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評点 
No 

プロジェクト

／事業名 
担当部 評価のポイント 反映（対処方針）のポイント 類型 

位置付 マネジ 成果 実用化

1 

スピントロニ

クス不揮発性

機能技術開発 

電子・

情報技

術開発

部 

・本事業は、スピントロニクスを利用した情報機器の低消費電力化を目指す

ものであり、その意義は大きく、成果の長期的かつ広範な応用分野への社会

還元にも資するものとして評価できる。スピンRAM基盤技術は、世界トップレ

ベルの成果を挙げており、高く評価できる。プロジェクトリーダーのもと産

学官の特長に応じた分担体制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評価できる。その上で、今後予想される

デバイスサイズの縮小での問題点の早めの検討が望まれる。スピン新機能素

子設計技術は、新しい技術的進展が見られ、所期の成果を達成したと評価で

きる。しかし、そのうちスピン光機能素子やスピン能動素子等については実

用化への方向性や競合技術に対する利点が不明確な部分がある。 

・本事業の技術領域は世界のライバルの追随もあり、テクノロジー及び開発

スピードで、世界トップの地位を維持できるように今後の開発を期待する。

 

・スピンRAM基盤技術は、国際的に激しい競争を繰り広げている分野なので、

本成果の優位性を保ち続けるための支援を加速して頂きたい。特に、バラツ

キを含めたLSIとしての完成度には若干の不安が残る。実用化へ向けては、バ

ラツキを含めた信頼性評価が重要となる。 

 

・磁壁応用デバイスに関しては、不揮発デバイスとしての基本特性の評価を

充実させ、評価結果にしたがって研究開発方針を柔軟に見直すべきである。

磁壁ストレージ、スピン光機能素子とスピン能動素子については、やや成果

が不明確な部分がある。しかしながら、次世代の新しいスピン機能デバイス

開発は息の長い研究開発であることを認識して、長期的視野に立った研究開

発の推進が望まれる。 

 
 
 
 
 

・スピンRAMは、実用化で先んじることが重要なため、70nm世代での実用化を目指し、CMOS

トランジスタと整合するTMR素子の開発を優先して実施すると共に、デバイスサイズ微細

化時の課題検討はシミュレーションを活用し実施する。 

 スピン能動素子開発に関しては、企業との連携を視野に入れながら進め、企業が実用

化へ向けた研究開発の必要性を早期に判断できるよう、引き続き基本動作の実証に注力

する。この過程で、既存の競合技術との比較を行い、その特徴を明確化し実用化への方

向性も明らかにする。スピン光機能素子に関しては、現在までに得られた知見から、実

用化にはさらに基礎的な研究開発が必要であることが判明したため、平成20年度末をも

って収束する。（スピン光機能素子について、基本計画に反映。） 

 

 

 

 

・スピン RAM を先行して実用化するために、開発体制を「高速読み書き TMR 素子」の開

発と、「CMOS 回路と整合する TMR 素子」開発の 2 本柱として強化し、プロジェクト内で

の運用の効率化、重点化などにより、既に加速資金により取り組み中の TMR 素子特性ば

らつきの課題解決を含め、研究開発の加速を図る。（２１年度実施計画に反映。） 

 

・磁壁応用デバイス（磁壁移動メモリ、ストレージデバイス）については、デバイス動

作の基本特性として、データ保持特性と安定な磁壁移動現象の確認に注力していく。ま

た、実用化を目指す企業を中心とした体制確立により、 終製品をイメージした目標策

定など、出口イメージを踏まえた柔軟な開発方針による運営を可能とする。（２１年度

実施方針に反映。） 

・スピン光機能素子は、H20年度末までに基本動作（読み書き）実証を行い、成果の位置

付けを明確にする。また、スピン能動素子は、 終目標である増幅動作をもつ三端子素

子の実証を行い、その回路応用への道筋を明確にして、実用化へつなげる。（光機能素

子について、基本計画に反映。他は、事業原簿に記載済み。） 

計画を一

部変更し

実施 

2.7 2.6 2.9 2.3 

 

平成２１年２月１８日

企画調整部、研究評価広報部、関連各技術開発部

平成２０年度プロジェクト中間評価結果反映 概要 

第２０回研究評価委員会 

資料 5（別紙） 
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2 

三次元光デバ

イス高効率製

造技術 

ナノテ

クノロ

ジー・

材料技

術開発

部 

・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。 

・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。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。 

