
 

 

中間評価／報告対象プロジェクト (1/6) 

 

次世代プロセスフレンドリー設計技術開発（中間） 

 

 期間  2006 年～2010 年 

 事業費総額 17 億円（2006～2007） 

 助成先 (株)半導体理工学研究センター（富士通マイクロエレクトロニクス（株）、Ｎ

ＥＣエレクトロニクス（株）、パナソニック（株）、（株）ルネサステクノロ

ジ、ローム（株）、三洋半導体（株）、セイコーエプソン（株）、シャープ（株）、

ソニー（株）、（株）東芝） 

 再委託先 東京大学 

 ＰＬ (株)半導体理工学研究センター 社長 下東勝博 

＜プロジェクト及び評価要旨＞ 

○プロジェクト 
競争力のあるシステム LSI 製品を短期間で開発し、低コストで市場に

投入するため、製造段階での問題をモデル化し、設計段階で事前検証す

ることで、開発期間を短縮し、かつ低コストで半導体製品を実現するこ

とを目指した製造性考慮設計手法を開発。 

○評価 
hp65nm（中間）hp45nm（ 終）プロセスをターゲットとして、共通の

設計技術を開発することで複数企業全体として開発期間の短縮・開発コ

スト削減できることは意義のあることである。また、開発成果・技術移

転実績も申し分ない。 

○提言 
開発した設計メソドロジーの実用化・事業化に重心をシフトする段階

であると考える。開発成果の広報・普及をすべきである。また、開発し

た技術の知的財産権を確保し、日本企業の技術がベンダーを通じて拡散

することを防止する方策を講ずべきである。 

○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 11 月） 
2.7 2.0 2.3 2.3 
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中間評価／報告対象プロジェクト (2/6) 

 

高機能簡易型有害性評価手法の開発（中間） 

 

 期間  2006 年～2010 年 

 事業費総額 8 億円（2006～2007） 

 委託先 (財)食品薬品安全センター、住友化学(株)、東北大学病院、(独)産業技術総合

研究所、東洋紡績(株)、(財)化学物質評価研究機構、(株)メディクローム 

 共同実施先 東京大学、鳥取大学、名古屋市大学、埼玉医科大学、東京医科歯科大学、国立

遺伝学研究所 

 再委託先 鎌倉女子大学 

 ＰＬ (財)食品薬品安全センター 秦野研究所 代替試験法研究部長 田中憲徳 

名古屋市立大学大学院 教授 白井智之 

東京医科歯科大学大学院 客員准教授 渡辺慎哉 

＜プロジェクト及び評価要旨＞ 

○プロジェクト 
化学物質のリスク評価管理の効率的な実施に貢献すべく、遺伝子導入、

幹細胞分化誘導、遺伝子発現等の近代生命科学を、培養細胞や動物を用

いた短期試験に活用し、高機能で簡易な有害性評価手法を開発。 

○評価 
チャレンジングな課題に対し先端技術を応用して動物実験代替法の

開発につながる成果を上げ、中間目標を達成している。化学物質のリス

ク評価・管理に関して、世界をリードする技術開発であり、グローバル

スタンダードに向けた技術確立に十分資すると評価する。 

○提言 
新たに開発された培養細胞を用いた有害性評価手法が国際的に認め

られるためには、OECD の基準に従った施設内及び施設間バリデーション

による細胞の組み合わせによる試験プロトコールの完成と再現性・頑健

性の確認など、かなりの作業が必要である。これらの作業を見込んだ長

期計画を立てて国際的な実用化を推進すべき｡ 

○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 11 月） 
2.9 2.3 2.3 1.7 

※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 



 

 

事後評価／報告対象プロジェクト (3/6) 

 

高機能化システムディスプレイプラットフォーム 

技術開発（事後） 

 

 期間  2005 年～2007 年 

 事業費総額 16 億円 

 助成先 (株)液晶先端技術開発センター（シャープ（株）、東芝松下ディスプレイテク

ノロジー（株）、日本電気（株）、（株）日立ディスプレイズ、大日本印刷（株）、

（株）島津製作所、（株）東芝、松下電器産業（株）） 

 再委託先 大阪大学、島根大学、九州大学、東北大学 

 共同実施先 広島大学 

 ＰＬ なし 

＜プロジェクト及び評価要旨＞ 

○プロジェクト 
高機能化システムディスプレイ実現に向け、NEDO の助成事業「エネル

ギー使用合理化液晶デバイスプロセス研究開発」によって構築された

「所望の粒径のシリコン結晶薄膜をガラス基板上の必要な位置に形成

する技術」と「低温・高品位ゲート絶縁膜成膜技術」を活用して、ディ

スプレイ基板上に高機能集積システムを実現するためのプラットフォ

ーム技術を開発。 

○評価 
複数のデバイスメーカーと装置メーカーが参画し、産学連携もうまく

機能して、各組織の英知を集めて 先端の基盤技術開発が進められたと

評価できる。この分野における市場の動きは非常に速く、技術も急速に

進歩しているため、 本プロジェクトの各参加企業は培われた開発技術

の速やかなる実用化を実現することによって、その優位性を確保すべき

である。 

○提言 
今回得られた成果をもとに、いかに企業の競争力に結びつけるかとい

う戦略を立案し、実用化の研究開発が進められることを期待する。また、

特許を含む知的財産については十分に活用を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、事業化の

見通し 

事後 

（平成 20 年 9 月） 
2.3 2.1 2.1 1.3 

 



