
整理
番号

プロジェクト名 プロジェクトの概要 備考

　産官学一体となり、有機合成、触媒化学、反応工学、化学工学の専門家が協
奏して新しい概念と成果を創出しており、マイクロリアクター技術、ナノ空孔
技術、協奏的反応場構築ともに、中間での研究成果も目標を達成している項目
がほとんどで全体として順調に研究開発が進展していると判断する。特に、マ
イクロリアクター技術は世界最先端の成果がいくつかあり、プロジェクトの大
きな特徴である活性種の生成と反応の場を分離する考え方は世界的にも独自性
があり高く評価できる。ナノ空孔技術と協奏的反応場技術については未成熟な
部分も認められるが、全体が有機的に構成されており、バランスの良いプロ
ジェクトである。また、研究開発全体的に実用化のイメージを持っており、成
果発表や特許申請も積極的であり、国際的にも高い技術水準にあると言える。
　後半の実用化研究にあたっては、各種条件の最適化を検討する必要があり、
より精度の高いデータ解析や理論的な裏付けが望まれる。また、プロジェクト
終了後のフェーズにおいては、成果普及のためには、研究成果をより一般的に
展開するための方策としての共通基盤研究の体系化、および技術情報センター
のような機能作りも検討すべきである。

　今後は実用化研究が主体となると考えるが、個々の目標は
明確であり、プロジェクト終了時点で実用化可能となるテー
マが少しでも多くなるように期待する。また、マイクロリア
クター技術の成果は他分野の研究者にも十分応用可能と考え
るので、研究プロジェクト終了後に一般の研究者、企業にも
検討可能なシステムを期待したい。
　なお、マイクロリアクター技術とナノ空孔技術の開発が、
やや独立に行われている感があり、マイクロ波利用など、共
通開発要素を中心としてより協力を密にして相乗効果が表れ
ることを期待する。また、個別の研究開発が先行して各研究
項目の進捗は優れているが、プロジェクト終了後のフェーズ
においては、共通基盤研究としての体系化や、そのためのサ
ンプルやデータの整備が望まれる。

【評点】
事業の位置づけ・必要性 3.0
研究開発マネジメント　 2.7
研究開発成果　　       2.7
実用化の見通し　　　　 1.9

中
間
評
価
１

中
間
評
価
２

「革新的マイクロ反応
場利用部材技術開発」
 P06035

期間（年）：2006-2010
総額：10.7億円
　　 (2006-2007)

【委託先】
マイクロ化学プロセス技術研究
組合、（独）産業技術総合研究
所

【共同研究先】
京都大学

【再委託先】
大阪府立大学、東京大学、横浜
国立大学、三重大学、東北大
学、東京工業大学

【ＰＬ】
京都大学　長谷部　伸治

　マイクロリアクター技術、ナノ空孔
技術等の反応場技術および反応媒体、
エネルギー供給手段を組み合わせた協
奏的反応場技術を利用し、これまでに
ない革新的な化学プロセスの基盤技術
を開発し、プロセス革新と新機能材料
創製技術を実現することで、部材産業
の競争力を強化いたします。

平成20年度中間・事後評価／報告対象プロジェクトの総合評価一覧（報告順）

総合評価 今後に対する提言

　優れた技術開発が出来てきており、引き続き計画通り進め
ることが望まれる。実用化に向けては、種々の不測の課題が
出現することが予想されるが、真に使われる部品として満た
すべき仕様、例えば成型性やコストなどを考慮に入れた目標
を定めて研究開発を推進することが必要である。また、出来
るだけ早めに市場に出してみて、その評価を受けることも有
効である。
　なお、応用範囲がプロジェクトで想定されている以外にも
広がる可能性があり、今後、本技術をさらに広く展開するこ
とが望まれる。

