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平成２０年度プロジェクト評価結果取り纏め状況等（前半） 

 

 

平成２０年１０月２９日 

研 究 評 価 広 報 部 

 

１． 今年度評価状況等 

 

(1) 今年度は、４１件【中間評価２２件、事後評価１９件】を実施予定。 

このうち、２５件【中間評価１７件、事後評価８件】について、各分科会での評価作業、第１８

回及び今回の研究評価委員会での審議を経て、評価報告を取り纏めているところ。 
（ 残り１６件【中間評価５件、事後評価１１件】の評価は年度後半に実施：別紙参考資料２参照） 

(2) 中間評価結果については、これを 大限尊重し、今後ＮＥＤＯ内企画部門及び実施部門に

おいて、その反映作業に取りかかり、プロジェクトの拡大・変更・縮小・中止等、今後の運営

に資する。 

(3) 前半の評価結果を踏まえ、中間段階の取り纏めとして、以下の通りと整理した。 

 

 

２． 中間評価結果について 

(1) 得点分布と評価結果の反映 

上期に実施した１７件のプロジェクトは、い

ずれも一定水準以上の評価結果であり（表１）、

以下（表２）に代表する肯定的内容や改善点

や提言を含めた評価結果を適切に反映し、更

に推進することが期待される。 

 

今回評価されたプロジェクトのうち、評点と

して特に良い評価が出たプロジェクトの事例と

しては、「次世代光波制御材料・素子化技術」

（整理番号 4）と「スピントロニクス不揮発性機

能技術開発」（整理番号 13）が上げられる。 

「次世代光波制御材料・素子化技術」は、 

技術の出口をしっかり定めて高い目標が設定されるとともに、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、当初の想定以上の成

果が出ていると評価され、 

表１．中間評価結果の評点分布（参考） 

第 19 回研究評価委員会 

資料 6 

※表中の数字は表２の整理番号 



2 

「スピントロニクス不揮発性機能技術開発」については、 

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。とのコメントを受けている。 

 
また、「ゲノム創薬加速化支援バイオ基盤技術開発/化合物等を活用した生物システム制御
基盤技術開発について」（整理番号 10）は、 
 

「世界 大級の天然物ライブラリーの構築や高精度かつ効率的な世界 高水準の技術

をいくつも開発するなど、設定目標に向けて概ね順調に成果が蓄積されてきている。創薬

ターゲットや創薬リード化合物を生み出す基盤技術として期待したい。」と高評価された一

方、 

 

「創薬プロセスの加速への貢献と割り切って、本当に役立つ基盤技術開発、およびその

検証に焦点を絞ることが望ましい。蛋白相互作用データベースを網羅的に拡大すること

は止めて創薬標的分子を中心とするもののみに限定する。また、収集されている天然物

の作用解析とその成分分析、新たな天然物母核の発見に集中する。」 

 

といった評価も受け、現在プロジェクト後半の開発体制を検討中である。 
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表２．中間評価結果の概要 

整

理

番

号 

プロジェクト 
評価概要 

【評点結果】 位置付け/マネジ/成果/実用化 

1 

次世代輸送系システム設計基盤技術開発プロジェクト 

 

商業ロケット市場における我が国宇宙産業の競争力

を確保するため、システム統合設計の信頼性を高め、開

発コストを削減するとともに、開発期間の大幅な短縮を

可能にする基盤技術、ミッションインテグレーション期間

を短縮するとともに、打上げ後の飛翔結果の分析を確実

かつ効率化するための基盤技術等を行うもの。 

 

2002-2010（2002-2007 16,180 百万円） 

 

実施者：(社)日本航空宇宙工業会、(株)ギャラクシーエ

クスプレス 

ＰＬ：なし 

【評点結果】 【2.6】【2.1】【2.1】【2.3】 

 

【肯定的内容】 

次世代 LNG（液化天然ガス）制御システムでは、機体

点検自動化システム実証試験で当初目標通りの期間削

減を実証し、民生用 LNG 気化設備への適用可能性も確

認できた。ミッション対応設計高度化では、①ミッション対

応設計情報一元管理技術、および、②ミッション解析情

報設定技術は中間目標を達成し、③打上げ当日ミッショ

ン解析・評価、および、④飛翔中データ取得・機体評価

技術については開発仕様を設定し、H22 年度の実証試

験への準備段階にあり、 終目標を達成できる見通しで

ある。 

 

