
 

 

中間評価／審議対象プロジェクト (1/5) 

 

系統連系円滑化蓄電システム技術開発（中間） 

 

 期間  2006 年～2010 年 

 事業費総額 34 億円（2006～2007） 

 委託先 (株)日立、北陸電力(株)、エナックス(株)、三菱重工業(株)、九州電力(株)、

川崎重工業(株)、日清紡績(株)、(財)電力中央研究所、同志社大学、大阪大学、

東京工業大学、(独)産業技術総合研究所、鶴岡高等専門学校、京都大学、(株)

三菱総合研究所 
 ＰＬ 京都大学 教授 小久見善八 

＜プロジェクト及び評価要旨＞ 

○プロジェクト 
ウインドファームレベルの風力発電や、MW 級の太陽光発電などに対応

する MW 級の蓄電システムに関して、新エネルギーの出力変動を極小化す

る機能を有し、低コストで長寿命、且つ安全・高性能なシステムの実用

化を目指し、その重要な要素である蓄電部本体や各種構成部材等の要素

技術、制御技術等のシステム化技術や、次世代の蓄電技術等の開発を行

うものである。 

○評価 
太陽光発電・風力発電などを大量に系統連系するために、高性能・低

コスト・長寿命の蓄電池技術の目標が設定され、適切な体制のもと、着

実に成果が挙がっている。実用化、要素技術開発、次世代技術開発、共

通基盤研究のいずれも、個々の技術レベルは非常に高く、それぞれの成

果は高く評価できる。 

○提言 
多くの種類の実用化電池の開発が並行して進められており、それぞれ

のメリット・デメリットを総合評価して、系統連系円滑化蓄電システム

としての適合性の判定が今後求められる。その際、太陽光発電へと急速

にシフトしている昨今の動向も踏まえた対応を検討することが望まれる。 

○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 10 月） 
3.0 2.3 2.3 1.9 

※一部基礎的・基盤的研究開発についての評価項目・評価基準を採用 

第 20 回研究評価委員会 
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事後評価／審議対象プロジェクト (2/5) 

超電導応用基盤技術研究開発(第Ⅱ期)（事後） 

 

 期間  2003 年～2007 年 

 事業費総額 170 億円 

 委託先 (財)国際超電導産業技術研究センター、(株)フジクラ、住友電気工業(株) 

 再委託先 中部電力(株)、古河電工(株)、昭和電線ケーブルシステム(株)、(財)ファイン

セラミックスセンター、石川島播磨重工業(株)、九州電力(株)、ジャパンモー

タアンドジェネレータ(株)、(株)東芝、大陽日酸(株) 

 共同実施先 岩手大学、一関工業高等専門学校、東京大学、横浜国立大学、豊橋技術科学大

学、名古屋大学、大阪大学、京都大学、九州大学、九州工業大学（松本）、鹿

児島大学、早稲田大学、上智大学、(独）産業技術総合研究所、核融合科学研究

所、（財）応用科学研究所、(株)ADEKA 

 ＰＬ (財)国際超電導産業技術研究センター 超電導工学研究所 

所長代行 塩原 融 

＜プロジェクト及び評価要旨＞ 

○プロジェクト 
第Ⅰ期の「超電導線材要素技術の開発」（平成 10-14 年度）で得られ

た Y（イットリウム）系線材作製要素技術をベースに、線材作製の事業

化が見通せる技術を開発することを目的として行われたもの。 

（線材作製技術開発・機器要素技術開発） 

○評価 
挑戦的とも言えるかなり高い目標であったにもかかわらず、適切な戦

略による研究マネジメントに基づき、設定した目標をすべてクリアし、

世界最高水準の優れた成果を挙げたことは、極めて高く評価できる。 

一方、既存機器の成熟度は高く、置き換えするには更に高い目標設定

更なるコスト削減のための技術の開発などが望まれる。 

○提言 
線材開発はまだ世界的な競争段階にあり、これを民間企業単独で行う

ことや、既存機器置き換えを目指すには、開発リスクは依然として大き

く、着実に実用化研究開発を進展させるためには、引き続き国の支援の

下での研究開発推進が望まれる。 

○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、事業化の

見通し 

中間 

（平成 17 年 8 月） 
3.0 2.6 2.9 2.0 

事後 

（平成 20 年 11 月） 
3.0 2.6 2.9 2.0 



 

