
整理番
号 事業名 政策的位

置づけ等
マネジメン

ト
研究開発

成果
実用化見

通し等

1 高機能材料設計プラットフォームの開発 期間（年）  1998-2001
総額（億円）  16 2.8 2.8 3.0 2.2

2 複合生物系等生物資源利用技術開発 期間（年）1997-2001
総額（億円） 77 2.9 2.6 2.6 2.0

3 細胞組織工学（ティッシュエンジニアリング）の研究開発 期間（年）  2000-2001
総額（億円）  14 2.7 1.3 1.8 1.8

4 分散型電池電力貯蔵システム技術開発 期間（年）   1992-2001
総額（億円）   166 2.6 2.4 2.6 1.8

5 フォトン計測・加工技術の研究開発 期間（年）　1997-2001
総額（億円）　72 2.3 1.7 2.4 2.1

6 スーパーメタルの技術開発 期間（年）　1997-2001
総額(億円）　46 2.0 1.2 2.5 1.5

7 環境調和型触媒技術研究開発 期間（年）　1992-2001
総額（億円）　34 1.8 1.3 1.8 0.5

8 高融点金属系部材の高度加工技術 期間（年）　1996-2001
総額（億円）　8 2.7 1.8 1.8 0.7

9 微小重力環境を利用した燃料多様化対応燃焼技術の研究開
発

期間（年）　1999-2001
総額（億円）　7 3.0 2.7 2.7 2.0

10 微小重力環境を利用したガラス融液内対流制御技術の研究
開発

期間（年）  1999-2001
総額（億円）　4 3.0 2.3 2.2 2.2

11 マイクロ流体システムを応用したダイオキシン類の高速測定
技術の研究開発

期間（年）　2000
総額（億円）　5 2.5 1.8 2.8 1.5

12 微小重力環境を利用した高性能磁性材料創製技術の研究開
発

期間（年）  1999-2001
総額（億円）　12 2.0 1.8 1.8 1.0

13 独創的高機能材料創製技術（分子協調材料） 期間（年） 1997-2001
総額（億円）　21 2.2 1.8 2.6 2.0

14 血中遊離ＤＮＡによる癌の高感度遺伝子診断システムに関す
る基盤研究

期間（年）　1999-2003
総額（億円）　2 2.5 2.0 1.5 1.3

15 高速コーンビーム３次元Ｘ線ＣＴ研究開発 期間（年）　1998-2001
総額（億円）　9 2.7 2.1 2.4 2.0

16 生体用人工関節の開発・評価等技術の開発 期間（年）　2000-2001
総額（億円）　5 2.7 1.3 2.0 2.3

17
石炭利用技術振興事業／石炭利用次世代技術開発調査＜
環境調和型石炭燃焼技術分野（高温石炭燃焼ガス集塵技術）
＞

期間（年）　1996-2001
総額（億円）　9 2.3 1.5 1.8 1.0

18 石炭利用技術振興事業／石炭利用次世代技術開発調査＜
石炭熱分解技術分野＞

期間（年）   1996-2001
総額（億円）  7 1.8 1.6 1.6 1.6

19 地熱利用発電プラント等開発／バイナリーサイクル発電プラン
トの開発／10MW級プラントの開発（熱水系統試験）

期間（年）  1983-2000
総額（億円）  112 2.7 0.7 1.0 0.7

20 地熱利用発電プラント等開発／バイナリーサイクル発電プラン
トの開発／地熱井掘削時抗底情報検知システムの開発

期間（年）　1991-2001
総額（億円）　26 2.7 1.7 1.7 1.3

21 地熱利用発電プラント等開発／深部地熱資源採取技術の開
発

期間（年）  1992-2001
総額（億円）  24 2.7 1.8 1.8 1.7

22 即効的・革新的エネルギー環境技術研究開発／可燃ごみ再
資源燃料化技術開発

期間（年）　1998-2001
総額（億円） 16 2.8 2.4 2.6 2.4

23 即効的・革新的エネルギー環境技術研究開発／超低損失柱
状トランス用材料の研究開発

期間（年）  1998-2001
総額（億円）  15 2.5 1.5 1.5 1.0

24-Ⅰ 環境負荷抑制対応廃棄物エネルギー利用促進調査研究
＜ダイオキシン発生機構調査研究＞ 3.0 2.3 2.3 2.3

24-Ⅱ 環境負荷抑制対応廃棄物エネルギー利用促進調査研究
＜非臭素系難燃材料調査研究＞ 3.0 3.0 3.0 2.3

25 石炭液化技術／液化基盤技術の開発（アップグレーディング
等技術）

期間 （年）1994-2001
総額（億円） 78 2.8 2.0 2.0 1.5

26 加速型生物機能構築技術（タイムマシンバイオ） 期間 （年）1995-2001
総額（億円） 26 2.5 2.2 2.2 1.7

平均 2.6 1.9 2.1 1.6

平成１４年度事後評価対象事業評点結果一覧

期間（年）  1999-2001
総額（億円）  2.6(2/3補
助事業)：NEDO拠出分

第8回技術評価委員会
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全体的傾向