【主な改善点、提言等】 

本プロジェクトの成果は設計手法やアルゴリズム開発

に特化しており、実証が不足している。今後は、実際の

ロケットと人工衛星のインテグレーションや打ち上げ機会

に本成果を適用し、得られた知見をフィードバックするプ

ロセスが重要である。 

2 

糖鎖機能活用技術開発 

 

ガンなどに対応する高精度な腫瘍マーカーなど、画期

的な早期診断法の開発のため、糖鎖に関する基盤技術

を活用し、目的分子を抽出する技術や、特異的な糖鎖を

特定するための基盤技術開発、特異的糖鎖認識プロー

ブを作製。併せて工学的にヒト型糖鎖の合成法の開発。

 

2006-2010（2006-2007 2,380 百万円） 

 

実施者：(独)産業技術総合研究所(つくばセンター)、バ

イオテクノロジー開発技術研究組合（参加企

業 7 社：(株)モリテックス、(株)島津製作所、

（株）グライコジーン、（財）野口研究所、三井

情報（株）、タカラバイオ（株）、三菱化学

（株））、(独)産業技術総合研究所(北海道セン

ター)、(財)化学技術戦略推進機構(参加企業

5 社：ＤＩＣ(株)、(財)野口研究所、カネカ(株)、

キャノン(株)、(株)林原生物化学研究所) 

ＰＬ：(独)産業技術総合研究所 

糖鎖医工学研究センター センター長 成松 久

東京大学 生産技術研究所 教授 畑中研一 

【評点結果】 【2.9】【2.1】【2.6】【1.7】 

 

【肯定的内容】 

中間での成果は質的量的に設定目標基準を超え、更

なる発展が期待される。 

 

【主な改善点、提言等】 

医学・生物学と化学・理工学的アプローチを行う２つの

グループの関連性がやや明らかでなく、新しいものや思

いがけない発見など相乗的効果を発揮するために、さら

に情報交換を頻繁にして、より良いプロジェクトになるよ

う努力されたい。 
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整

理

番

号 

プロジェクト 
評価概要 

【評点結果】 位置付け/マネジ/成果/実用化 

3 

新機能抗体創製技術開発 

 

特異性の高い抗体の創製技術開発を行うとともに、大

量生産などの際の精製分離技術を開発するもの。 

具体的には、前者は(1)膜タンパク質及びその複合体

等の機能を有した抗原の系統的な生産技術開発(2)高特

異性・高親和性・高機能性を有する抗体の効率的な創製

技術開発(3)抗体を系統的に創製するための基盤技術及

び創製された抗体の評価、後者は(1)タンパク質分子リガ

ンド技術開発(2)高効率クロマト担体技術開発(3)溶出工

程技術開発を行う。 

 

2006-2010（2006-2007 2,390 百万円） 

 

実施者：(独)産業技術総合研究所、藤田学園(藤田保

健衛生大学)、キリンファーマ(株)、(財)バイオ

インダストリー協会（参加機関15社：（株）特殊

免疫研究所、（株）ペルセウスプロテオミクス、

（株）カイオム・バイオサイエンス、（株）島津製

作所、（株）京都モノテック、あすか製薬（株）、

興和（株）、中外製薬（株）、富士フイルム

（株）、横河電気（株）、帝人ファーマ（株）、ＪＳ

Ｒ（株）、ＡＧＣエスアイテック（株）、東洋紡績

（株）、東洋紡バイオロジックス（株）） 

ＰＬ：東京大学 先端科学技術研究センター 

教授 児玉龍彦 

【評点結果】 【2.9】【2.6】【2.3】【2.1】 

 

【肯定的内容】 

プロジェクトリーダーの卓越した指導力のもと、適切な

マネジメントが行われ、ほぼ目標を達成する成果が得ら

れている。抗体創製技術開発においては、省庁間連携

による in vivo イメージング開発など新たな展開もある。

一部の抗体では参加企業による抗体治療の治験が始ま

るなど、すでに実用化に近いものもある。抗体分離精製

技術開発においては、中間目標を超える成果が得られ

ており、要素技術の融合で実用化が見通される段階に

達している。 

 

