、実用化の可能性が十分にあることも実証した。 
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Ⅶ．総合調査研究 
    

総合調査委員会及び WG が主体となり、フォトンの発生技術から利用
技術まで、広範囲なフォトン技術ならびに関連技術に関し、国際会議へ

の参加、海外の研究機関との技術交流等を通じて、最新の技術動向・研

究開発動向を調査して、「フォトン計測・加工技術」の研究開発の促進

に反映させるとともに、本プロジェクトの成果が産業界に及ぼすインパ

クト・波及効果、用途と市場規模等を把握した。このような世界各国の

情報収集の結果、本プロジェクトの最終達成目標がプロジェクト終了時

点においても極めて高く、また数多くの世界最高レベルの成果が得られ

ていることが明白になり、本プロジェクトの成果が当初予測された以上

の波及効果を各種産業に及ぼす可能性があることがわかった。 
なお、委員会及び WG 内で議論や情報交換等を行うことで相互に刺激
し合い、競争するとともに、必要な連携を強固にできたこと、関連分野

の国内外の専門家に講演等をしてもらい、意見交換を行ったことも、プ

ロジェクトの効率的な推進に非常に有意義なことであった。 
Ⅷ．論文件数 論文投稿：１８６件／誌上投稿：３０６件／口頭発表：６４５件 

特許出願：２１３件／新聞報道等：３１０件 （平成 14 年 9 月 24 日
現在） 
基本計画の変更 なし 
その他変更内容 技術開発の進展に従い、ファイバーレーザー励

起用レーザーダイオードの出力等、一部のテー
マで自主目標の変更（レベルアップ）を行った。
高出力完全固体化レーザーでは、ロッド型、ス
ラブ型いずれも特長があり、成果が順調に得ら
れていたため、引き続き競争的に開発を続ける
こととした。 
また、目標達成の目処がついたテーマでは、さ
らに技術のレベルアップや実用化・信頼性向上
等を目指した研究開発へと進展させた。 

９．情勢変化への対応 

評価履歴と対応 平成 12 年度に中間評価を受けた際に指摘を受
けた事項について検討を行い、平成 13 年度の研
究開発においては、関連あるテーマ間の連携の
強化、順調に進捗し着実に成果を出しているテ
ーマへの予算の重点配分に努めた。 
また、実用化に際しての重点課題であるレーザ
ーダイオードの開発、非線形結晶による波長変
換技術等の促進を図った。 
研究成果の普及広報にも一段と力を入れ、また
今後新たに取り組むべきフォトン関連研究開発
テーマの抽出も行った。 
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10．成果の普及・広報 
 

 本プロジェクト開始直後から、国際会議を含む国内外での研究集
会、学協会誌等での研究成果の迅速な発表と国内外特許の出願を推
奨するとともに、各種の機会・媒体を介しての普及広報活動に積極
的に取り組み、今日まで研究開発の内容、進捗状況及び成果に関す
る情報を広く国内外に発信してきた。 
すなわち、国際シンポジウムの開催（毎年度 1 回、計 5 回）、国
内外の展示会への出展（国内 13 回、海外 9 回、計 22 回）、海外研
究機関訪問（計 21 回）、海外の研究者を招いた講演会（計 9 回）、
ニュースレターの発行（和文 28 回、英文 3 回）、パンフレット及び
成果紹介リーフレットの発行（和英併記 4 回）、ホームページの開
設、新聞・雑誌への記者発表や特集記事の掲載等、実績は多く、シ
ンポジウムや展示会には毎回多数の参加者・来訪者があった。本年 7
月に開催した本プロジェクトの成果報告会にも産学官から 350 名を
超す参加者があった。 
 また、国内学協会等から本プロジェクトに関する講演会開催や特
集号発行への協力を依頼され、積極的に協力した。国内外で開催さ
れる国際会議での招待講演やワークショップでの成果発表も、依頼
に応じて積極的に行った。これらに関しては、プロジェクト終了後
も引き続き多くの依頼を受けて、協力している。 
このような活動により、本プロジェクトは国内外で広く認知され
るようになり、進捗状況や成果、さらには具体的な販売時期、予定
価格を含めた実用化見通し等に対する、フォトン関連分野の研究者
のみならずユーザー業界を含む産業界各方面の関心は非常に高まっ
ている。 

    作成日 平成１４年９月２４日 
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「フォトン計測・加工技術の研究開発」 

（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 
加工技術、計測技術、発生技術の三分野とも、個々の研究担当グループの努力によ
って当初設定の開発目標を達成しているものが多く、また、実用化に向けて進んでい
るものも多数見られる。特に、発生器における高出力化と高集光化や、溶接における
モニタリングシステムの開発は大きな研究成果である。また、ナノ粒子による微小機
能構造体の創成は今後の波及効果が期待できる成果である。 
個々のテーマの目標はほぼ妥当であるが、異なる先導研究を一つにまとめたため、

一つのプロジェクトとしての全体の目標設定が分りにくく、各サブテーマ設定の必然
性やテーマ間の連携が必ずしも十分でないという意見や、産業への波及効果を基準に
リソースの重点配分をすすめることと併行して、企業では進めにくい研究的要素の強
いテーマも選択してほしかったという意見も出された。 
 