事後評価／審議対象プロジェクト (3/5) 

 

極端紫外線(EUV)露光システム開発プロジェクト 

（事後） 

 期間  2002 年～2007 年 

 事業費総額 124 億円 

 委託先 技術研究組合極端紫外線露光システム技術開発機構(9 社：キヤノン(株)、富士

通マイクロエレクトロニクス(株)、ギガフォトン(株)、(株)小松製作所、NEC

エレクトロニクス(株)、(株)ニコン、(株)ルネサステクノロジ、(株)東芝、(株)

ウシオ電機)、技術研究組合超先端電子技術開発機構(12 社: ・富士通(株)、(株)

日立製作所、Intel Corporation、松下電器産業(株)、NEC エレクトロニクス(株)、

沖電気工業(株)、ローム(株)、サムスン電子(株)、三洋電機(株)、シャープ(株)、

ソニー(株)、(株)東芝) 

 共同実施・再委託先 (独)産業技術総合研究所、東京工業大学、東海大学、東京理科大学、大阪大学、

兵庫県立大学、九州大学、熊本大学、九州工業大学 

 ＰＬ (独)物質･材料研究機構 フェロー 堀池靖浩（光源･光学系担当） 

技術研究組合 超先端電子技術開発機構 部長 岡崎信次（レジスト･プロセス担当） 

＜プロジェクト及び評価要旨＞ 

○プロジェクト 
EUV 光源の高出力化・高品位化技術、集光光学系技術、EUV 光源評価技

術、ミラーの汚染・損傷評価技術、EUV 露光装置用非球面加工・計測技

術、EUV 露光装置コンタミネーション制御技術等の開発を行うことによ

って、45nm テクノロジーノード以細に適用可能な EUV 露光システム技術

の基盤確立に資する。 

○評価 
技術開発障壁は非常に高く海外に遅れてスタートしたにも拘らず充分

に比肩できるレベルに到達しており、明るい出口を示した意義は大きい。 

○提言 
実用化の成否は今後の 2～3 年の研究開発の進展状況によるものと予

見されるが露光装置メーカー等の民間の自主開発のみに任せていては高

額な予算が必要なことからも成功は期待できないので NEDO による重点

的な加速支援が必要である。 

○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 

中間 

（平成 17 年 6 月） 
3.0 2.8 2.6 2.1 

事後 

（平成 20 年 8 月） 
2.7 2.4 2.6 1.6 



 

 

事後評価／審議対象プロジェクト (4/5) 

 

水素安全利用等基盤技術開発（事後） 

 

 期間  2003 年～2007 年 

 事業費総額 117 億円 

 委託先 (財)エンジニアリング振興協会、(財)エネルギー総合工学研究所、(財)大阪科

学技術センター、(財)石油産業活性化センター、(財)日本自動車研究所、(独)

産業技術総合研究所、(独)物質･材料研究機構、関西大学、成蹊大学、東海大学、

日本大学、北見工業大学、京都大学、東京大学、広島大学、JFEコンテイナー(株)、

JFE テクノリサーチ(株)、サムテック(株)、トキコテクノ(株)、マツダ(株)、

岩谷産業(株)、大阪瓦斯(株)、川崎重工業(株)、清水建設(株)、新コスモ電機(株)、

新日本製鐵(株)、住金機工(株)、太平洋セメント(株)、帝国石油(株)、東京ガ

ス(株)、長野計器(株)、日揮ユニバーサル(株)、日本重化学工業(株)、日本特

殊陶業(株)、日立造船(株)、福田金属箔粉工業(株)、三菱重工業(株)、三菱総

合研究所(株)、村田機械(株)、横浜ゴム(株)、理研計器(株)、(株)IHI、(株)KRI、

(株)イムラ材料開発研究所、(株)テクノバ、(株)フジキン、(株)ネリキ、(株)

