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制度名 産業科学技術研究開発制度 事業名 独創的高機能材料創製技術「分子協調
材料」研究開発 

事業の概要 有機分子、金属、無機物質等の分子協調作用によって構造を形成し機能を
発現する高機能材料の創製とその応用に係わる基盤的技術の確立を図る。

１．国の関与の必要
性・制度への適合
性 

本研究開発は、2001年度より開始した第 2期科学技術基本計画に先立つ 4
年前にスタートしたナノテク・材料関連のプロジェクトであり、産業技術
競争力の強化を目指す 21 世紀の我が国の産業技術戦略にとって必須であ
り、今後大きな費用対効果が見込まれる。しかもその実施にあたっては多
額の資金と長期の研究期間を必要とし、多大の危険負担を伴うため当面の
利益を第一義的に掲げる産業界のみでは実施が困難であるので、国の関与
が必要である。また、研究体制は産学官の連携による共同研究が最も効果
的であるので、産業科学技術研究開発制度で行うのが最も適している。 

２．事業の背景・目
的・位置付け 

本研究開発は、生体の機能やシステムに典型的に見られる分子協調作用と
いう物質の特性に着目した独創的な材料概念を提示し、その産業技術とし
ての成立性の見極めを行う。これにより、「コモディティから機能品・機能
材料」へのパラダイムシフトによる化学産業技術競争力の強化を目指す政
策課題の解決に資するとともに、その成果は、化学、電子、医療産業など
機能性材料に係わる多くの産業分野への波及が期待される。最近、類似の
研究開発が活発に行われるようになったが、本研究開発はこれらに先んじ
て取り組まれたものであり、独創性、新規性、先進性は明白である。 

３．事業の目標 
（全体目標） 

分子間の弱い相互作用である分子協調作用を用いて特定の分子集合体の形
態及び状態を制御し、機能を発現させることにより、材料の高機能化及び
新規材料の開発にかかわる基盤技術の確立を目標とする。 

４．事業の計画内容 
(単位:百万円(NEDO分)) 

H９fy H10fy H11fy H12fy H13fy 総 額 
(５年間) 

 一般会計 59(0) 169(120) 120 147(122) 45(0) 540(242)
 特別会計（電特） 0 0 0 0 0 0
 特別会計（石特） 0 240(215) 281(257) 132(108) 0 653(580)
 特別会計(エネ高) 103(82) 195(163) 120(95) 200(175) 279(212) 897(727)
 総予算額（計） 162(82) 604(498) 521(352) 479(405) 324(212) 2090(1549)

省内担当原課 経済産業省製造産業局化学課 
運営機関 新エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO） 
再委託先 (財)化学技術戦略推進機構（JCII） 

研究開発体制 
 
 

共同研究先 産総研（旧物質研、旧大工研）、岐阜大、東理大（東工大
資源研）、東工大 

５．実用化、事業化の
見通し 

今後実用化研究への展開により、電界発光素子、立体テレビ用偏光素子、
高配向光学フィルム、光電導フィルム、高選択性触媒、分離膜などへ実用
化が見込まれる。またすでに、開発した材料の一部については、プロジェ
クト外の企業等からサンプル提供依頼の申し出があり、提供試料を用いた
実用化のための評価がこれら企業等によってなされている。 

６．今後の展開 今後、実用化に向けて、プロジェクト参加企業における開発研究や大学・
国研との連携を継続し、事業化を図る。 

７．中間・事後評価 通商産業省の中間評価を受検（平成 12年 12月 22日） 
８．研究開発成果 特許数：72、査読論文数 254、新聞発表数 22 

（本資料作成時までの累計） 
基本計画の変更 無し 
変更内容 無し 

９．情勢変化への対応 

評価履歴 中間評価 
10．今後の事業の方向性  
作成日 平成１４年８月２０日 
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「独創的高機能材料創製技術研究開発（分子協調材料）」 

（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 
プロジェクトとしては目標値を概ね達成しているばかりでなく幾つかの世界的
レベルの成果も挙げており、中には新規材料創製のための基盤技術を確立したもの
もあり、全体的に概ね成功したと判断できる。立体テレビなど次世代製品の開発に
つながる先導技術･素材の開発､位相差フィルムなど国際的シェアの確保が見込ま
れる機能性製品の開発､新規構造ゼオライトの世界初の合成等が特筆できる｡また
プロジェクト外部の研究機関､企業からの要請に答え、積極的に試料提供したこと
は実用化への芽を広げるばかりでなく､基礎･基盤研究の応用分野を拡大し多岐に
わたる市場開拓につながる可能性も創造し､その姿勢を高く評価する｡ 
但し、独創的高機能材料の分子協調以外のテーマとの関わりが見られないとの指
摘があった。分子協調の３要素研究間では情報交換が十分に行われていたが、相互
乗り入れ型の研究成果ももっと欲しかった。 
 