【評点】
事業の位置づけ・必要性 3.0
研究開発マネジメント　 2.8
研究開発成果　　       3.0
実用化の見通し 　　　　2.5

　本事業では、光学部材関連産業の国
際競争力強化のため、平成22年度まで
に、広い透過波長域、高屈折率、低屈
伏点等の特性を兼ね備えた新規ガラス
材料と、高温域でのガラス表面への微
細構造の形成が可能な耐熱モールドお
よび成型技術を、産学官を含む川上川
下の垂直連携体制と、材料創成と加工
の水平連携体制の中で開発する。ま
た、事業の後半では、材料メーカーと
セットメーカーとが垂直連携体制の中
で助成事業を立ち上げ、実用化を視野
に入れた素子化技術の開発に取り組
む。

「次世代光波制御材
料・素子化技術」
P06032

期間（年）：2006-2010
総額：9.6億円
      (2006-2007)
 

【委託先】
松下電器産業(株)、コニカミノ
ルタオプト(株)、日本山村硝子
(株)、五鈴精工硝子(株)、(独)
産業技術総合研究所

【共同研究先】
大阪府立大学、京都工芸繊維大
学、愛媛大学

【ＰＬ】
産業技術総合研究所光技術研究
部門
主幹研究員　西井準治

　次世代光波制御材料・素子化技術の材料開発から部品化までを目的に、技術
の出口をしっかり定めて高い目標が設定され、材料、シミュレーション、素子
設計、製造、計測評価と広きに渡って日本に強みのある既存技術、既存産業に
新たな発展可能性を与えると評価できる。
　産学官の協力体制のもとに、研究加速財源も効果的に活用され、ＰＬの強い
リーダシップも発揮され、目標達成度の点からは当初の想定以上の成果が得ら
れている項目もあり、極めて順調に進んでいると判断される。今後の進展に大
きな障害・破綻要因は現時点において特に見当たらないと言える。
　なお、基礎的・基盤的研究として基礎的データは着実に蓄積しているが、今
後の実用化に向けては、耐候性、長期信頼性、成型性、光学特性、コスト、対
環境面も含めて総合的に研究開発すべき課題はまだ多い。プロジェクト終了後
の製品開発のフェーズでは、サブ波長微細素子について、機械的強度、汚れ対
策などの検討や、樹脂との差別化などを明確にする必要もある。

第18回研究評価委員会
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整理
番号

プロジェクト名 プロジェクトの概要 備考総合評価 今後に対する提言

中
間
評
価
３

【評点】
事業の位置づけ・必要性 2.8
研究開発マネジメント　 2.5
研究開発成果　　       2.8
実用化・事業化の見通し 1.8

「カーボンナノチュー
ブキャパシタ開発プロ
ジェクト」
P06028

期間（年）：2006-2010
総額：9.0億円
      (2006-2007)

【委託先】
(独)産業技術総合研究所、日本
ゼオン(株)、日本ケミコン(株)

【再委託先】
東京農工大学、岡山大学

【ＰＬ】
(独)産業技術総合研究所
飯島 澄男

　高度に配列した長尺の単層カーボン
ナノチューブの大量合成技術を開発す
るとともに、キャパシタの電極材料と
して活性炭に代わりカーボンナノ
チューブを用いることにより、高出力
かつ高エネルギー密度の電気二重層
キャパシタを開発する。具体的には、
①カーボンナノチューブ量産化技術開
発（キャパシタ電極に向けた高度に配
列した単層カーボンナノチューブの開
発）並びに、②カーボンナノチューブ
キャパシタ開発（それらを電極に加工
する電極作製技術（集電体開発、電極
接合技術等））を実施する。

 我が国で2004年に開発されたスーパーグロース法による単層カーボンナノ
チューブ(SWCNT)が持つ高いポテンシャルに注目して、2006年に本プロジェク
トを立ち上げた機動性は高く評価できる。また、中間目標は概ね達成されてお
り、世界最高水準の成果も見られ、最終目標の達成も十分に期待できる。特
に、産業界及び学術界における波及効果の一環として、世界をリードし国際的
に流通する日本発SWCNTのブランド品を送り出すことが強く期待できる。
　しかし、SWCNTの大量合成技術の開発と量産による大幅なコストダウンにつ
いては、どの程度のものなのか公開情報からはイメージできない。コストに係
わる情報開示は難しい側面もあろうが、産学官界からの注目度が非常に高いナ
ノ材料であり、コストの目安についてイメージできるような情報の提供を工夫
されたい。
　今回の中間評価段階においてカーボンナノチューブ（CNT）キャパシタの事
業化の可能性が見えてきており、今後も国の支援を得たプロジェクトとして効
率的に推進すべきである。取分け、大量合成される基板上垂直配向SWCNT固有
の特性を十分に生かすような開発が望まれる。

