
整理番号 ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ名 プロジェクトの概要 備考

平成１５年度中間評価　審議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

　今後の進め方については、経済・社会環境の変化と他の環境・エネ
ルギー技術の進歩を踏まえて見極めるべきである。大容量の負荷平
準化用という原点に立てば重要であるが、導入は後年にシフトするも
のと考えられる。UPS等一般産業用として有用であり、当面、小規模
フライホールの開発を期待する。ただ必ずしも超電導が最有力と言う
ことではなく、超電導技術の他の用途を視野に入れた展開も期待さ
れる。一方、本技術のニーズについて広い視点からの調査が必要で
あるが、無接触軸受けの応用範囲の拡大も期待され、今後も基礎研
究を継続していくことは重要である。
　しかし、社会的ニーズが不透明なままでは大規模な次期フェーズに
進むべきではなく、将来の可能性の見極めが必要である。

　本プロジェクトは後半の研究開発を継続する上での問題は見あたら
ないが、今後、開発項目にメリハリを付け、開発対象を絞り必ず実用
化を達成させるという方針も考慮すべきである。特に、既設地中ケー
ブルを超電導ケーブルに早期に置き換えることを主眼に据えて、現
フェーズの開発内容・試験項目に検討を加え、また次フェーズで開
発を加速する検討の必要性があるとの指摘は傾聴に値する。その
際、定格性能試験だけでなく短絡、地絡等想定されるあらゆる事態
に対処できるかをケーススタディーし、系統事故の現象把握と対策を
考える必要がある。そのため実機のプロトタイプを開発して継続させ、
そこでの見極めが重要である。さらに競合機器に対比して、性能･機
能等の特徴からの差別化を行い、かつコストメリットが認められる機器
開発を行うことも重要となる。これらの実用化は電力自由化の動向に
対応することにも繋がると期待できる。可能性の高いものに注力して
国家戦略としての位置付けを周知確立して資金調達を図ることによ
り、研究開発の推進スピードを速めることが望まれる。
　本プロジェクトの類似プロジェクトとして幾つかの超電導関連開発が
あるが、実用化・事業化を近未来にするか、その後の将来に設定す
るかで研究開発の内容とロードマップ遂行の速さが異なる。それぞれ
のプロジェクトの継続判断は社会的要請の強弱で決められるものの、
横断的なプライオリティーの整理も肝要と考える。

中間評価
１

「交流超電導電
力機器基盤技術
研究開発」

期間（年）：2000-
2004
実績額（’00-’
02）（億円）：28

　電力自由化に伴い、各種分散電
源の増加に対応するために、「超電
導現象」を応用した電力機器を採用
することにより既存電力設備等の有
効活用が可能になる。超電導電力
機器の実用化には、１）交流損失の
低減技術　２）高電圧絶縁技術　３）
大電流による電磁力対策技術　４）
冷却技術　などの基盤技術の確立
が不可欠である。本プロジェクトで
は、①超電導送電ケーブル基盤技
術、②超電導限流器基盤技術、③
電力用超電導マグネット、④トータル
システム等の研究開発を通して、こ
れら機器側から求められる交流超電
導電力機器の基盤技術の確立を目
的とする。

　本プロジェクトの開発目的は、電力供給信頼度の確保、電力品質維
持、省エネルギーによる地球環境負荷低減が期待できる社会的・経
済的要請の高い課題であるといえる。多額の研究資金を要しリスクが
高いことから民間だけでの対応は困難であり、NEDOが関与する妥当
性が認められる。戦略的視点に立った開発目標および開発内容も妥
当である。開発マネジメントとしても、昨今の経済情勢の変化に対応し
合理的に運営されている点を高く評価でき、プロジェクトリーダーと各
実施者らのチームワークの良さ・力強さを認識できる。研究成果につ
いては、計画通りの進捗と妥当な成果が得られており、特許の取得や
論文発表についても十分である。本プロジェクトの目標・内容の達成
は、今後の研究開発の行程表を確実に消化できれば可能であると判
断できる。また、実用化の目途を見通せる開発成果が一部見られるの
は心強い。特に、超電導ケーブルは実用化の見通しがあると考えら
れ、また限流器の電力系統への導入にも期待できる。
　ただ、現在は、機器側から求められる基盤技術の確立を目標として
いる段階であり、何を・何処まで研究を進めれば実用化・事業化へ繋
がるかといった、コスト削減目標をも伴った具体的な実用化へのシナリ
オについては経済成立性も含めて次段階でのさらなる検討が求めら
れる。また、本事業の開始時点と現在と将来の技術開発を取巻く社会
的環境が激しく変化している。電力自由化も一つであって、その技術
的環境変化を考慮した目標設定の微調整が必要であり、超伝導ケー
ブルの導入量の想定についてはさらなる検討を要する。かような状況
下で全ての実用化は難しく、実用化の可能性の高いものに注力し目
標を絞って次段階に進む必要がある。

