
 

 

中間評価／報告対象プロジェクト (1/9) 

 

三次元光デバイス高効率製造技術（中間） 
 

 期間  2006 年～2010 年 

 事業費総額 7.6 億円（2006～2007） 

 委託先 京都大学、浜松ホトニクス(株)、(社)ニューガラスフォーラム 

 ＰＬ 京都大学 教授  平尾 一之 

＜プロジェクト及び評価要旨＞ 
 

○プロジェクト 
「ナノガラス技術」プロジェクトで得られた基盤技術を実用的な加工技術へ

と発展させ、フェムト秒レーザー等と波面制御技術等を組み合わせ、加工の

高精度化によるデバイス特性の向上と加工の高速化を目指すもの。 
○評価 

従来のナノガラスプロジェクトの成果を基に、実用化を目指した研究開発

テーマである。照射による変化の機構解明や照射条件との関係など、基礎

的な検討を実施し、しかも計画も前倒しに進んでいる。三次元光学デバイス

用材料として、ガラスは も相応しいのみならず、他のプロセスへの汎用性

も高く波及効果の大きな技術開発である。 
○提言 

基礎的知見の研究を続け、出来る限り解明し、それをデバイス化に繋げる

ようなコンセプトで研究開発を行って欲しい。 
また、実用化研究については、製品仕様を明確にするとともに、他の代替技

術との比較、国際標準化への取り組みもすべきである。その一方で、ローパ

スフィルタ、導波路デバイスなど現在既に市場に出ている製品の代替品開

発は、フィージビリティ研究にとどめるべきである。 
○評点 
 

 事業の位置づけ・

必要性 
研究開発 

マネジメント 
研究開発成果 実用化の見通し 

中間 

（平成 20 年 8 月） 
2.7 2.1 2.6 1.9 

 ※基礎的・基盤的研究開発についての評価項目・評価基準を採用 

第 19 回研究評価委員会 
資料 4-1 



中間評価／報告対象プロジェクト (2/9) 

 

新利用形態燃料電池標準化等技術開発（中間） 
 

 期間  2006 年～2010 年 

 事業費総額 7.2 億円（2006～2007） 

 委託先 産業技術総合研究所、日本電機工業会 

 助成先 日本電気(株)、(株)日立製作所、ヤマハ発動機(株)、岩谷産業(株)、ＪＦＥコンテイ

ナー(株)、関東農機(株)、東京瓦斯(株) 

 ＰＬ なし 

＜プロジェクト及び評価要旨＞ 
 

○プロジェクト 
燃料電池の実用化・普及を図るため、新利用形態として期待される携帯

機器や医療福祉関連機器等への用途拡大に向けた、安全性確保、環境へ

の影響評価のための試験方法等についての基準・標準化、耐久性、コスト

等の性能向上や国内外の規制等に対応した製品コンセプト開発等の技術開

発を行う。 

○評価 
「性能特性向上研究開発」の目標値は世界的に見てもレベルが高く、短期

間で初期目標をほぼクリアして実証試験レベルにまで進んだ点は評価でき

る。残る課題も、今年度中の達成見込みで、委託先の積極的な取り組みが

なされている。標準化研究開発でも大きな成果をあげ、我が国が主導的な

役割を果たしつつ進めている。 

○提言 
燃料電池の世界ではなく、競合技術、競合製品および諸外国の動向を見

据えた目標を再設定してほしい。設定した性能目標が競合製品を凌駕する

もので、その目標が今回達成されたのであれば、今後はコストを下げる技術

開発に集中すべきであり、コストを下げる手段としての標準化を徹底して追

及すべきである。 

○評点 
 

 事業の位置づけ・

必要性 
研究開発 

マネジメント 
研究開発成果 

実用化、事業化の

見通し 

中間 

（平成 20 年 8 月） 
3.0 1.8 2.0 1.5 

 



中間評価／報告対象プロジェクト (3/9) 

 