　CNT 量産化技術開発については、CNT の直径制御技術の開
発や品質（長さの均一性など）の向上が望まれる。また、量
的生産にある程度の見通しがついた段階で
プロジェクトメンバー以外に試験試料供与を始めれば、波及
効果としてのCNT 市場の拡大或いは市場の創造の契機となる
ことが強く期待される。
　CNT キャパシタ開発については、CNT 表面の何割を利用し
ているのかなどの基本的な検討も必要であり、高配向かつ高
密度であるSWCNT の特性を活かした電極
開発に一刻も早く取り組んで欲しい。また、CNT キャパシタ
は、性能が発現すれば良いので、低品位でも高性能を発現で
きるCNT をいかに安く量産するかについて
検討するのも一つの方策である。
　汎用材料を用いた高エネルギー密度キャパシタの開発も活
発であるので、これら競合技術の開発動向を充分視野に入れ
つつ、実用サイズのCNT キャパシタによっ
て最終目標値を達成していただきたい。また、CNT の性能を
活かせる他の応用分野の探索を含め、広い視野に立脚した
CNT キャパシタ開発を進めることが望まれる。
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整理
番号

プロジェクト名 プロジェクトの概要 備考総合評価 今後に対する提言

　我が国の省エネや地球温暖化防止の観点から、本技術の普
及が遅れている民生分野への早期適用が求められている。そ
のためには、信頼性の向上やメンテナンスの軽減化など実用
化への課題は山積している。早期に検証されることを期待す
る。
　また、二流体サイクルは噴射弁の耐久性と更なる排熱回収
技術の向上になお開発期間が必要であり、現状では対費用効
果が明確に出来ないことからも実用化を断念しているが、燃
料費高騰といった社会情勢から鑑みると今後も性能や機能の
向上に向けて熾烈な技術開発競争は続くと考えられ、将来の
差別化技術として期待できることからも、今後も何らかの取
り組みが為されることが望ましい。加えて、本事業で開発さ
れた技術や手法は、8MW 級のみならず、他のガスエンジンに
も応用が可能である。我が国全体の技術のレベルアップに使
われることが望ましい。

【評点】
事業の位置づけ・必要性 2.6
研究開発マネジメント　 2.3
研究開発成果　　       2.1
実用化・事業化の見通し 1.7
（合格）

事
後
評
価
２

「超高効率天然ガスエ
ンジン・コンバインド
システム技術開発」
P05035

期間（年）：2005-2007
総額：5.3億円

【委託先】
(社)日本ガス協会、三菱重工業
(株)

【ＰＬ】
(社)日本ガス協会技術開発部
部長　田村 逸朗

　近年、ガスコージェネはその利用が
進んでおり、従来の自家用中心から比
較的大規模な地域電気・熱供給事業ま
で進みつつある。しかしながら、一方
では需要家の電気・熱の需要とコー
ジェネシステムの発電・熱回収率が必
ずしも一致しておらず、発電出力が大
きく高効率なコージェネを望む需要家
からの声が大きくなっている。
　本研究開発では、標準的な都市ガス
を燃料とし、燃焼方式として全体とし
ては超希薄予混合しながら、成層化燃
焼する方式等を採用し、8MW 級ガスエ
ンジンへの展開が可能で且つ即市場投
入可能な6MW 級のガスエンジン開発を
行い、さらに、最適な高出力コンバイ
ンドシステムの開発を行う。