【主な改善点、提言等】 

本事業では様々な技術開発を同時進行的に行ってい

るが、多くの抗体創製基盤技術の相互関係や抗体分離

精製技術との関連などに不明確なところがあり、標的を

しぼるとともにより効果的な連携を検討する必要がある。

4 

次世代光波制御材料・素子化技術 

 

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。 

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。 

 

2006-2010（2006-2007 960 百万円） 

 

実施者：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 

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 

【評点結果】 【3.0】【2.8】【3.0】【2.5】 

 

【肯定的内容】 

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。 

 

【主な改善点、提言等】 

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。 
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整

理

番

号 

プロジェクト 
評価概要 

【評点結果】 位置付け/マネジ/成果/実用化 

5 

革新的マイクロ反応場利用部材技術開発 

 

高性能・高機能電子材料、医薬品中間体などの機能

性材料の開発のために、マイクロリアクター技術、ナノ空

孔技術を軸として、マイクロ波、超臨界流体などを組み

合わせた協奏的反応場を利用し、これまでにない革新的

な化学プロセスの基盤技術の開発を行ったもの。 

 

2006-2010（2006-2007 1,070 百万円） 

 

実施者：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 

ＰＬ：京都大学 長谷部伸治 

【評点結果】 【3.0】【2.7】【2.7】【1.9】 

 

【肯定的内容】 

全体として順調に研究開発が進展している。特に、マ

イクロリアクター技術は世界 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。 

 

【主な改善点、提言等】 

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。 

6 

カーボンナノチューブキャパシタ開発プロジェクト 

 

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。 

 

2005-2010（2006-2007 900 百万円） 

 

実施者：(独)産業技術総合研究所、日本ゼオン(株)、

日本ケミコン(株) 

PL：(独)産業技術総合研究所 飯島澄男 

【評点結果】 【2.8】【2.5】【2.8】【1.8】 

 

【肯定的内容】 

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。中間目標は概ね達成されて

おり、 終目標の達成も十分に期待できる。 

 

【主な改善点、提言等】 

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。 

7 

環境適応型高性能小型航空機研究開発 

 

環境適応型の小型航空機（70～90 席 クラスジェット

旅客機と同規模）を適用対象として想定し軽量化等によ

る環境負荷低減に資する材料/加工・成型技術、操縦容

易性の実現等を可能とする情報技術等の航空機関連技

術の開発を行うもの。 

 

2003-2013（2003-2007 5,130 百万円) 

第 1 期（平成 15 年度～平成 19 年度） 

要素技術開発及び要素技術の拘束条件策定を実施

第 2 期（平成 20 年度～平成 25 年度） 

操作容易性の実現等を可能とする技術の開発及び

実証を行うことを目的とする 

 

実施者：三菱重工業(株)、富士重工業(株)、(財)日本

航空機開発協会 

ＰＬ：なし 

【評点結果】 【3.0】【2.1】【2.4】【2.4】(20 年 8 月) 

【2.6】【2.1】【2.0】【1.6】(18 年 6 月) 

 

【肯定的内容】 

前回の中間評価以降、仕様検討、概念設計、要素技

術開発、さらには、規定適合性証明の準備も着実に進

み、要素技術の試作品開発を実現しうるレベルに向上さ

せた点で成果は評価できる。 

航空機の設計・開発・生産技術は他産業への波及効

果も大きく、その観点でも評価される。易度が高くかつ社

会的なニーズの大きい研究テーマを取り上げ、研究開発

成果については多くの有用な成果が得られ、中間目標を

達成している。 

 

【主な改善点、提言等】 

多くのエアラインの意見を取り入れて、サービスやメン

テナンスにまで目を向けた技術の研究開発への発展を

本プロジェクトに期待する。 

 



6 

 
整

理

番

号 

プロジェクト 
評価概要 

【評点結果】 位置付け/マネジ/成果/実用化 

8 

水素先端科学基礎研究事業 

 

水素物性等に係る基礎的な研究を実施し、高度な科

学的知見の集積を行い、水素社会到来に向けた基盤整

備を行うことを目的に、①高圧化した状態における水素

物性の解明、②液化・圧水素環境下における材料の水

素脆化の基本原理解明及び対策検討など、高度な科学

的知見を要する根本的な現象解析を実施する。 

また同結果を元に、水素環境下での長期使用に耐え

得る材料、劣化評価方法、運用方法等の提案を行う。 

 