!プロジェクトの「政策
的位置付け」のみなら
ず、「マネージメント」
及び「研究開発成果」
も概ね良好な評価。

!「実用化の見通し」に
ついては、今一歩。

14年度事後評価評点の平均値

2.62 .62 .62 .6

2 .12 .12 .12 .1

1 .61 .61 .61 .6 1 .91 .91 .91 .90.0

1.0
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「研究開発成果」と「実用化の見通し」
に係る評点分布

! 「研究開発成果」について及第点を
下回る（１点未満）プロジェクトは
無かった。

! しかし、＃１９、＃７及び＃８が、
「実用化の見通し」で及第点を下回
るもの。#12、#17、#23は、実用化
に関し厳しい評価。

研究成果と実用化見通し等

#### 1111 9999
#### 7777

#### 8888
#### 2222 3333

#### 1111 7777

#### 1111 4444#### 2222 0000

#### 1111 8888

#### 2222 5555

#### 3333

#### 2222 1111

#### 1111 2222

#### 6666 #### 1111 1111

#### 2222 6666

#### 2222 4444 ----②②②②

#### 1111

#### 9999
#### 1111 3333

#### ２２２２

#### 4444

#### 2222 2222

#### 1111 6666 #### 2222 4444 ----①①①①

#### 1111 0000
#### 5555

#### 1111 5555
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研究開発成果

実
用
化
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し

番号 事業名

＃７ 環境調和型触媒技術研究開発

＃８ 高融点金属系部材の高度加工技術

＃１９ バイナリーサイクル発電プラントの開発／10MW級
プラントの開発

＃１２ 微小重力環境利用高性能磁性材料創製技術研究開発

＃１７ 石炭利用次世代技術開発調査（高温石炭燃焼ガス集
塵技術）

＃２３ 即効的・革新的エネルギー環境技術研究開発
（超低損失柱状トランス用材料研究開発）
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研究開発成果と実用化見通しの相関

! 多くのプロジェクトでは、成
果に相応しい実用化見通し。

! ただし、以下のプロジェクト
で研究開発成果が実用化に結
びついていないとの評価。

研究開発成果と実用化見通し等

#15#15#15#15

#5#5#5#5#10#10#10#10

#24-①#24-①#24-①#24-①
#16#16#16#16

#22#22#22#22

#4#4#4#4

#２#２#２#２
#13#13#13#13
#9#9#9#9
#1#1#1#1

#24-②#24-②#24-②#24-②

#26#26#26#26

#11#11#11#11#6#6#6#6

#12#12#12#12

#21#21#21#21

#3#3#3#3

#25#25#25#25

#18#18#18#18

#20#20#20#20#14#14#14#14

#17#17#17#17
#23#23#23#23

#8#8#8#8

#7#7#7#7

#19#19#19#19

0.0
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研究開発成果

実
用
化
見
通
し

成果が実用化に結び

ついていない領域

番号 事業名

＃６ スーパーメタルの技術開発

＃７ 環境調和型触媒技術研究開発

＃８ 高融点金属系部材の高度加工技術

＃１１ マイクロ流体システム応用ダイオキシン高速測定技術開発

＃１２ 微小重力環境利用高性能磁性材料創製技術研究開発

＃１７ 石炭利用次世代技術開発調査（高温石炭燃焼ガス集塵技術）
＃２３ 即効的・的革新エネルギー環境技術研究開発

（超低損失柱状トランス用材料研究開発）
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「実用化」と「研究開発成果」の乖離
（評価事例からの分析１）

! ユーザーニーズの把握・反映が十分できていない場合
" 「スーパーメタルの技術開発」#6
" 「石炭利用次世代技術開発調査＜高温石炭燃焼ガス集塵技術＞」#17

＃１７事例
研究開発成果を誰がどのように活用するのかの明確なビジョンがない。本成果の最大の受益
者はフィルタのメーカやPFBC プラント等のユーザーであり、実用化可能性の評価のために
は、メーカやユーザーの意見を確認する必要がある。