　我が国は早急な地球温暖化防止対策が求められており、天然ガス利用の分散
型エネルギーシステムの構築が急務である。天然ガスエンジンによるコージェ
ネレーションシステムにおいて、需要側からは熱電比のより小さいシステムが
望まれており、天然ガスエンジンにコンバインドシステムを組み合わせたシス
テムによってこれまでにない高い発電効率が得られればそのようなニーズに沿
うことができ、潜在需要を掘り起こすことに役立つ。従って、より小さい熱電
比のコージェネレーションシステムを構築するために、超高効率天然ガス・コ
ンバインドシステムの開発はその要であり、NEDO 主導で技術開発を推進する
のは妥当である。また、二流体サイクル等といった非常に新規性の高い技術へ
の取り組みとともに、従来からの技術や知見を高度化し、合理的な判断による
最適化を行って、8MW 級での世界最高レベルを目指したのも妥当である。設定
した目標発電効率を達成し、その成果は大型発電設備と匹敵するものであり、
妥当である。本事業成果は研究発表、論文発表を通して多数公開されているこ
とから、これが刺激となって開発競争促進、ひいては市場拡大に期待できる。
　発電効率の目標は達成したものの、革新的な二流体サイクル技術の開発にな
お時間が必要なことでその採用を見送ったこと、6MW 級の実証試験結果から
8MW 級の性能を、合理的な根拠はあるものの外挿することで検証するといった
点で、事業目的を真に達成したとは言いがたい。また、今回導入した種々の効
率改善技術がそれぞれどの程度貢献したかについて、効率向上のメカニズムの
解明が充分でない面があり不明瞭な点がある。技術的観点から系統的に整理す
ることが望ましい。なお、想定するニーズの把握が十分と言えず、実用化にむ
けた計画も明確とは言えない点もあった。実用化に向け、経済的・社会的な観
点からも検討することが望ましい。加えて、得られた成果の汎用性を高めるた
めには、得られた成果の使われ方についての情報公開が必要であり、その様な
意識を持って研究開発が遂行されるのが望ましかった。

【評点】
事業の位置づけ・必要性 2.6
研究開発マネジメント　 2.3
研究開発成果　　       1.9
実用化・事業化の見通し 1.8
（合格）

事
後
評
価
１

「高度機械加工システ
ム開発事業」
 P05024

期間（年）：2005-2007
総額：12.0億円

【委託先】
（独）産業技術総合研究所、東
芝機械（株）、（株）森精機製
作所（再委託先：大阪大学産業
科学研究所、大阪大学接合科学
研究所）

【助成先】
富士機械製造(株)、(株)ジェイ
テクト、キタムラ機械(株)、ヤ
マザキマザック(株)（再委託
先：国立大学法人京都大学、三
菱電機(株)、日本精工(株)）、
オークマ(株)

【ＰＬ】
中部大学　総合工学研究所
所長　稲崎 一郎

　我が国製造業の源泉は製品を生産す
る手法や過程におけるプロセス技術と
それらを支える工作機械をはじめとす
る高度な機械加工システムにあるとい
われている。しかしながら、近年、国
際競争の激化による製造現場の海外流
出など様々な要因を背景にその製品を
生産する手法や過程における技術に係
わる国際的優位性が失われつつあると
の懸念があり、これが我が国製造業の
競争力の低下につながりかねない事態
となっている。最新の技術を導入し、
プロセス技術の革新を図ることによ
り、我が国経済社会の基盤である製造
業の競争力を維持・強化するととも
に、新たな高付加価値産業を創造する
プロダクトイノベーションを促す環境
を整備することを目的とする新製造技
術プログラムの一環として、本プロ
ジェクトは機械加工システムの飛躍的
高度化を推進する。