・実際の光集積回路の作製に当たっては光スイッチなどのアクティブ素子を

組み込む必要があり、その作製に求められる技術はローパスフィルタ等に求

められる技術よりもかなりの困難さが要求されると予想できる。ホログラフ

ィック加工の研究開発と並行してその他の要素技術の開発も重要と考える。

(基礎的・基盤的研究開発)

 

 

 

 

 

・ご指摘の通り、基礎的知見の探求をすすめ、得られた知見をデバイスに繋げるという

コンセプトでローパスフィルタや導波路などの技術開発をおこなっているところであ

り、デバイスの具体的な実用化開発は本プロジェクトの範囲外であることを認識し、引

き続き研究を推進していく。 

・光集積回路の中で も重要な基本回路である光導波路等に目標を絞り込んで実施して

いるところであり、 終目標の達成に向けて推進していく中で、必要に応じてその他の

技術の開発についても検討していく。 

 

 

概ね、現

行どおり

実施 

2.7 2.1 2.6 1.9 

3 

マグネシウム

鍛造部材技術

開発プロジェ

クト 

ナノテ

クノロ

ジー・

材料技

術開発

部 

・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。 

・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。

・また、鍛造部品の評価・解析・データ集積、微細組織と変形機構との関連

性解明では、単純な変形様式下での組織変化に及ぼす温度、歪み、歪み速度

の影響に関する知見を元に、複雑な変形状態を伴う鍛造加工品に生じる組織

や特性の不均一分布を解析し、工程の 適化や製品品質の向上に結びつける

ような実際の鍛造に適用できるような加工条件の 適化の追求が望まれる。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・研究機関、素材メーカー、加工メーカー相互のワーキンググループ活動を、これまで

の通算で30回実施しているところ。さらに上記の3者のテーマ内容の相互連携を強化する

ため、サブプロジェクトリーダを研究開発現場により近い位置にある者に変更し、より

指導力の発揮できる体制にする。 

・モデル部材（AZ61、AZ80、ZK60A、ACM522 他数種）については、ご指摘の視点から詳

細なデータを取得し解析しているところ。引き続きデータを充実させ鍛造部材組織と機

械的特性との関係を明らかにすることで、実際の鍛造に適応できる 適化を行う。 

概ね、現

行どおり

実施 

2.6 2.1 2.1 2.1 
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4 

先端機能発現

型新構造繊維

部材基盤技術

の開発 

ナノテ

クノロ

ジー・

材料技

術開発

部 

・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。 

・部材や製品の普及に向けて、実用化、事業化の可能性の高いテーマに予算

を集中的に投下するといった検討をするなど、本分野の日本の優位性をプロ

ジェクトの後半部分で是非、達成して欲しい。 

・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。 

 

・ナノファイバーには非常に広い応用分野が開けていると考えられるので、

もう少し幅を広げることも視野に入れることが望ましい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ナノファイバーの大量生産化に向けた革新的技術を開発するという成果を受けて、本

分野の日本の優位性を確立すべくナノファイバーの高機能化技術の加速を行う。 

 

・事業者間の情報共有を行うため、ナノファイバー運営委員会、電界紡糸グループ会、

ナノ溶融分散紡糸グループ会を開催し連携を強化するとともに、ナノファイバー学会が

設立（平成20年12月）されたことから、本学会を活用し知識の蓄積と技術の有効活用を

通して、オールジャパンで推進していく。 

・ナノファイバーの研究の進展にともない、新たな応用の可能性についても引き続き整

理していく。 

テーマの

一部を加

速し実施 

2.6 2.0 2.4 2.0 

5 
糖鎖機能活用

技術開発 

バイオ

テクノ

ロジ

ー・医

療技術

開発部 

・ポストゲノム時代の研究開発目標の一つである本糖鎖研究分野は、世界の

中で我が国が優位に立っている。疾患特に癌領域においてタンパク質の糖鎖

修飾は生体内で重要な役割を果たしており、糖鎖の構造と機能の体系的な研

究および糖鎖抗原の大量生産は発展的な研究であり、実用化を念頭に研究を

推進していくことは非常に重要である。わが国を代表する研究者をリーダー

とする国内 大規模の糖鎖研究組織で、4つのテーマにおいて、研究目標、研

究手段、研究成果の応用についてプランを実に上手く立てて、新規性に富ん

だ知見や世界トップレベルの研究成果が多く得られている。 

・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。

ただ、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。 

・特許について、重要分野は、複数の関連特許で防衛する特許網構築により

プロジェクト全体をみた特許戦略が必要である。研究成果を産業応用するた

めに、アカデミアから企業への成果の橋渡しをより強力に推し進めていただ

きたい。 

 