＃６事例
全体として本プロジェクトの研究成果は高く評価できる。しかし、今後産業化・実用化の観
点からはまだ多くの課題が残っており、ユーザーニーズを把握し、更なる研究開発が必要と
考えられ、継続的な技術開発への挑戦が必要である。
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! 「産業技術開発」というには、あまりに「基礎的研究」に傾斜しすぎている
場合
" 「微小重力環境を利用した高性能磁性材料創製技術の研究開発」 #12
" 「高融点金属系部材の高度加工技術開発」 #8
" 「環境調和型触媒技術研究開発」 #7

#12事例
本事業は基礎研究的な役割が強く、得られた成果が、短期間で実用化へ結びつくことは困
難である。

#8事例
Ｎｂ 基合金の実用化・事業化に短期間で到達することは難しい。むしろ長期的目標として
捉え、地道な研究を続行すべき。　（中略）　特に、Ｎｂ 基合金の実用化・事業化への鍵
となる耐酸化性改良に関する基礎研究に注力すべきである。もしこの問題に大きなブレー
クスルーがあれば、耐熱材料の世界が一変する。

「実用化」と「研究開発成果」の乖離
（評価事例からの分析２）

#７事例
この分野の研究の困難さを考慮すると、新しい化学を導出すべき段階であったことを強く
認識して研究を進めるべきではなかっただろうか。（中略）
全体としては、実用化・事業化の見通しは立っていない状況と考えられる。なお、本プロ
ジェクトは、本来、長期的視点から判断されるべきものである。
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! 当初計画のスケジュール等に無理があった場合
" 「超低損失柱上トランス用材料の研究開発」 #23
" 「マイクロ流体システムを応用したダイオキシン類の高速測定技術の研究開発」 #11

#23事例
NEDO の事業として、開発成果を実用化、事業化すること、あるいは見通しをつけることは、重
要な役割である。本事業では、目標を達成するために、ほぼ全ての期間を費やしたことは理解で
きるが、実用化と事業化の見通しに関するシナリオは具体的になっていない。（中略）計画段階
で目標達成の方策を十分に考慮して、スケジュールと体制を構築すること、材料製造を複数研究
して最も優れたものを使用することなどの工夫が必要である。

#11事例
ダイキシン類の高速前処理システムを構築し事業化の見通しが得られたとは言い難い。　（中略
）　策定時における、達成目標とプロジェクト期間との整合性を確保するための企画立案スキー
ムについては改善を要する。本プロジェクトの達成目標は「高速測定技術の研究開発」であるが
、「マイクロ流体システムの研究開発」に留まっている。短期事業であっても、当初の研究開発
課題を十分達成される事業計画を策定すべきである。補正予算などの短期間プロジェクトでは、
研究開発体制の中にエンドユーザに近い企業を参画させた産業応用フェーズに近い研究開発要素
の設定が必要。

「実用化」と「研究開発成果」の乖離
（評価事例からの分析３）
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マネージメントと研究成果・実用化見通し

! 基本的にはマネージメントの評価
は、成果や実用化見通しの評価と
相関

! 以下の場合には若干の乖離
" サブテーマ・要素技術毎の成果等の評サブテーマ・要素技術毎の成果等の評サブテーマ・要素技術毎の成果等の評サブテーマ・要素技術毎の成果等の評
価は高いものの、全体としてのマネー価は高いものの、全体としてのマネー価は高いものの、全体としてのマネー価は高いものの、全体としてのマネー
ジメントに課題が残る場合ジメントに課題が残る場合ジメントに課題が残る場合ジメントに課題が残る場合

# #5（フォトン計測・加工技術の研究開
発）､#6（スーパーメタルの技術開発）､
#13（分子協調材料）

" 補正予算によるもの
# #11､#16

" 長期にわたり、ジックリと取り組むべき
課題のためマネージメントに比して、成
果・実用化見通しが厳しく評価される
場合

# #7（環境調和型触媒技術研究開発）、
#8（高融点金属系部材の高度加工技
術）、#12、#14等）

マネージメントと成果等

#19

#7 #23 #8

#12
#14
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#6

#16 #5
#13

#11
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#1#22
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プロジェクトマネージメントの評価のポイント(1)