　近年、我が国におけるモノづくり技術の重要性が各方面から指摘され、我が
国の製造業が更に国際競争力を高めなければならない現状に鑑み、モノづくり
技術の中のキ－技術である「機械加工技術」について、その高度化の研究開発
事業が非常に少ない中、十分に費用をかけて本事業が行われており、NEDO事業
の方向としては適切であると考えられる。
　基礎技術、要素技術、統合技術の3分野、合計8件のテーマ選定は妥当であ
り、バランスも良い。大きな新規性が感じられる開発技術も含まれ、当プロ
ジェクトの狙いとする「製造技術高度化による国際競争力の強化」につながる
成果が概ね得られている。
　しかしながら、各テーマの目標設定については、なぜ、その目標を定めたの
か、根拠や背景を、かなり詳細に検討し達成度の評価を行う必要性がある。
　また、このようなコンペティティブな分野で一つの開発目標を掲げて参加企
業が協同することが困難であることは十分理解できるが、全体の事業構想にお
ける目標と各事業個々の目標との関連が必ずしも明確ではない部分もあり、結
果として本技術開発と国際競争力向上と今後の改善の必要性等との関係が曖昧
になっていることは否めない。また、要素技術の開発にとどまり、実用面での
実証に至っていないテーマがいくつかあった点は改善すべきと考える。
　最終目標である実用化に至る道程は必ずしも容易であるとは限らない。逐次
成果を確かめながら、費用対効果の検討を行い、実用化推進が図られることが
望まれる。

　今後の実用化にあたっては、個々のプロジェクト実施者
が、費用対効果を考え、再度厳密なベンチマークを行い、世
界の中での技術の位置づけを明確にしながら、本技術領域の
開発を継続していけば、新たな国際競争力強化につながる可
能性が大きい。基礎技術として材料、トライボロジー、主軸
などに加え、更に幅広い工作機械要素の開発を行うことも、
機械加工技術の高度化に寄与するものと考えられる。
　我が国の国際競争力を更に高めるために、要素技術を高度
化するとともに、その要素技術を総合的・融合的に一体化
し、まとめ上げて、今までにない斬新な高度機械加工システ
ム構築を行うことが重要な課題であろう。競合する企業がそ
れぞれ得意な技術を核に、要素技術を展開しており、それを
融合化、総合化するのは極めて困難が伴うと考えられるが、
コンソーシャムを形成する等により、新規の高度加工システ
ムを実現することが望まれる。
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整理
番号

プロジェクト名 プロジェクトの概要 備考総合評価 今後に対する提言

　収集・構築したライブラリーに関しては、情報発信と利用
促進・データベース等の成果の社会還元が今後の課題であ
り、産業利用に結び付けるためにも、成果利用における利便
性を高めるなど、企業に対して利用を促す活動が重要であ
る。また、この研究事業に携わった若手研究者の育成は、今
後も引き続き重要である。微生物資源は多様であり、自然環
境の微生物の生態、微生物世界の全体像をより詳細に理解す
る基盤整備事業としてプロジェクトの立ち上げを期待した
い。その際には、斬新な手法で全く新奇な生物群により効率
的にアクセスできるようなアイデアが不可欠であろう。新規
機能の発掘や探索においては、微生物が棲息する環境メタ
データの収集も必要である。また、膨大な環境細菌叢データ
の収集は世界的な流れであり、海外での類似プロジェクトや
データベースの活用及び融合、さらにはそれらとの差別化を
吟味した上で、我が国独自の戦略を立てる必要がある。その
ため、環境微生物学･微生物生態学分野の研究者とともに、
現行よりも桁違いのインフォマティクス技術の開発や高速コ
ンピュータシステムの構築を専門とする人材の参加及び体制
の12整備も重要である。

【評点】
事業の位置づけ・必要性 2.4
研究開発マネジメント　 1.9
研究開発成果　　       1.9
実用化の見通し 　　　　1.1
（合格）

【参考】中間評価結果
（平成16年8月）
　事業の位置づけ・必要性 3.0
　研究開発マネジメント　 2.3
　研究開発成果　　       2.2
　実用化、事業化の見通し 2.2