スピントロニクス不揮発性機能技術プロジェクト（中間） 
 

 期間  2006 年～2010 年 

 事業費総額 19.2 億円（2006～2007） 

 委託先 (株)東芝、日本電気(株)、富士通(株)、(独)産業技術総合研究所、東北大学、大阪大

学、京都大学、(財)新機能素子研究開発協会 

 ＰＬ (独)産業技術総合研究所 エレクトロニクス研究部門 

副研究部門長  安藤 功兒 

＜プロジェクト及び評価要旨＞ 
 

○プロジェクト 
超高集積で高速な不揮発性メモリとして期待されるスピン RAM 実現のた

めの基盤技術、および新ストレージ・メモリデバイス、不揮発性スピン光機能

素子、スピン能動素子等の新しい動作原理によるスピン新機能素子の実現

のための基盤技術を確立する。 
○評価 

プロジェクトリーダーの強力なリーダシップのもと、産学官の緊密な連携協

力が図られ、適切な分担体制をとることにより研究開発が効率的に推進され、

高い水準の中間目標がほぼ達成されたことは極めて高く評価される。 
○提言 

「スピン RAM 基盤技術」については、世界トップレベルのめざましい成果を

挙げているが、米国や韓国など外国勢の激しい追い上げが始まっているの

で、資金を追加するなど十分な手当を行い、本技術が産業的にデファクトス

タンダードをとるところまで、思い切った研究開発を加速すべきである。 
○評点 

 
 事業の位置づけ・

必要性 
研究開発 

マネジメント 
研究開発成果 

実用化、事業化の

見通し 

中間 

（平成 20 年 7 月）
2.7 2.6 2.9 2.3 

 



中間評価／報告対象プロジェクト (4/9) 

 

ナノ粒子特性評価手法の研究開発（中間） 
 

 期間  2006 年～2010 年 

 事業費総額 8.1 億円（2006～2007） 

 委託先 (独)産業技術総合研究所、産業医科大学 

 ＰＬ (独)産業技術総合研究所 安全科学研究部門 部門長  中西 準子 

＜プロジェクト及び評価要旨＞ 
 

○プロジェクト 
工業ナノ粒子が人の健康と環境に及ぼすかもしれない潜在的な影響の可

能性に関する知見の収集・整備を行う一方で、工業ナノ粒子のキャラクタリ

ゼーション手法、暴露評価手法及び基礎的な有害性評価手法を開発、さら

に、工業ナノ粒子のリスク評価の実施と管理のための考え方を提言。 

○評価 
成果とともに、プロジェクトリーダーを中心とするトップダウンと、各研究担

当機関によるボトムアップのアプローチを上手に組み合わせて、異分野の研

究者が一致してプロジェクトを推進している点も大いに評価できる。 

○提言 
有害性評価において真に欲しいのはヒトに対する有害性評価であり、その

為には、非常に多くの評価を地道に行うことが肝要であり、解決すべき課題

や対象物質が多岐に渡ることも考慮に入れ、実施体制の拡充や事業加速を

推進して頂きたい。本プロジェクトの成果は、論文や学会発表としての公表

のみならず、国際貢献、研究手法の普及などの観点からも一層活発に社会

へ還元されることを期待する。 

○評点 
 

 事業の位置づけ・

必要性 
研究開発 

マネジメント 
研究開発成果 実用化の見通し 

中間 

（平成 20 年 7 月）
3.0 2.7 2.3 2.0 

 ※知的基盤・標準整備等の研究開発についての評価項目・評価基準を採用 



中間評価／報告対象プロジェクト (5/9) 

 