中間評価
２

「フライホイール
電力貯蔵用超電
導軸受技術研究
開発」

期間（年）：2000-
2004
実績額（’00-’
02）（億円）：8

　電力分野で実現期待度の大きい
フライホイール電力貯蔵システム実
用化のため、大型化に適した超電導
バルク材を用いたラジアル型超電導
軸受の技術開発を行うとともに、シス
テムに必要となるシステム要素技術
課題を明らかにする。

　本プロジェクトは、高温超電導バルクの特徴を生かした波及効果の
大きい開発であり、要素技術の開発・改良、システム技術上の問題抽
出とその解決などの面で、開発成果は着実に上がっている。
　大容量の貯蔵システム（MWh級のシステム）による負荷平準化が実
用化することへの期待は大きいが、このような大容量の貯蔵システムの
ニーズ（規模および導入時期）については検討を要する。
　UPS（無停電電源装置）に応用する無接触技術等の要素技術は着
実に成果を上げており、競合技術のハードルはあるものの、実用化は
可能と考える。しかし、UPS等ではエネルギー、地球環境対策としての
効果は限定的であり、将来の大容量化への展開を求めることは重要
である。また、超電導の特性を活かした最適設計に向けて吟味が必要
である。
　高温超電導の応用範囲の拡大と見れば、今後のバルク応用が重要
であり、波及効果も期待できるため、NEDO事業に相応しいものと考え
られる。バルク材の応用箇所を軸受けに設定したことは妥当である。
　早期実用化に向けたシナリオの再検討が必要であり、実用化につい
ての評価は、今後のシナリオ再構築の如何によるものと言える。

第9回技術評価委員会

資料3-1



整理番号 ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ名 プロジェクトの概要 備考

平成１５年度中間評価　審議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

中間評価
３

「高精度・簡易有
害性（ハザード）
評価システム開
発」

期間（年）：2001-
2005
実績額（’01-’
02）（億円）：20

　化学物質の総合的なリスク評価管
理の基礎データとなる有害性（ハ
ザード）評価の中でも、長期毒性の
評価のためには従来は多額の費用
と数年間もの長い期間、また多数の
動物の使用が必要とされている。経
済産業活動と社会基盤を維持する
素材となる数万にのぼる化学物質の
長期毒性（発がん性、催奇形性な
ど）については、大部分が未知の状
況であり、評価の迅速化と低コスト化
が緊急の課題である。本事業では急
速に発展する遺伝子発現解析技術
を応用して、化学物質の長期毒性に
関する従来のラットなどを用いた長
期毒性試験法（がん原性試験等）と
同等の評価精度が得られる簡易手
法を開発し、長期毒性試験に要する
コストを百分の一程度に、期間を数
十分の一程度に低減する見込みが
ある評価システムを構築する。

　化学物質の長期毒性（特に発がん性）予測のための重要な研究課
題について、独自のトキシコアレイの作成・プロトコールの策定など、
最終的な目標に向けて着実に研究成果をあげており、今後、実用化
を目指して、更なる研究の進展が期待される。
　「トキシコゲノミクス」を中心に新しい有害性評価法を確立し、普遍的
な方法としようとしている本プロジェクトの意義は大きい。
　バイオインフォマティクスの構築に関しては、網羅的発現解析手法の
利点を活かし、全発現情報を基軸にした総合的な解析システムの構
築を目指す必要があると考えられ、時間軸と用量を振った時の全遺伝
子の発現情報を基にした評価システムの構築が望まれる。
　データベース構築に関して、ユーザー側の多視覚的なニーズに答
えられるようなものを目指すべきであろう。