(2) 今後に関する提言 
光・レーザー技術は、一般製造、IT、 ナノ、バイオなど広範な分野で基盤技術と

して重要であり、明確な目標のもとに国による継続的な開発支援が重要であると考え
られる。 また、これまでの成果が生かせるところや、継承できるところに技術移転
を促進する仕組みを工夫する必要がある｡ 
斬新なアイデアにより、独創性が高い研究開発プロジェクトを国として実施するに
は、産官学を連携した研究体制を作ることが必要である。 国として長期計画を立て、
産業界ならびに大学・国研等の施設･人材を最大限に活用する道を考えるべきであろ
う。 
本研究プロジェクトの場合のように、並列する研究分野を初期段階では独立的に運
営することはやむをえないかと思われるが、ある程度研究が進展した後は情報流通だ
けではなく、研究の具体面で相互協力を強化する必要があろう。 
なお、国民の付託に応えるためにも、担当した各企業と産総研は，得られた成果に
更なる改善と発展を加えるべく、独自の研究を継続して欲しい．  

 
1．2 各論 

(1) 事業の目的・政策的位置付けについて 
本プロジェクトが開発を目指した光・レーザー技術は、一般製造、IT, ナノ、バイ
オなど広範な分野で基盤技術として重要であり、今後、製造業の競争力維持強化のた
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め、生産現場での重要性がますます高まると考えられる。 
欧米諸国もこれらの分野の研究開発にかなりの投資を行っており、当該技術が産業
界全体への影響度が極めて高く、我が国の製造業の競争力強化のため非常に重要であ
るという背景を考えると、民間企業のみに任せておくことはリスクが大きく、関連分
野の技術を結集し、国家プロジェクトとして集中的に行ったことは極めて妥当であっ
たと考えられる。 欧米に対する優位性を維持･強化するためには、国の支援は今後
も必要であろう。    
 

(2) 研究開発マネージメントについて 
加工技術、計測技術、発生技術の三分野の各々について目標が明確に設定されてお
り、達成度を測る指標、判断基準も明確であった。 大多数の研究担当グループが当
初設定の目標を達成したことから見て、各研究実施グループの研究体制もおおむね妥
当であったと判断される。 
 フォトンセンターは、本プロジェクトの計画遂行に大いに努力し、また、情勢変化
にも十分に対応して当初目標以外の成果についても積極的に取り上げている。本プロ
ジェクトが多くの成果をあげ、それらの多くが事業に結びつこうとしている現状から
みて、フォトンセンターによるマネージメントは妥当であったと評価できる。 
加工･計測・発生という３技術分野の関係を十分に検討した上で各分野の研究課題
を選定し、プロジェクト全体として適切な相互連携のもとに研究開発を進めるべきで
はなかったかという意見や、競争的環境が乏しかったのではないかという意見も出さ
れた。    

 

(3) 研究開発成果について 
多くの研究課題について当初設定された目標は達成されており、その中には数値的
には国際水準を上回るものが少なくない。 新しい市場の開拓や汎用性が高い技術と
して育つことが期待できるものも多い。 
特に、発生器における高出力化と高集光化や、溶接におけるモニタリングシステム
の開発は大きな成果である。また、ナノ粒子による微小機能構造体の創成は今後の波
及効果が期待できる成果である。 
特許もほぼ妥当に申請されており、全体として目標値はクリアーしていると考えら
れる。 
 フォトンセンターによる国際シンポジウムの開催、ニュースレターの発行など広報
普及活動や内外の最新情報の収集活動は適切に行われており、新聞などのメディアに
も多く取り上げられている。  
しかし、短期間での成果を追求したため、独創性があまり感じられないという意見
もあった。また、研究課題によっては、設定した達成目標が、ユーザー側の要請を必
ずしも十分に反映していないのではないかという意見もあり、今後、本プロジェクト
の成果を民間へ普及させ、さらに発展させて行く努力が望まれる。 
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(4) 実用化、事業化の見通しについて 
研究開発成果の中にはすでに事業化の見通しが立っているもの、事業化に向けて準
備が進められているものが多く見られ、それらについては今後の進展に期待したい。 
高出力固体レーザーなど、すでに販売実績のあるもの、あるいは製品化推進中のもの
が多くあり,当該分野に関しては、概ね適切な産業技術としての見極めがなされている
と言える。 
マクロ加工技術も十分に目標を達成し、高出力の発生器により十分に実用化が可能
であり、モニタリングも実用化の可能性が高い。 
ミクロ加工技術や計測技術についても実用化が間近な成果、技術的に大きな波及効
果が期待できそうな成果も見られる。 
また、発生技術分野での成果と加工技術分野の研究成果を融合することによって特
徴あるシステムに仕上がる可能性があり、本プロジェクトの終了後にそのような事業
を展開できれば本プロジェクト実施の意義が一層発揮されるのではないかと思われ
る。 
実用化における最大のネックはコストであるが、各企業において本プロジェクト

で培った技術をさらに改良・発展させ、実用化・事業化を目指してもらいたい。 
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2.1

2.4

1.7

2.3

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.事業の目的・政策的位置付け

 
 
 
 

評価項目 平均値 素点（注） 

１．事業の目的・政策的位置付けについて 2.3 A B B A A B B B B

２．研究開発マネジメントについて 1.7 C A A C B B C C C

３．研究開発成果について 2.4 B A B A A B B A B

４．実用化・事業化の見通しについて 2.1 B B B B B B B A B
 

 
（注）Ａ＝３，Ｂ＝２，Ｃ＝１，Ｄ＝０として事務局が数値に換算。 
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（注）Ａ＝３，Ｂ＝２，Ｃ＝１，Ｄ＝０として数値に換算。 
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