染色体解析技術開発（中間） 
 

 期間  2006 年～2010 年 

 事業費総額 7.3 億円（2006～2007） 

 委託先  (独)産業技術総合研究所、和光純薬工業(株)、横河電機(株)、トーヨーエイテック

(株)、東京医科歯科大学、富士フイルム(株)、(株)ビー・エム・エル、日本ガイシ(株)、

国立がんセンター研究所 

 共同研究先 北海道大学、山口大学、九州大学、旭川医科大学 

 ＰＬ (独)産業技術総合研究所 セルエンジニアリング研究部門 主幹研究員  平野 隆

東京医科歯科大学 難治疾患研究所 教授  稲澤 譲治 

＜プロジェクト及び評価要旨＞ 
 

○プロジェクト 
我が国が有する微細加工技術・表面処理技術といったナノテク等の強み

を活かし、染色体異常を高感度、高精度かつ迅速、安価で非コード領域まで

を検出するゲノムアレイや解析基盤技術開発を行うとともに、全自動解析シ

ステムの開発を行う。 

○評価 
妥当な計画、体制が組織されており、情勢の変化へも機敏な対応が行わ

れている。中間目標は達成され、着実に成果が上がりつつあり、高く評価で

きる。実用化の見通しも十分にある。 

○提言  
二つの独立した特徴あるアプローチによって、着実に研究開発が進めら

れているが、出口の見えた所で、相互の成果を活用することにより、予算、

資源等をより効率的に活用できる。両者の間の情報交換などの対策が必要

と思われる。 

○評点 
 

 事業の位置づけ・

必要性 
研究開発 

マネジメント 
研究開発成果 実用化等の見通し

中間 

（平成 20 年 7 月）
2.8 2.3 2.5 2.3 

 ※標準的評価項目・評価基準及び基礎的・基盤的研究開発についての評価項目・評価基準を採用  



中間評価／報告対象プロジェクト (6/9) 

 

マグネシウム鍛造部材技術開発プロジェクト（中間） 
 

 期間  2006 年～2010 年 

 事業費総額 6.6 億円（2006～2007） 

 委託先 (独)産業技術総合研究所、(財)素形材センター 

 助成先 三協マテリアル(株)、協業組合菊水フォージング、宮本工業(株)、三井金属鉱業(株)、

(株)カサタニ、(株)タナベ 

 ＰＬ 大阪府立大学大学院 教授  東 健司 

＜プロジェクト及び評価要旨＞ 
 

○プロジェクト 
鍛造素材の組織制御、鍛造による成形プロセス及び微細組織制御過程を

適切に組み合わせることで、機械的特性（強度、信頼性）の優れた複雑形状

マグネシウム部材を成形できる、工業的に利用可能な鍛造技術の基盤を確

立する。併せてリサイクルシステムの提案と安全性評価も行う。 
○評価 

鍛造加工の市場拡大のためには本事業は高く評価できる。設定した目標

もほぼ達成されており、このまま事業を進めれば十分な成果を得られるもの

と思われる。 
○提言 

共通基盤技術との連携のない技術開発や成果の出ていないアイテムの

見直しや、逆に実用化技術開発から共通基盤開発へのテーマ取り込みなど、

共通基盤技術開発と実用化技術開発のより一層の連携強化の検討が求め

られる。 
○評点 

 
 事業の位置づけ・

必要性 
研究開発 

マネジメント 
研究開発成果 実用化の見通し 

中間 

（平成 20 年 8 月）
2.6 2.1 2.1 2.1 



 

中間評価／報告対象プロジェクト (7/9) 

 

先端機能発現型新構造繊維部材基盤技術の開発 

（中間） 
 

 期間  2006 年～2010 年 

 事業費総額 19.7 億円（2006～2007） 

 助成先  シナノケンシ（株）、帝人（株）、日本電気（株）、住友精化（株）、大日本インキ化学工  

業（株）、栗田工業（株）、日本エアー・フィルター（株）、帝人テクノプロダクツ（株）、東

洋紡績（株）、日清紡績（株）、グンゼ（株） 

 委託先 東京工業大学 

 ＰＬ 東京工業大学 教授 谷岡 明彦 

 

＜プロジェクト及び評価要旨＞ 
○プロジェクト 

繊維状材料に対してナノオーダの成形加工や微細な界面加工ならびに複

合化することで材料を高機能化し、革新部材を創出する。共通基盤技術とし

て、①電界紡糸法における繊維高機能化、大型装置化技術の開発、②ナノ

溶融分散紡糸法による炭素超極細繊維製造技術の開発を実施。更に実用

化技術開発に関わる各企業と連携し③高性能、高機能電池用部材の開発、

④高性能、高機能フィルター用部材の開発、⑤高性能、高機能医療衛生・産

業用部材の開発を実施。 
○評価 

我が国独自の繊維化技術の開発に成功している。平行して、新素材によ

る世界初や世界 高レベルの高性能、高機能な部材や製品が開発され、実

用化に向けた検討が順調に進んでいる。産学官連携および水平・垂直連携

という斬新な体制構築が上手く機能し、革新的成果がでていると言える。 
○提言 

分野の違う部材や製品の実用化に向けての課題で共通のものがあるよう

に考えるので、本事業内での情報の共有化による連携強化とともに、オール

ジャパンで知財の確立、さらなる技術展開を目指して貰いたい。 
○評点 

 
 事業の位置づけ・

必要性 
研究開発 

マネジメント 
研究開発成果 

実用化、事業化の

見通し 

中間 

（平成 20 年 9 月） 
2.6 2.0 2.4 2.0 



事後評価／報告対象プロジェクト (8/9) 