ミクニ、(株)ルネッサンス･エナジー･リサーチ、(株)新日石総研、(株)豊田中

央研究所、日鉄技術情報センター(株)、(株)日本製鋼所、(株)日立製作所、(株)

日立プラントテクノロジー 

 ＰＬ なし 



＜プロジェクト及び評価要旨＞ 

○プロジェクト 
燃料電池自動車等の早期実用化及び将来の水素エネルギー社会確立に

向けた技術確立に資することを目的として、水素の製造・輸送・貯蔵・

充填等、水素利用関連技術の開発を実施した。車載用燃料タンク関連技

術（高圧水素タンク、ハイブリッド水素タンク及び水素貯蔵材料）や、

燃料電池自動車の普及に欠かせない水素ステーション関連機器（水素製

造装置、圧縮機、水素充てん機等）の実用化技術の開発と共に、水素の

実用化に向けての基盤横断技術の開発を行った。 

○評価 
世界の現状やニーズの高さなどから見て妥当なテーマが取り上げられ、

当初目標に沿った成果が得られた。国際協力、国際標準化にも積極的に

取り組んでおり、世界の先端を行く日本の水素エネルギー技術を世界標

準にする戦略的な取り組みが期待できる。本事業は多くの要素技術開発

から成り立っていることから、全体を統括するプロジェクトリーダーの

選任を含め、研究管理体制についてさらなる工夫が必要。 

○提言 
次のステップの技術開発として何を実行しなければならないかを明示

し、明らかにフェーズの異なる次段階の研究開発プログラム像を具体的

に提示した後継事業を提案して一歩一歩着実な成果を積み上げていくこ

とが重要である。 

○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 

中間 

（平成 17 年 6 月） 
2.9 1.8 2.0 2.0 

事後 

（平成 20 年 9 月） 
3.0 2.0 2.4 1.6 



 

 

事後評価／審議対象プロジェクト (5/5) 

 

固体酸化物形燃料電池システム技術開発（事後） 

 

 期間  2004 年～2007 年 

 事業費総額 84 億円 

 委託先 (独)産業技術総合研究所、(財)電力中央研究所、(株)日立製作所、TOTO(株)、

三菱マテリアル(株)、関西電力(株)、三菱重工業(株)(長崎造船所、神戸造船所)、

住友精密工業(株)、東邦ガス(株)、九州大学 

 ＰＬ なし 

＜プロジェクト及び評価要旨＞ 

○プロジェクト 
固体酸化物形燃料電池について、小・中規模分散型電源市場等に投入

できるシステムの開発、設計、製作及び運転実証による性能確認を行う

こと及びシステム性能の評価基準を確立するためのシステム性能評価技

術開発を行う。 

○評価 
長期劣化試験実施と劣化原因の追求を系統的に取り組み、世界トップ

レベルの成果が得られるなど要素技術開発においても充分な成果が得ら

れている。しかしながら、システムの性能面で世界に誇れる成果をあげ

ているものの、実用化、事業化に不可欠な耐久性や信頼性などに関して

は当初目標を達することが出来ず、実用化の目処をつけるまでには至ら

なかった。 

○提言 
実用化や事業化の目処をつけることが目的であったものの、明らかに

なった技術課題を解決していかなければ、実用化や事業化への道筋が立

たないことが分かった。社会情勢を十分に考慮し、導入を目指す市場に

適用したコスト意識が高い研究開発となることを常に意識し、基礎的な

知見の蓄積に基づいた計画を立案することが望ましい。 

○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 

事後 

（平成 20 年 9 月） 
2.9 2.1 2.0 1.5 

 