2006-2012（2006-2007 3,290 百万円) 

 

実施者：(独)産業技術総合研究所、九州大学 

PL：(独)産業技術総合研究所 

水素材料先端科学研究センター 

センター長 村上敬宜 

【評点結果】 【2.7】【1.7】【1.6】【1.7】 

 

【肯定的内容】 

水素利用のためのインフラ整備のためには多岐にわ

たる検証、とりわけ安全の確保は特に重要であり、「安

全・安心」が基礎にあるべきであり、その点からも、本事

業は重要な位置づけであると考える。このような安心・安

全な水素利用社会を構築するためには、公的機関によ

る材料特性と水素物性の基礎的なデータを蓄積すること

が必要であり、本事業はそれに大きく貢献する。また、各

個別テーマチーム同士の更なる連携、他 NEDO 事業等

の研究者等との交流や討論等、若手研究者の育成も重

要。 

 

【主な改善点、提言等】 

研究は加速すべきと考える。また、基礎研究基盤整備

と実用評価実験設備整備とのバランスを再設定し、水素

インフラ等の実用的目標の具体化が必要であり、これを

今後の予算計画に反映させ、さらなる研究開発の拡大・

充実を図って頂き我が国の水素材料の研究拠点として、

事業終了後も見据えた「拠点」の実験研究資産と人材資

産を生かす戦略を構築して頂きたい。 

9 

微生物機能を活用した高度製造基盤技術開発 

 

高性能能宿主細胞の創製技術、微生物反応の多様

化・高機能化技術、及びバイオリファイナリー技術（バイ

オマスを原料とした高効率生産技術）の開発を通し、バ

イオプロセスによって効率的に有用物質を生産するため

に必要な基盤技術を開発する。 

 

2006-2010 (2006-2007 2,880 百万円) 

 

実施者：バイオインダストリー協会、協和発酵工業、花

王、旭硝子、ダイセル化学工業、メルシャン、

日本電気、カネカ、明治製菓、バイオ・エナジ

ー、豊田中央研究所、月桂冠、(独)製品評価

技術基盤機構、(財)地球環境産業技術研究

機構、東レ 

PL：京都大学 大学院農学研究科 教授  清水 昌 

【評点結果】 【2.6】【1.9】【2.3】【2.0】 

 

【肯定的内容】 

昨今のゲノム解読、生物学的知見や遺伝子操作技

術・分析技術などの著しい進展を背景に、国際的に優位

性を有する画期的なバイオプロセスの開発を目指してい

る点で高く評価できる。さらに、得られた成果はレベルが

高く中間目標をほぼ達成しており、化学工業やバイオ産

業に関連する成果が多く実用化への期待も大きい。 

 

【主な改善点、提言等】 

各個別テーマ及び各サブテーマの開発内容について

は、今後の 終目標の達成に向けて焦点を絞る必要も

ある。一方、個別テーマを担当しているグループごとに

目標を達成しようとする傾向がみられるが、グループ間

の連携を強化すべきである。開発した宿主に開発したプ

ロセスや酵素システムを応用するなど、プロジェクトの成

果を統合する戦略が望まれる。 
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整

理

番

号 

プロジェクト 
評価概要 

【評点結果】 位置付け/マネジ/成果/実用化 

10 

ゲノム創薬加速化支援バイオ基盤技術開発/ 

化合物等を活用した生物システム制御基盤技術開発 

 

ポストゲノム研究の産業利用が期待される「ゲノム創

薬」の加速を支援するため、我が国の強みとする完全長

cDNA リソースや、世界 高レベルのタンパク質の相互

作用解析技術等を 大限に活用し、創薬ターゲット候補

となりうるタンパク質相互作用の解析等により創薬ター

ゲット候補の絞り込みを行うとともに、疾患等の生物現象

を制御する新規骨格化合物等の探索・評価を行うための

技術開発を行うことにより、創薬等の研究開発を加速す

る。 

 

2006-2010（2006-2007 5,020 百万円） 

 

実施者：(社)バイオ産業情報化コンソーシアム、バイオ

テクノロジー開発技術研究組合 

ＰＬ：(独)産業技術総合研究所 

バイオメディシナル情報研究センター 

センター長  夏目 徹 

【評点結果】 【2.3】【1.0】【2.0】【1.1】 

 