　長期毒性（特に発がん性）に関わる“評価システム”の確立ならび
に、その普遍的実用化のため、基本的にはこれまでの研究計画に基
づき研究を遂行すべきである。
　化学物質の毒性プロファイルはしばしば多岐に及ぶため、発がん
性や遺伝毒性の有無を基軸として選択される化学物質の中には、他
の毒性を示す化学物質も多数に及ぶはずであり、将来的には、肝臓
での遺伝子発現プロファイルを基に、他の発がん標的性や神経毒
性、発達期毒性、生殖器官毒性、免疫毒性などを予測できるようなシ
ステムの構築が望まれる。
　又、プロトコール・標準操作手順・判定基準についての慎重な検討
を行い、最終的に評価系を設定する時の評価基準を遺伝子の変化
のパターンから捉える面と量的な変化と時系列的変化を加えた多次
元的評価ができるような柔軟なものにすることを期待したい。

　治療戦略モデル（バーチャルハート）に関する部分が評価対象外で
あるため、プロジェクト全体としての提言は困難であるが、バーチャル
ハート理論に対する国内外の専門医のコンセンサスを得ることが出来
れば、ユニークな研究成果が期待出来る。
　今後は、本プロジェクトの実用化に向けて、製品の具体的仕様を早
急に決定すべきである。その他、誤作動を防止するシステムを確立
し、汎用性を持たせるためにも治療に携わる医師の専門性やレベル
に応じて、本治療システムの自動化のレベルを可変にする等が望ま
れる。また、研究開発項目の絞込みや、技術目標の変更と見直しも
検討すべきである。
　個別技術の早期実用化を考えると、超小型多電極心電図モニター
や動脈センサー、超小型無線伝送デバイス、インテリジェント薬剤投
与システムなど、成果が上がっている項目については、治療戦略モ
デル（バーチャルハート）と切り離した研究開発として進める選択肢も
考えていただきたい。中間評価

４

「心疾患治療シ
ステム機器の開
発」

期間（年）：2000-
2005
実績額（’00-’
02）（億円）：8

　当該事業では、病院内の心疾患
患者の病態を連続的に把握し、それ
に基づき最適な薬物治療法等の治
療を行う「心疾患治療システム機器」
（心疾患治療オートパイロットシステ
ム）の研究開発を推進することで、現
在の心疾患治療の限界を克服し、
心疾患による死亡率の低減を目指
すことを目的としている。

　治療戦略モデル（バーチャルハート）はNEDOの事業でないため評
価が出来ない状況である。従って治療戦略モデル（バーチャルハー
ト）と心疾患治療システム機器を合わせた全体の的確な評価は困難で
ある。
　治療戦略モデル（バーチャルハート）・生体情報取得システム・薬剤
投与システムをシステマティックに統合化した心疾患治療システム機
器という構想はユニークであり、理想的にはこのようなシステムがあれ
ば医療の質的向上に役立つことは明らかである。
また、民間レベルで手をつけるには危険な要素を多く含んでいるた
め、NEDOが厚生労働省と協力・分担して取り組むことの妥当性はあ
る。
　一方、NEDOが行っている研究開発項目について言うと、生体情報
取得システム＊、インテリジェント薬剤投与システムは汎用性が高く、
治療戦略モデル（バーチャルハート）と切り離しても実用化の可能性が
ある。早期実用化のために、システム全体とは切り離した実用化も視
野に入れた研究開発が必要である。
　しかし、適切な数値目標が十分に示されておらず、プロジェクトの最
終的な形も不明瞭な点がある。これらは、プロジェクト開始時の目標設
定の甘さ、その後の研究開発マネジメントにおける軌道修正の不十分
さ等からくるものと考えられる。
　研究成果は上がってきているので、より早期実用化を目指し、開発
項目の絞込み、普及の対象となる病院や目標価格の設定等を、内外
の研究動向、国際的な位置付け等再調査した上で行うことが必要で
ある。また、安全性、汎用性を考え、「生体情報取得システム及び薬剤
投与システム」等の形態も検討する必要がある。