! 高い評価を受けた事例

整理番号 事業名 評価のポイント（見習うべき点）
マネジメント
評点

24-Ⅱ
環境負荷抑制対応廃棄物エネルギー利用促進調査研究＜非臭素系難燃

材料調査研究＞

ＰＬがリーダーシップを発揮して共同研究先との連携を実
施した。 3 .03 .03 .03 .0

1 高機能材料設計プラットフォームの開発 ＰＬの指導性が強く発揮された。 2 .82 .82 .82 .8

9 微小重力環境を利用した燃料多様化対応燃焼技術の研究開発 研究実施者の分担・連携が妥当。 2 .72 .72 .72 .7

2 複合生物系等生物資源利用技術開発 ＰＬを中心にアドバイザリーボード等を適切に活用。成果
に応じて研究開発にメリハリ。 2 .62 .62 .62 .6

4 分散型電池電力貯蔵システム技術開発
協調と競争の体制の構築。競争結果により適切にテーマ絞
り込み。 2 .42 .42 .42 .4

22
即効的・革新的エネルギー環境技術研究開発／可燃ごみ再資源燃料化技

術開発
事業計画の適切な実施。ユーザーの見極めが適切。 2 .42 .42 .42 .4

10
微小重力環境を利用したガラス融液内対流制御技術の研究開
発

研究方針等の柔軟な見直し有り。 2 .32 .32 .32 .3

24-Ⅰ
環境負荷抑制対応廃棄物エネルギー利用促進調査研究＜ダイオキシン発

生機構調査研究＞
（実績、専門研究スタッフを有する実施者の選定） 2 .32 .32 .32 .3

26 加速型生物機能構築技術（タイムマシンバイオ） 中間見直しや目標設定のレビューを適切に実施 2 .22 .22 .22 .2

15 高速コーンビーム３次元Ｘ線ＣＴ研究開発 市場の最大メーカーが主導 2 .12 .12 .12 .1
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! 厳しく評価された事例

プロジェクトマネージメントの評価のポイント(2)

整理番号 事業名 評価のポイント（改善すべき課題の指摘等）
マネジメント
評点

19
地熱利用発電プラント等開発／バイナリーサイクル発電プラントの開発／

10MW級プラントの開発（熱水系統試験）
統括責任者不在。 0 .70 .70 .70 .7

6 スーパーメタルの技術開発 リーダー不在。サブテーマの研究開発の方向の不一致。 1 .21 .21 .21 .2

3 細胞組織工学（ティッシュエンジニアリング）の研究開発 （補正予算に起因する課題） 1 .31 .31 .31 .3

7 環境調和型触媒技術研究開発
目標設定の算出基準が曖昧。アプローチの一貫性欠如。研
究者の人選が不適切。 1 .31 .31 .31 .3

16 生体用人工関節の開発・評価等技術の開発 （補正予算に起因する課題） 1 .31 .31 .31 .3

17
石炭利用次世代技術開発調査＜環境調和型石炭燃焼技術分野（高温石

炭燃焼ガス集塵技術）＞
実体に即した目標値が不明確。ユーザーが不明確。 1 .51 .51 .51 .5

23
即効的・革新的エネルギー環境技術研究開発／超低損失柱状トランス用

材料の研究開発
縦型研究開発により各研究段階のフィードバックが不足。 1 .51 .51 .51 .5

18 石炭利用次世代技術開発調査＜石炭熱分解技術分野＞ 計画立案の際に多面的事前評価が不足 1 .61 .61 .61 .6

5 フォトン計測・加工技術の研究開発 プロジェクト開発当時の課題設定の解析が不足。 1 .71 .71 .71 .7

20
地熱利用発電プラント等開発／バイナリーサイクル発電プラントの開発／

地熱井掘削時抗底情報検知システムの開発
プロジェクト全体としての相互連携が不足。 1 .71 .71 .71 .7
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まとめ

1. ユーザーニーズを把握し、研究開発に反映させること
2. あまりに「基礎的研究」（研究のための研究）に傾斜しすぎないこと
3. 実用化シナリオに沿って、適切な研究スケジュール等を当初から計画すること

実用化に結びつく研究開発推進のためのポイント実用化に結びつく研究開発推進のためのポイント実用化に結びつく研究開発推進のためのポイント実用化に結びつく研究開発推進のためのポイント

マネージメントのチェックポイントマネージメントのチェックポイントマネージメントのチェックポイントマネージメントのチェックポイント

1. 全体を把握するリーダーが選任され、活躍できる環境が整備されているか。
また、有能な研究員が配されているか。

2. 戦略的な目標が設定され計画が遂行されているか
3. 実用化シナリオを意識し、成果の受け取り手を意識・関与を求めるているか
4. 経済・社会の情勢の変化、政策動向に機敏に対応しているか。
5. 継続プロジェクトや長期プロジェクトの場合、技術蓄積を、実用化の観点か

ら絞り込んだうえで活用が図られているか。
6. 研究方針の揺らぎがないか。
7. プロジェクト全体としての方向性を明確にした上で、適切な競争や連携が図

られているか。
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