【肯定的内容】 

世界 大級の天然物ライブラリーの構築や高精度か

つ効率的な世界 高水準の技術をいくつも開発するな

ど、設定目標に向けて概ね順調に成果が蓄積されてき

ている。創薬ターゲットや創薬リード化合物を生み出す

基盤技術として期待したい。 

 

【主な改善点、提言等】  

創薬プロセスの加速への貢献と割り切って、本当に役

立つ基盤技術開発、およびその検証に焦点を絞ることが

望ましい。蛋白相互作用データベースを網羅的に拡大す

ることは止めて創薬標的分子を中心とするもののみに限

定する。また、収集されている天然物の作用解析とその

成分分析、新たな天然物母核の発見に集中する。 

11 

三次元光デバイス高効率製造技術 

 

「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。 

 

2006-2010（2006-2007 760 百万円） 

 

実施者：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 

【評点結果】 【2.7】【2.1】【2.6】【1.9】 

 

【肯定的内容】 

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。 

 

【主な改善点、提言等】 

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。 
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整

理

番

号 

プロジェクト 
評価概要 

【評点結果】 位置付け/マネジ/成果/実用化 

12 

新利用形態燃料電池標準化等技術開発 

 

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。 

 

2006-2010（2006-2007 720百万円） 

 

実施者：(独)産業技術総合研究所、日本電機工業会

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 

 

【評点結果】 【3.0】【1.8】【2.0】【1.5】 

 

【肯定的内容】 

「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。

 

【主な改善点、提言等】 

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。 

13 

スピントロニクス不揮発性機能技術プロジェクト 

 

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。 

 

2006-2010（2006-2007 1,920 百万円） 

 

実施者：(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 

【評点結果】 【2.7】【2.6】【2.9】【2.3】 

 

【肯定的内容】 

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。 

 

【主な改善点、提言等】 

「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の加

速を図るべきである。 

14 

ナノ粒子特性評価手法の研究開発 

 

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。 

 

2006-2010（2006-2007 810百万円） 

 

実施者：(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 

【評点結果】 【3.0】【2.7】【2.3】【2.0】 

 

【肯定的内容】 

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。 

 

【主な改善点、提言等】 

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。 
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整

理

番

号 

プロジェクト 
評価概要 

【評点結果】 位置付け/マネジ/成果/実用化 

15 

染色体解析技術開発 

 

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。 

 

2006-2010（2006-2007 739百万円） 

 

実施者：(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 

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 

【評点結果】 【2.8】【2.3】【2.5】【2.3】 

 

【肯定的内容】 

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。 

 

【主な改善点、提言等】 

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。 

16 

マグネシウム鍛造部材技術開発プロジェクト 

 

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。 

 

2006-2010（2006-2007 660 百万円） 

 

実施者：(独)産業技術総合研究所、(財)素形材センタ

ー、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 

【評点結果】 【2.6】【2.1】【2.1】【2.1】 

 

【肯定的内容】 

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。 

 

【主な改善点、提言等】 

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。 
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整

理

番
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プロジェクト 
評価概要 

【評点結果】 位置付け/マネジ/成果/実用化 

17 

先端機能発現型新構造繊維部材基盤技術の開発 

 

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。 

 

2006-2010（2006-2007 1,970 百万円） 

 

実施者：東京工業大学、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） 

PL：東京工業大学 教授 谷岡明彦 

【評点結果】 【2.6】【2.0】【2.4】【2.0】 

 

【肯定的内容】 

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。 

 

【主な改善点、提言等】 

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。 
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３．事後評価結果について 

(1) 合否等の判定 
上期に実施した事後評価プロジェクト８件の「研究開発成果」、「実用化の見通し」等に係る

評点に基づき、中期計画で定めた基準に照らし判定すると、全件合格プロジェクトとなり、うち、

２件は優良プロジェクトとなった。（表３・表４）。 

 

表３．事後評価結果の評点分布 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
＊中期計画で定める合否等の基準は、４つの評価項目の評点がいずれも１以上であって、「研究開発成果」及び「実用化見通し」の 

評点の合計が３．０以上であればそのプロジェクトは「合格」、４．０以上であれば「優良」と判定。 

 