　本プロジェクトにおいては、分子原子レベルのアプローチ
から始めるべき開発テーマも多く、今後もこのようなプロ
ジェクトによりわが国の材料科学・ものづくりの基盤技術を
強化して欲しい。基盤技術を訴求している大学・研究機関か
らより多くの参画を意識的に図ると、さらに高度かつ先進的
な技術革新が期待できる。
　プロジェクトの立案に当たっては、プロジェクト規模も慎
重に検討すべきである。開発テーマについてフォーカスを絞
り、メンバー規模も小さくし、「少数精鋭」のプロジェクト
を揃えていくことも重要である。また、イノベーション的な
発見や発明について集約的に小さなプロジェクトを立ち上
げ、独創性の高い日本独自の技術を開発することも考えられ
る。
　開発した新素材や新技術は、早く世に出すこと、技術や材
料を開発する過程を再考し次のアイデアに繋げること、なら
びに獲得した技術をノウハウとしてではなく、使いやすい形
態でオープンにすることを切望する。

【評点】
事業の位置づけ・必要性　2.4
研究開発マネジメント　　2.3
研究開発成果　　　　　　2.4
実用化、事業化の見通し　1.7
（優良）

【参考】中間評価結果
（平成16年8月）
　事業の位置づけ・必要性 2.1
　研究開発マネジメント　 0.8
　研究開発成果　　       1.4
　実用化、事業化の見通し 1.3

事
後
評
価
４

「精密高分子技術」
P01017

期間（年）：2001-2007
総額：59.1億円

【委託先】
(財)化学技術戦略推進機構、
(独)産業技術総合研究所、ポリ
マテック(株)、(株)アルバック

【共同研究先】
山形大学、東京大学、東京工業
大学、名古屋大学、京都大学、
京都工芸繊維大学、広島大学、
九州大学

【再委託先】
信州大学、山形大学、東京農工
大学、京都大学、東京工業大
学、京都工業繊維大学、名古屋
大学

【ＰＬ】
(独)産業技術総合研究所
中浜 精一

　高分子材料の性能・機能の飛躍的な
高度化と環境調和化を目指し、分子レ
ベルの設計とナノレベルの高次構造制
御に係わる基盤技術を深耕すると共
に、その成果を活用して光・電子材料
および構造材料の実用化に向けた研究
開発を行い、産業界に供することので
きる有用な材料および技術を創出しま
す。

　本プロジェクトは、世界的に高いレベルの高分子科学に基づいて実施され、
数多くの成果が得られている。その成果は、実用品あるいは実用化技術、そし
て基礎科学のための新しい概念として歩み始めることが期待される。また、中
間評価に基づいた思い切った開発テーマの取捨選択がなされ、継続テーマは概
ね目標を達成しており、プロジェクト全体として大いに評価できる。さらに、
基礎科学を訴求している大学・研究機関の精密高分子技術を産業界でどのよう
な方面にどのように実用化するかを明確にできたこともNEDOの事業として評価
できる。
　しかし、上記の取捨選択に併せて集中研への体制変更が行われたものの、す
べての集中研が互いに不可欠な関係であったとは言い難く、これほどまでに大
きなプロジェクトが必要であったか更に検討すべきであった。また、基礎科学
のテーマは別として、材料開発や技術開発に関するテーマの幾つかは、開発期
間が長すぎ、市場との距離が不明確である。
　中間評価以降、各開発テーマの加速、推進あるいは中止がステージゲート方
式によって決定されたが、インパクトのある研究に対しての取り組みを忘れな
いように心掛けることも重要である。また、中間評価にて中止したテーマにつ
いても成果が期待できるものについてはフォローすることが望まれる。

事
後
評
価
３

「ゲノム情報に基づい
た未知微生物遺伝資源
ライブラリーの構築」
P02038

期間（年）：2002-2007
総額：26.2億円

【委託先】
(株)海洋バイオテクノロジー研
究所、(独)製品評価技術基盤機
構、国立大学法人東京農工大
学、(株)ザナジェン、協和発酵
工業、(財)バイオインダスト
リー協会