 

 

事後評価／報告対象プロジェクト (4/6) 

 

自動車軽量化炭素繊維強化複合材料の研究開発 

（事後） 

 

 期間  2003 年～2007 年 

 事業費総額 21 億円 

 委託先 東レ(株)、日産自動車(株) 

 共同実施先 東京工業大学 

 再委託先 日本大学、京都工芸繊維大学、東京工業大学、東京大学、兵庫県立大学 

 ＰＬ 東レ(株) 複合材料研究所 所長 北野彰彦 

＜プロジェクト及び評価要旨＞ 

○プロジェクト 
高張力鋼より高強度で大幅な軽量化効果が期待できる炭素繊維強化

複合材料（CFRP）を用い、自動車用軟鋼板の車体に対して重量を 50％軽

量化でき、かつ安全性を備えた車体構造を、自動車メーカーと炭素繊維

メーカーが連携して開発。 

○評価 
個別テーマごとに目標設定を適切に行い、全個別テーマで目標を達成

した。成果としては、世界に例を見ない技術も生まれており、特に、ハ

イサイクル一体成形技術の開発成果は、生産ラインの効率を左右する

重要課題を解決した点で、高く評価できる。 

○提言 
開発したハイサイクル一体成形技術が外板やプラットフォーム等の

個々の部材だけでなく、一体構造成形が可能な部分へも適用できれば、

組立て時間／コストの低減も期待できる。国際的に見ても、10 分の製造

サイクルをターゲットとしたプロジェクトはないので、世界 先端の成

形技術を今後も発展させて欲しい。 

○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 

中間 

（平成 17 年 8 月） 
3.0 2.3 2.2 2.3 

事後 

（平成 20 年 11 月） 
3.0 2.4 2.7 2.3 



 

 

事後評価／報告対象プロジェクト (5/6) 

 

次世代 DDS 型悪性腫瘍治療システムの研究開発事業/ 

中性子補足療法（BNCT）（事後） 

 

 期間  2005 年～2007 年 

 事業費総額 21 億円 

 委託先 技術研究組合エフエフエージー･ディーディーエス研究機構(7 社：(株)IHI、

(株)NHV コーポレーション、ステラケミファ(株)、(株)日本製鋼所、(株)日立

製作所、三菱重工業(株)、三菱電機(株)) 

 再委託先 京都大学、筑波大学、大阪大学、学習院大学、日本原子力研究開発機構 

 ＰＬ 筑波大学大学院 教授 松村 明 

＜プロジェクト及び評価要旨＞ 

○プロジェクト 
病院内設置が可能なホウ素中性子捕捉療法(BNCT)用の熱･熱外中性子

源のための FFAG 加速器を開発し、腫瘍集積性の高いホウ素キャリアと

しての DDS 製剤の開発、および中性子捕捉現象を利用した抗がん剤のコ

ントロールリリースの技術を開発することによる、正常組織への損傷を

極力少なくしたがん細胞選択的な悪性腫瘍治療システムを開発する。 

○評価 
進捗度にばらつきはあるものの、短期間に全体としてみるべき成果が

得られた。各テーマの数値目標を含め当初設定された目標は概ねクリア

されており、十分評価に値する。一方で、BNCT が病院内環境で実施出来

るようになるためには、検討すべき課題が多岐に亘っており、本事業の

基盤整備プロジェクトだけですべて解決するのは無理である。エンドの

製品開発に向けてこれからが重要な局面が出てくるが、その場合の課題

と解決シナリオが不明確である。 

○提言 
本プロジェクトは、医学、工学、理学、薬学が融合した総合技術開発

力が必要であり、それらを結集して得られた成果を是非積極的に展開す

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 

事後 

（平成 20 年 12 月） 
2.7 1.9 1.9 1.4 



 

 

事後評価／報告対象プロジェクト (6/6) 

 

高温鉛はんだ代替技術開発（事後） 

 

 期間  2005 年～2007 年 

 事業費総額 6 億円 

 委託先 大阪大学産業科学研究所 

 助成先 (財)日本電子部品信頼センター、エスペック(株)、藤倉化成(株)、日立化成(株)

ナミックス(株)、タムラ化研(株) 

 再委託先 東北大学、芝浦工業大学、明星大学 

 ＰＬ 大阪大学産業科学研究所 教授 菅沼克昭 

＜プロジェクト及び評価要旨＞ 

○プロジェクト 
技術開発のハードルが高く、未だ基礎技術も確立していない状況にあ

る高温はんだの鉛フリー化において、新たな高機能材料開発や実装技術

開発などのプロセス技術、信頼性の評価基準や評価手法を確立するため

の開発を行う。 

○評価 
プロジェクト全体のテーマ構成はよく考えられており、各々の個別テ

ーマの観点から総合的に研究開発を進め、初期の目標を達成している。 

接着剤の導電性粒子について、将来的には現状採用されている銀以外

の開発も必要と思われるので、非腐食性接着剤の開発も同時に望まれる。 

○提言 
実用化の端緒の感があることから、研究対象を整理・限定し、実用化

に関する総合的な技術開発の発展的継続を望む。今後は、民間及び公的

資金を活用して実装上の技術課題の解決のための開発と特許などの知

財権の確保と標準化など、今後の世界的展開を視野にいれて、積極的な

推進を期待したい。 

○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 

事後 

（平成 20 年 11 月） 
3.0 1.8 2.0 1.6 

 