   (2) 中間評価の効果事例 

    今回対象となったプロジェクトの一つである、「精密高分子技術」については、１６年度

に実施した中間評価を受けて、「これまでの成果と達成度を勘案した研究テーマの選択と

集中、分野間の連携を確保できる体制の変更など抜本的見直しを行い、実用化へつなげ

る材料開発プロジェクトへの転換を図る観点から２分野１５テーマのプロジェクトに作り替

え」といった反映を行った結果、成果としても世界初となる成果を出すとともに、評点（成果

と実用化合計点数）としても、2．7 点から 4．1 点（優良）となった、中間評価が、プロジェク

トの成果を導く一つのツールとなった事例といえる。 
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表４．事後評価結果の概要 

整

理

番

号 

プロジェクト 
評価概要 

【評点結果】 位置付け/マネジ/成果/実用化 

１ 

高度機械加工システム開発事業 

 

機械加工業における、製造現場の海外流出等を踏ま

え、モノづくり技術の中のキ－技術である工作機械を製

造する機械加工システムの高度化を目指す。 

 

2005-2007(1,200 百万円) 

 

実施者：(独)産業技術総合研究所、東芝機械(株)、

(株)森精機製作所、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)、オークマ(株) 

ＰＬ：中部大学 総合工学研究所 所長 稲崎一郎 

【評点結果】 【2.6】【2.3】【1.9】【1.8】 

 

【肯定的内容】 

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。 

 

【主な改善点、提言等】 

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。 

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 

 

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、 適な高出力コンバインドシステムの開発を行う。

 

2005-2007(530 百万円) 

 

実施者：(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 田村逸郎 

【評点結果】 【2.6】【2.3】【2.1】【1.7】 

 

【肯定的内容】 

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 適化を行って、8MW 級での

世界 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。 

 

【主な改善点、提言等】 

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。 

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 

 

特異性の高い抗体の創製技術開発を行うとともに、大

量生産などの際の精製分離技術を開発するもの。 

具体的には、前者は(1)膜タンパク質及びその複合体

等の機能を有した抗原の系統的な生産技術開発(2)高特

異性・高親和性・高機能性を有する抗体の効率的な創製

技術開発(3)抗体を系統的に創製するための基盤技術及

び創製された抗体の評価、後者は(1)タンパク質分子リガ

ンド技術開発(2)高効率クロマト担体技術開発(3)溶出工

程技術開発を行う。 

 

2002-2007(2,620 百万円) 

 

実施者：(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、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 

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 

【評点結果】 【2.4】【1.9】【1.9】【1.1】 

【3.0】【2.3】【2.2】【2.2】(16FY 中間評価時) 

 

【肯定的内容】 

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 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。 

 

【主な改善点、提言等】 

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。 



13 

 
整

理

番

号 

プロジェクト 
評価概要 

【評点結果】 位置付け/マネジ/成果/実用化 

4 

精密高分子技術 

 

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する。 

 

2001-2007(5,910 百万円) 

 

実施者：(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 

PL：(独)産業技術総合研究所 中浜精一 

【評点結果】 【2.4】【2.3】【2.4】【1.7】 

【2.1】【0.8】【1.4】【1.3.】(16FY 中間評価時) 

【肯定的内容】 

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。 

 

【主な改善点、提言等】 

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。 

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 

 

ユーザが利用する情報家電等の利便性向上、特に利

用者がいつでもどこでも安心して接続して使え、誰にでも

使いやすいような情報家電・ホームネットワークを実現す

る基盤技術を確立するため、研究開発を実施する。 

 

2005-2007(1,200 百万円) 

 

実施者：(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 

【評点結果】 【2.5】【2.2】【2.0】【1.8】 

 

【肯定的内容】 

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。 

 

【主な改善点、提言等】 

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。 
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整

理

番

号 

プロジェクト 
評価概要 

【評点結果】 位置付け/マネジ/成果/実用化 

6 

ナノ計測基盤技術 

 

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。 

 

2001-2007(1,430 百万円) 

 

実施者：(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 

【評点結果】 【2.6】【2.1】【2.6】【2.3】 

 

【肯定的内容】 

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 高性能の技術である。 

 

【主な改善点、提言等】 

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。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 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。 

7 

次世代ロボット共通基盤開発プロジェクト 

 