【再委託・共同研究先】
サントリー(株)、広島大学、筑
波大学、東北大学、早稲田大学

【ＰＬ】
(独)製品評価技術基盤機構　バ
イオテクノロジー本部
顧問　原山 重明

　化石資源に大きく依存している現在
の化学工業による生産システムは、環
境への負荷がより少ないシステムへの
変革が求められている。化学工業での
化学反応の多くは、生態系の中で微生
物を主とする各種生物によっても行わ
れている。特に微生物は、多様な物質
を合成分解できるので、これらを組み
合わせて利用すれば、バイオ中心の生
産システムをつくることができると期
待されている。しかし微生物の多くは
培養が困難で、微生物のポテンシャル
を十分利用できていないのが現状であ
る。
　本事業は、未発見の微生物や難培養
微生物、それらの遺伝子等の「遺伝資
源」を環境中から取得する技術を開発
し、「遺伝資源」を実際に取得し、有
用な物質の生産に貢献する。

　本プロジェクトは我が国の知的基盤の強化をめざして、今後必要となる環境
中の膨大未知な微生物及び遺伝子を本格的に分離・収集して有効活用するた
め、産官学の連携により個別企業でなし得ない公共財を作るという点から、
NEDO が行う事業として適切である。微生物株の収集に関する高い数値目標を
設定してそれを達成し、同時に大量保存システムを最適化するとともに、DNA
クローンの構築、有用遺伝子の獲得など単離株の系統解析を実施し、各分野で
の活用のための体制を前倒しで整えた。それ自身実用化研究に使える可能性が
あることを示すと同時に、同様な取組みを後押しする原動力になる。
　予算や人員上の制約から、また数値目標達成を目指して、限られた対象に資
源を集中せざるを得なかったが、より新奇なものの収集に更に工夫がなされて
も良かった。ライブラリーについてのより多くの環境試料収集への挑戦や収集
した菌株および遺伝子に関する情報の公開と構築したデータベースを活用する
体制の確立が今後の課題である。
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整理
番号

プロジェクト名 プロジェクトの概要 備考総合評価 今後に対する提言

　開発した計測技術について企業等の幅広い研究機関におけ
る利用を促進するために、仕組みや手続きの整備、広報活動
の推進を期待する。また、国際標準化の推進にも期待する。
また、研究に参加した人材の移動を積極的に進め、ノウハウ
を広く普及することが望まれる。ナノ技術の産業化のために
は、今回取り上げられなかった機械的性質、光学的性質など
の標準整備も必要であろう。
　開発した計測装置の実用化は、メーカーに任せきりにする
ことなく、研究者とメーカーが共同で開発を進め、装置自体
を国際的なデファクトスタンダードにする努力が望まれる。
一部の計測装置では、さらに普及型の装置の開発へ向けた研
究も必要であろう。
　本プロジェクトで開発された計測装置および技術は、非常
にレベルの高い最先端のものであり、今後は、各装置で測定
された特性の相互関係を整理し、これらの要素測定技術を統
合した総合的なシステム的なナノ計測基盤技術の確立が望ま
れる。
　また、開発した計測技術が真に国際的な成果であることを
判断するためには、今後数年間にわたって諸外国における利
用状況をフォローすべきである。

【評点】
事業の位置づけ・必要性　2.6
研究開発マネジメント　　2.1
研究開発成果　　　　　　2.6
実用化の見通し　　　　　2.3
（優良）

【参考】中間評価結果
（平成16年9月）
　事業の位置づけ・必要性 3.0
　研究開発マネジメント　 2.7
　研究開発成果　　       2.4
　実用化、事業化の見通し 2.6

事
後
評
価
５

「デジタル情報機器の
統合リモート管理基盤
技術の開発」
P05021

期間（年）：2005-2007
総額：12億円

【委託先】
(財)情報処理相互運用技術協
会、(株)日立製作所、沖電気工
業(株)、日本電気(株)、富士通
(株)、松下電器産業(株)、三菱
電機(株)

【ＰＬ】
(財)情報処理相互運用技術協会
発田 弘

事
後
評
価
６

「ナノ計測基盤技術」
P01023

期間（年）：2001-2007
総額：14.3億円

【委託先】
(独)産業技術総合研究所、(財)
ファインセラミックスセンター

【ＰＬ】
(独)産業技術総合研究所　計測
標準研究部門
部門長　田中 充

【サブリーダー】
(独)産業技術総合研究所　計測
標準研究部門
上席研究員　馬場 哲也

　ナノテクノロジーに必要となる共通
的計測技術を開発するとともに、信頼
性確保の為のナノ材料用新標準物質を
国家標準に基づいて整備することによ
り、超微細物質構造の創成技術開発を
促進する。