＊　超小型多電極心電図モニター、血行動態センサー（血圧）、酸塩
基平衡センサー（O2、CO2）、超小型無線伝送デバイス
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　パワーデバイスの実用化を進めるために、このプロジェクトにより、ど
こまで達成され実用化まであと何が残されているのかを示したマイル
ストーンとロードマップのようなものを提示し、長期的視野にたった応
用分野の検討とそれぞれの分野に用いられる素子（デバイス）のデザ
イン、システム構成の開発が必要である。
基礎研究の成果を産業化につなげる（i.e.“死の谷”を埋める）ための
社会基盤の構築が必要であり、NEDOには、基盤技術の成果に基づ
き応用展開促進・活性化による、省エネ効果の早期実現を積極的に
推進することを期待する。
　なお、今後のプロジェクトでは、産業界が独自に取り組む領域と、国
の基幹エネルギー問題の解決に貢献する分野との切り分けをして、
国が援助すべきところを明確にする必要である。科学技術基本計画
の狙いは、科学技術によって“駆動”される経済社会の構築であるの
で、適切な国の援助とともに参加企業等の独自の企業努力を期待す
る。

事後評価
２

「SF6等に代替す
るガスを利用した
電子デバイス製
造クリーニングシ
ステムの研究開
発」

期間（年）：1998-
2002
総額（億円）：25

　シリコンＬＳＩ等の電子デバイス製造
において用いられるプラズマを利用
したＳｉＯ２あるいはＳｉ３Ｎ４等、絶縁
膜の化学的気相堆積法（ＣＶＤ）工
程では、ＣＶＤを行う毎に堆積装置
内壁等に付着した堆積物を、ＳＦ６、
パーフルオロカーボン（ＰＦＣ）等の
ガスを用いたプラズマクリーニング工
程により取り除いている。これらのガ
スは地球温暖化係数（ＧＷＰ値）が
大きく温暖化効果が大きいため、気
候変動枠組み条約京都議定書にお
いて削減対象物質とされたものであ
る。わが国の半導体産業の競争力を
向上させつつ、電子デバイス製造工
程からの温室効果ガス排出量削減
のために、地球温暖化効果等の環
境負荷の少ない代替ガスを用いたク
リーニング効率・省エネルギー性の
高い、プラズマＣＶＤクリーニングプ
ロセス・システムの開発を行う。従っ
て、開発された技術は、必要最小限
の変更で既存設備・システムへの適
用・展開が可能である等、現実の半
導体製造ラインへ適用されることを
優先し、産業競争力拡大に資するこ
とをねらう。

　COF2という有効な代替ガスを見出し、安全性等を踏まえたプロセス
開発を推進し、即効性において意義のある結果が得られていて、不況
下での技術としてはうまくマッチングしている。また、中間評価に基づ
いてある程度の解を見出したことは評価できる。特に、安全研究は急
遽立ち上げたにもかかわらず、よく対応したことを評価できる。
　その一方で、既存ガスを選定したにすぎないとの懸念が残り、本来
の主たる目的である新規性・革新性に関しては、それらの根幹である
（１）新物質による、（２）新プロセス開発のうちで、後者に係る開発に止
まり、大幅な技術革新は実現されておらず、従って大幅な進歩や他分
野への波及効果が生じるような新技術の可能性は期待できない。ま
た、参画研究員がプロジェクト・リーダーの下、一丸となって研究開発
に取り組むと言う姿勢に乏しい。研究員から様々な意見が出ることは
理解でき、大いに議論すべきではあるが、リーダーが最終決定者であ
ることを共通認識にもって対処すべきである。

　CVD、エッチング等の原料ガスの開発は、プロセスの性能を支配す
る極めて重要な因子であり、また、地球環境問題対策の一つとしても
今後も本プロジェクトのような原料開発を継続的に検討すべきであ
る。しかしながら、検討結果の羅列では意味がなく、最適ガスを開発
する方法論の検討を科学的に進めることが重要である。
今後、最も期待されるクリーニングガスシステムとしては、F2の利用で
あると考えられるが、その技術開発に関してはその取り扱いに関する
ブレークスルーが必要である。現在、オンサイトフッ素発生装置が開
発されつつあり、その技術と連携しつつ次のプロジェクトとして検討し
てほしい。
　プロジェクトの運営管理においては、各企業からの集合体ということ
もあってプロジェクトリーダーのコントロールが効かない面もみられた。
本プロジェクトのような集中研究では、最適なプロジェクト運営を行う
ために、是非、実施者側の指示命令系統、意思の疎通、研究開発に
おけるプロジェクトリーダーの権限等を十分に検討すべきである。

事後評価
１

「超低損失電力
素子技術開発」

期間（年）：1998-
2002
総額（億円）：13

　本プロジェクトは電力利用システム
における電力変換損失の低減を目
指し、電気エネルギーの効率的利用
とシステムの小型化による省エネル
ギー、省資源化を図るため、シリコン
カーバイト（SiC）、ガリウムナイトライド
（GaN）等のワイドギャップ半導体を
用いた超低損失電力素子の研究開
発を行うものである。