２）今後に対する提言 
実用化に近い段階にあるものは民間企業に任せ、基盤技術は確立しているが未解

決の問題が残されているテ－マについては、実用化補助金に申請するか後継プロジ
ェクト立ち上げ等による開発の継続を期待する。材料開発までは成功しても、実用
化段階で製造プロセス､歩留まり､コストなどに課題が残る場合が多い。これを克服
するため、素材メーカーからデバイス､セットメーカーまでの「垂直連携」､ベンチ
スケールのプラント設置まで含めた産学官の実用化プロジェクトが望ましい。 
一方で、研究成果が出ており、もう少し続ければさらなる成果が期待できるプロ
ジェクトを、期限という理由で終了するのはいかがなものかという意見もあった。
また、プロジェクトから副次的に得られた萌芽を育てるためのサポート体制の整備
も希望する。 
 
１．２ 各論 
１）事業の目的・政策的位置付けについて 
 我が国の従来型化学産業が比較競争力を失いつつある中で、進むべき一つの方向
性として、機能性化学産業､スペシャリティケミカルズの強化･拡大が挙げられる｡
経済産業省でも産業競争力強化を重要な政策課題として掲げており､化学の分野で
は機能を織り込んだ「部材」による新しい化学産業像を提唱している｡「独創的高
機能材料創製技術研究開発」はこの一環であり､事業､政策的位置付けの妥当性は明
白と考える｡特に本「分子協調材料」は公共性の高い先端的な研究開発項目である
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とともに、わが国産業のリードが期待される分野だけに国の研究開発「戦略」とし
ても妥当性は高い｡ 
 
２）研究開発のマネジメントについて 
目標達成のための明確な目標水準及び研究開発計画は妥当であった。特に集中研
究体制としたことが評価でき、この中で、プロジェクトリーダーのリーダーシップ
に基づく適切な運営により今回の成果が得られたと判断できる。 
ただ、経済産業省・NEDO の推進するプロジェクトという観点からすると、中

間評価後は若干でもより将来実用化の可能性のあるテーマに絞り込んだ基礎・基盤
技術の確立を目指すべきであったとも指摘できる。また、国家プロジェクトは公募
制を取るためやむを得ない面は推察できるが、出来るだけ多くの企業、大学から提
案を求め、より実力のある企業・大学が参画できる新しい仕組みの構築を希望する。
さらに、今後はプロジェクトの枠を越えた他の類似テーマとの交流に配慮すること
も期待したい。 
 
３）研究開発成果について 
世界初の「可逆的な電解応答分子配向自己組織化膜」、新規構造ゼオライト「Ｇ
ＵＳ－１」の国際ゼオライト協会への登録など世界的成果が出ており、研究レベル
は世界的に比較しても高い｡研究開発成果全体として目標は概ね達成されている。
未達の場合でも達成度を示しており、研究期間や予算から照らせば高い成果が上が
っていると言える。新たな市場創造に繋がる可能性を秘めた成果や、将来性が望め
る成果もある。実用化が期待できる技術も開発されており、総合的に見てバランス
が良いプロジェクトと言える。研究開発成果の普及、広報という面においては、論
文発表の質・量ともに十分である。成書としてまとめるなど、一般向けに対する広
報もほぼ満足できる。 
 
４）実用化、事業化の見通しについて 
本プロジェクトは新規材料を創製するための基盤技術の確立を目的としている
ので、直ちに実用化できるまでの成果は得られていない。ただ、サブテ－マによっ
ては実用化まで漕ぎ着くのは確実と推定できる成果や、実用化の可能性がきわめて
高い要素技術が開発されており、世界的にもインパクトは大きい。今後何らかの支
援があればさらに実用化の可能性も高まるため、素材からセットメーカーまで含め
た産官学連携による後継の実用化プロジェクトによる開発の継続が望まれる。その
際、競合技術との比較を確実に実施し、プロセス､コストまで検討すべきは言うま
でもない｡ 
さらに、当初の予想とは別に学問的に興味のある事実が多く見出されており、そ
れらを育てる支援や新たな研究開発に展開させる方策についても検討すべきであ
る。 