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。 

 

2005-2007(1,250 百万円) 

 

実施者：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） 

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 

【評点結果】 【2.4】【2.0】【1.9】【1.1】 

 

【肯定的内容】 

RT ミドルウｪアの活用普及の観点や主要パーツをモジ

ュール化して効率的な開発や新規参入を促進すること

は、ロボット開発を全体として活性化するうえで有効な事

業であった。 

 

【主な改善点、提言等】  

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。ロボット設計するうえで、RTM化による

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。 
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整

理

番

号 

プロジェクト 
評価概要 

【評点結果】 位置付け/マネジ/成果/実用化 

8 

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 

 

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。 

 

2005-2007(1,360 百万円) 

 

実施者：(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、三洋電機(株)、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)、

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 

【評点結果】 【2.6】【1.9】【1.9】【1.6】 

 

【肯定的内容】 

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。 

 

【主な改善点、提言等】 

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。 
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（２） ＮＥＤＯによって生み出された成果等 

今回事後評価を実施したプロジェクト（表３・表４）のうち、①加速資金を投入したもの、②顕著な成

果（世界初、世界 高水準等）が認められたもの、③実用化・事業化の見通しが明確であるもの、④ＮＥ

ＤＯが支援を継続しているもの、⑤後継プロジェクトに引き継がれ、成果の更なる発展が図られているも

のを整理（表５）。 

今後は、これらのプロジェクトを含めた終了プロジェクト全ての追跡調査を実施し、上市・製品化の事

例、基盤技術やスピンオフ技術の社会への波及効果等について検証することとする。 

 

表５．ＮＥＤＯによって生み出された成果等 

分 類＊２ 
整理

番号 
プロジェクト名 判定＊１

① 

加速 

② 

顕著 

③ 

実用化

④ 

支援

⑤ 

後継

１ 高度機械加工システム開発事業 合格 － ○ ○ ○ － 

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 合格 ○ ○ － － － 

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 合格 ○ ○ － － ○ 

４ 精密高分子技術 （高機能高分子材料の実用化技術開発） 優良 ○ ○ ○ － － 

５ 
デジタル情報機器相互運用基盤プロジェクト 

（デジタル情報機器の統合リモート管理基盤技術の開発）
合格 ○ － － － － 

６ ナノ計測基盤技術 優良 ○ ○ ○ － － 

７ 次世代ロボット共通基盤開発プロジェクト 合格 ○ ○ － － ○ 

８ 
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 
合格 － ○ － － ○ 

計 優良 ２件    合格 ６件 ６ ７ ３ １ ３ 

＊１判定  ４つの評価項目の評点がいずれも１以上であって、 

「研究開発成果」及び「実用化見通し」の評点の合計が３．０以上であればそのプロジェクトは「合格」、 

４．０以上であれば「優良」と判定。 

＊２分類   ①加速案件、 

②顕著な成果（世界初、世界 高水準等）が認められたもの、 

③実用化・事業化の見通しが明確であるもの 

（サンプル提供、プロトタイプ完成、製品化、ベンチャー設立等特に顕著で明確な成果が含まれているもの）、 

④成果の普及・実用化等に関して支援しているもの（成果普及費及び産業技術実用化助成制度等の活用） 

⑤後継プロジェクトに引き継がれ、成果の更なる発展が図られているもの。 
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○顕著な成果（世界初、世界 高水準等）が認められたもの 
・高度機械加工システム開発事業 

粗加工から仕上げ加工まで一台で高速・高精度にこなす加工機械 

 
・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 
「ガスエンジン・コンバインド システムの成果のこのクラスで世界 高水準を達成」 
 

・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  
「世界 大規模天然物ライブラリーの構築」  

 
・精密高分子技術 
「衝撃吸収プラスチックの開発（高トルク対応型Ｌ／Ｄ押出機）」 

 
・ナノ計測基盤技術 
「ＡＰＭ、陽電子寿命測定装置、パルスレーザーによるサーモリフレクタンス法は世界初の計測技術」 

 
・次世代ロボット共通基盤 
専用デバイスを用いた画像認識モジュールを開発。 RTM ライト接続。（世界初） 
アナログカメラもデジタルカメラも接続可能、ステレオ画像処理（奥行き計測）（世界 高水準） 

 
 
 

 