　電力エネルギーの高効率利用のための基盤となるSiCを中心とした
半導体材料そのものの開発から始まり、デバイスプロセス、デバイス試
作、システム応用の検討までを目的とし、ワイドギャップ半導体技術を
世界レベルに引き上げ、特にMOS技術、結晶成長技術においては、
目覚しい成果と評価できる。ワイドギャップ半導体を使用したパワーデ
バイスについて、日本が世界をリードできる基盤技術を確立し、国策と
しての省エネ推進の原動力となり、成果の詳細をまとめて、我が国の
他国と差別化出来る技術進展に寄与した点で評価できる。全体として
良く吟味された計画であり、プロジェクトリーダーのリーダーシップがプ
ロジェクト全体の運営に力を発揮した。
　しかし、独創的基本技術を核とした実用化計画と他国との技術の差
別化が必要であるが、集中研で成された成果を基本特許と呼べるよう
な形への落とし込みが必ずしも充分でなく、多くはプロセス特許として
の事業的な寄与に留まった感がある。また、開発された高レベルの各
要素技術が必ずしも有機的に結びついているとは言えないという意見
もあった。
　各企業にできた核が大きく育って事業として成立させるにはまだ
少々距離がある感じがする。SiCの技術を広げるために結晶成長の低
コスト化、高品質化について、もう少し取り組みを大きくすべきであろ
う。参加企業が実用化の意志を表明したというプロジェクトリーダーの
発言は心強く今後何らかの仕組みによってその動きを注視する必要
がある。
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総合評価 今後への提言

　本プロジェクトは、当初の目標に向けて着実な成果を挙げているも
のの、これから現実の応用に適用し、発展させなければならない要素
技術も多数存在する。今後も実用化に向けての努力を継続する必要
があるので、実用化へのタイムスパンを含めて必要性と重要性とを検
討し、公的資金を投入して開発すべき研究と、民間に委ねる研究と
に整理する必要がある。
　短期間で実現が難しい研究開発は、大学やベンチャー企業を利用
しつつ、システムバイオロジーなどの時期プロジェクトに統合していく
ことが望ましい。
　実用化に近い、あるいは一部実用化した解析手法・機器は、ユー
ザーの要望などを汲み取り、更なる改良を重ねていき、民間の資金
による研究開発・実用化を推進すべきである。事後評価

３

「ゲノムインフォ
マティクス技術開
発」

期間（年）：1998-
2002
総額（億円）：66

　本研究開発では、ゲノムDNA塩基
配列情報を有効に利用するために、
コンピュータソフトウェアの開発、遺
伝子転写制御に係わる解析手法の
確立、ゲノムDNA関連計測機器の開
発等を行なうことを狙いとする。

　本プロジェクトは、5年前のスタート地点ではゲノム関係のパイオニア
的位置付けにあり、今後の重要な産業創出分野であるポストゲノム科
学分野での産業基盤を構築するために必要であった。欧米への遅れ
に対する反省も十分に反映されており、将来の方向を模索しながらの
基礎研究の推進が、国の施策で行われた意義は大きかった。
　世界的にレベルの高い研究開発も多数見られ、特許・論文もかなり
の数が出ており、海外の競合技術に対して差別化できる可能性もあ
る。ユーザーの要望する目標に近づく解析手法・機器も出来た結果、
本事業に参加した企業の多くは、要素技術の開発とその実用化・製品
化を推し進めており、一定の成果が得られたと言える。
　しかしながら、本プロジェクトは「範囲型」の体制を取り、当時の本分
野の状況から適切な選択であったが、一方では細かいプロジェクトの
寄せ集めの感は否めない。個々の要素的な技術開発は十分評価出
来るものの、実施者の間で成果のレベルに差が見られた。プロジェクト
の進展に従って、適切なプロジェクトリーダーを立てるなどして全体の
方向づけを行った方が、全体的なレベルアップや、関連分野にインパ
クトを与える成果が得られた可能性が高いと思われる。
　また、特定の企業のための研究開発にならないよう、今後、広い範
囲での成果の共有や関連分野に対する貢献を行うとともに、積極的に
国民に説明することを求めたい。