 

次世代ロボット共通基盤開発プロジェクト（事後） 
 

 期間  2005 年～2007 年 

 事業費総額 12.5 億円 

 委託先 富士通(株)、(株)セック、(株)ビジネスデザイン研究所、首都大学東京、東京大学、電

気通信大学、日本電気(株)、 (独)産業技術総合研究所、(株)安川電機、三菱重工

業(株)、慶応義塾大学、J-SiP(株)、大日本印刷(株)、(株)アックス、(株)東芝、千葉

工業大学、東京理科大学、関西電力(株） 

 共同研究先 関西学院大学 

 再委託先 芝浦工業大学 

 ＰＬ 首都大学東京 システムデザイン学部 教授  谷江 和雄 

(独)産業技術総合研究所 知能システム研究部門  比留川 博久 

＜プロジェクト及び評価要旨＞ 
 

○プロジェクト 
次世代ロボットの基本要素と考えられる画像認識用、音声認識用及び運

動制御用のデバイスとデバイスに各種ソフトウェアを搭載したモジュールを

開発し、5種類以上のロボットシステムに組み込むことにより有効性の検証を

行う。 

○評価 
実用化のためには、小型化、低コスト化、高信頼化、高性能化、ソフトウェ

アの安定化など多くの課題をクリアする必要がある。ロボット設計のうえでメ

リットデメリットのトレードオフを具体的に整理し直すべきである。 

○提言 
市場が育っておらず技術進展の早いこの時代においては、ロボット向け専

用モジュールの開発努力の有効性について、しっかりとした将来予測に基づ

く議論が必要であろう。 

○評点 
 

 事業の位置づけ・

必要性 
研究開発 

マネジメント 
研究開発成果 実用化の見通し 

事後 

（平成 20 年 8 月）
2.4 2.0 1.9 1.1 

※基礎的・基盤的研究開発についての評価項目・評価基準を採用 



事後評価／報告対象プロジェクト (9/9) 

 

新エネルギー技術研究開発/ 

太陽エネルギー新利用システム技術研究開発事業 

（事後） 
 期間  2005 年～2007 年 

 事業費総額 12.8 億円 

 委託先 (株)東洋ソーラーシステム研究所、駒沢女子大学、渡辺治建築都市設計事務所、

(財)日本システム開発研究所（代表）、三洋電機(株)（連名）、前田建設工業(株)、東

京工芸大学、足利工業大学、(株)アースクリーン東北、マルショウ技研(株)（受託企

業）ほか 1 組合，1 国立大学，1 公設試験機関（計参加 4 社）、オーエム計画(株)、

(株)エックス都市研究所、日本電気硝子(株)、日本総合住生活(株)、(株)マエカワ、

(株)大阪テクノクラート 

 ＰＬ なし 

＜プロジェクト及び評価要旨＞ 
 

○プロジェクト 
太陽熱を高付加価値で利用できる形態や新構造のシステムの研究開発

を３年間行い、公共施設、集合住宅及び産業施設等の新分野への用途拡大、

実用化へ繋げていくと共に、太陽熱利用の重要性を広くPRし、太陽エネル

ギー導入普及の更なる拡大を目指す。 

○評価 
太陽熱利用の温水供給にとどまらず、太陽熱の冷熱利用などの可能性を

見出し、太陽熱の利用が太陽電池と並び、太陽エネルギー活用の選択肢と

なる期待が出てきたとともに、コスト削減にもう一段の改善が必要なことも明

らかとなった。 

○提言 
実用化まで到達するかどうかのフォローが必要である。 

また、太陽熱利用を拡大するために、ユーザーオリエンテッドな技術開発や、

生産設備を対象とした開発等の応用開発が必要である。 

○評点 
 

 事業の位置づけ・

必要性 
研究開発 

マネジメント 
研究開発成果 

実用化、事業化の

見通し 

事後 

（平成 20 年 8 月）
2.6 1.9 1.9 1.6 

 
 