　本プロジェクトでは、計測標準や標準物質を先導的に整備する必要性と緊急
性があるナノ技術に関して、微小要素の物理特性、空孔、表面構造及び熱物性
の４つのテーマを取り上げ、民間では対応できない基礎データや国家標準の整
備を推進したことは時宜にかなったものであった。
　トップダウン的な発想に基づく研究展開に加えて加速資金の投入などを実施
して、プロジェクト開始時にはほとんど存在しなかったナノ計測技手法の開発
と標準物質の供給のほか、ベンチャー企業による装置の市販化まで達成するな
ど優れた成果を挙げている。
　特に、エアロゾル粒子質量分析器（APM）、普及型陽電子寿命測定装置、薄
膜熱物性測定装置及び微小変異量検出用レーザー干渉計は、従来の結果を飛躍
的に向上させた世界最高性能の技術である。
　ただ、全体的に個々のテーマが独立して推進され、テーマ間の相互関係の整
理と連携が十分に行われたとはいえない。
　ナノ技術は産業的にはまだ未成熟で、今後の発展によっては標準の要求も多
岐にわたる可能性があるので、スケールの範囲や標準物質材料の種類を柔軟に
考えておくことが望ましい。

　専門的知識がなくても家庭内の様々
なデジタル情報機器を複数のベンダ製
品が混在する環境下において、安心し
て管理・維持することが可能となるリ
モート管理等のための基盤技術を開発
する。また、バックエンド（サービス
提供者）、ネットワークからフロント
エンド（家庭内）までを通して、各種
メッセージを高信頼に流通させるため
の基盤技術を開発する。さらに機器間
の相互接続を可能とするため、異種プ
ロトコル間（UPnP-ECHONET）の相互連
携のための共通化開発を行う。

　サービスポータルからホームネットワークのエンドユーザまでを視野に、デ
ジタル情報機器の連携に必要な認証、リモート管理、相互接続、サービスポー
タル等の基盤技術が開発できた点は、高く評価できる。また、INTAP（（財）
情報処理相互運用技術協会）を中心に複数の参加組織がSPIAフォーラム（情報
家電サービス基盤フォーラム）などと連携を密にとり、実証実験等で相互運用
性を検証するとともに、実用化に向けて、Webでの成果公開や国内外での標準
化の活動により広報・普及に努めた点も評価できる。
　一方で、個別基盤技術は、概ね目標どおりの機能が実現されたが、ユーザイ
ンタフェースに関しては、家庭内のエンドユーザが容易に使えるような、さら
なる改善が必須である。また、ユーザの享受するメリットが具体的に見えるよ
うな魅力あるサービスを提案する必要がある。

　デジタル情報機器は、潜在的な市場発展の可能性があり、
様々な産業が連携することにより発展する分野である。今後
もさらなる発展・普及が期待される。今回提案されたサービ
ス以外に、もうすこしデジタル情報機器を使う楽しさとか、
わくわく感が醸し出されるような新しい連携サービスなどの
提案を期待する。そのためにも、種々のサービスアプリの開
発を色々な研究開発者ができるように、開発プログラムの実
行形式だけでなく、ソースコードも公開するのが望ましい。
政策面でユーザを誘導するようなインセンティブ施策も必要
であり、プロジェクト終了後のプラットフォームのメンテナ
ンスなども含めて国の積極的な関与が望まれる。また、標準
化を日本だけでやってもいい時代ではなくなったことを考え
ると、既に部分実施されているが英文による仕様書公開は必
須であり、海外のフォーラムやコンソーシアムとの協力も検
討していくべきである。

【評点】
事業の位置づけ・必要性　2.5
研究開発マネジメント　　2.2
研究開発成果　　　　　　2.0
実用化の見通し　　　　　1.8
（合格）
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