 

 

 成果に対す
自己組織化膜材料 SPR 計測装置の試作、リオトロピック液晶の特

ターン偏光素子など実用化に結びついている研究
できる。液滴が光で移動する光応答性自己組織化
れ、将来の展開が期待できる。 
一方、電界応答型自己組織化膜の応答速度が改
の発光量子効率が設定値を下回った点に問題が残
も行われたが、より可能性のある方向に軸足を少
プロジェクトの目標とは別に、多くの萌芽的な

今後、これらの成果をさらに発展させるため、大
次期プロジェクトを検討すべきであろう。 

メソフェーズ材料 主流の液晶ディスプレー以外の用途に液晶の持
用化技術まで仕上げつつある成果は評価できる。
位相差膜の研究開発もあり、成果は十分である。
り組みは世界で初めてで、また、学会で注目され
大きな成果の１つである。 
一方で、高配向性のラメラカラムナー相の伝導
を解明するのが望ましい。 

ミクロポーラス材料 目標を「物造り」に置いて、GON というコード
ゼオライトを合成したこと、バルク体溶解法を開
たことは特筆に値する。細孔径を制御したメソポ
ての市場展開も予定されており、期待は大きい。
ただし、成果に関しては各サブテーマにて世界
化に関しては今後の取り組みを期待する。また、
は現段階で推定の域を出ていない。新しいゼオラ
リと解明されることを期待する。 
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要素技術に関する評価要素技術に関する評価要素技術に関する評価要素技術に関する評価    

る評価 実用化の見通しに関する評価 
性を巧みに用いた立体テレビ用のマイクロパ
結果が得られていることから、達成度は満足
膜は、人工臓器に応用できる可能性が指摘さ

善されなかった点や電界発光型自己組織化膜
った。世界的な研究情勢を考慮した取り組み
しずらすことも考慮すべきであった。 
成果、新しいサイエンスの芽が生まれている。
学の人的資源を活用出来る共同研究等による

マイクロパターン偏光素子など、既に実用化に向けて研究が進め
られているものもあり、実用化の見通しは高く評価できる。また、
本プロジェクトの特徴として、より基盤的な研究成果が多く得られ
ている。これらの成果を基に、今後実用化に向けて、様々な要素技
術を開拓するための手だてを講ずることを期待する。 
一方、電界発光型素子の開発は、今まさに市場のターゲットとな
っている分野であるが、本プロジェクトで得られた量子発光効率で
は、燐光を利用するアプローチに及ばない。実用化のためには、今
後レージングなどの可能性を追求する必要がある。 

つ配向性を利用しようとする動きの中で、実
目標値は達成されており、販売を計画中の光
赤外レーザーで分子を配向させようとする取
ている研究成果でもあり、本プロジェクトの

性などについては、学問的にもそれらの本質

光位相差膜は既に販売を計画中であり、実用化の見通しは立って
いる。従来の視野角補償フィルムに使われているディスコチック液
晶材料に比べて、ここで用いられている材料は比較的容易に得られ
ることが１つの大きなメリットである。赤外線レーザーを用いた配
向制御法は、今後どのような発展があるか楽しみである。 
一方、配向制御した円盤状液晶の光伝導性は、まだ克服せねばな
らない性能の向上があるためにこのままでは難しいと判断され今
後の進展を期待する。 

名で登録された世界で初めての新しい構造の
発し MFI 型ゼオライト巨大単結晶を創製し
ーラス材料はヒートポンプ用吸着剤などとし
 
的レベルの結果が得られているものの、実用
なぜ大きな結晶ができるかというメカニズム
イトの創製に繋げるためにもこの点はジック

細孔を制御したメソ多孔体はヒートポンプ用の充填剤や色素固
定化剤で実用化の見通しは十分にある。 
しかし、それ以外の研究テーマについては、実用化のシナリオが
見えにくい。ゼオライト巨大単結晶および新規ゼオライト GONな
どの世界的な成果を実用化と直に結びつけるのは若干無理がある
にせよ、日本発のオリジナルな材料であり、今後新たなプロジェク
トでの応用研究や用途開発による発展を期待したい。 
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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。 
 
 

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  2.2  B B B B A
２．研究開発マネジメントについて  1.8  B B C B B
３．研究開発成果について  2.6  A A B B A
４．実用化・事業化の見通しについて  2.0  B B B B B
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