(基礎的・基盤的研究開発)

 

 

 

 

 

 

 

 

・医学・生物学と化学・理工学的アプローチを行う両グループの関連性を明確にし、プ

ロジェクト前半の成果をふまえ、双方のアプローチに共通する部分を整理し、主に開発

成果の医学生物学・臨床的な意義の視点から双方のグループの持つ情報の共有化により

実用化を加速する。→平成21年度実施方針に反映 

 

・各G毎にパテントマップを見直して、特許戦略を再構築する。また、NEDO主導で、関連

部署（NEDO、委託先、関連企業知財部）と密接に相談を行いながら、有効、かつ、迅速

に進めていく。→平成21年度実施方針に反映 

概ね、現

行どおり

実施 

2.9 2.1 2.6 1.7 
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6 
新機能抗体創

製技術開発 

バイオ

テクノ

ロジ

ー・医

療技術

開発部 

・本事業は、我が国の抗体医薬の国際競争力をリードしようとするものであ

り、医薬品産業、生命科学産業の発展に貢献する重要なテーマである。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。 

・一方で、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。

 

・また、国内外の抗体医薬の開発と関連の知的財産など周辺状況も踏まえて

プロジェクトを推進し、知財に配慮しつつ成果をより積極的に公開すること

が望まれる。 

 

(基礎的・基盤的研究開発)

 

 

 

 

 

 

 

 

・抗体創製技術開発チームの人工抗体等を分離精製技術開発チームの精製技術で精製す

る等の検討の一部を開始した。また、治療用抗体と診断用抗体の市場動向を踏まえ、今

後の重点領域を検討し、事業内容の絞り込みを行う。→すでに着手済み。平成21年度実

施計画書に反映。 

・現在治療法のない難治性癌を主なターゲットとして、知財を織り込んだ戦略により研

究開発を進め、効果的な知財を取るべく出願を行っている。また、事業終了後に、知的

財産上、有効なものについて参加企業以外の企業に提供することを考慮していく。 

概ね、現

行どおり

実施 

2.9 2.6 2.3 2.1 

7 

微生物機能を

活用した高度

製造基盤技術

開発 

バイオ

テクノ

ロジ

ー・医

療技術

開発部 

・本プロジェクトは、我が国が伝統的に得意としてきた領域での微生物機能

を活用した有用物質生産技術の研究開発であり、環境保全、バイオ燃料、資

源の利活用の観点から意義深い。また、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。 

・しかし、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。 

・実用化するための目標値に対して、どの程度進捗したかの達成度（％）と

して示すべきである。 

(基礎的・基盤的研究開発)

 

 

 

 

 

 

 

 

・グループ間で有用な遺伝子と機能の情報を共有化し、プロジェクトとしての統合的な

目標を設定し各グループを連携させるべく、研究者間レベルの合同研究開発委員会及び

PL・SPLクラスのテーマ検討会を開催する。→平成21年度実施方針へ反映 

 

・研究成果の達成度を測る尺度、方法を検討する場を設け、実用化に近い技術に関して

は、実用化レベルの基準を設定し、その達成度を数値化する。→平成21年度実施計画へ

反映 

概ね、現

行どおり

実施 

2.6 1.9 2.3 2.0 
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8 

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 

バイオ

テクノ

ロジ

ー・医

療技術

開発部 

・ゲノム創薬の中でもタンパク質－タンパク質相互作用を標的とする試みは

極めて挑戦的であり、基礎生命科学のタンパク質－タンパク質相互作用デー

タベースの構築には極めて有効である。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。 

・しかしながら、各個別研究の中に光るものがある一方、全体の有機的連携

と個別テーマ間の連携が希薄であり、総花的である。本プロジェクトの存在

意義は、企業では実施困難な基盤研究であり、実施する化合物スクリーニン

グ等はタンパク質ネットワークの機能解析の一環として実施される範疇であ

る。新薬の種探しは深入りすることは避けるべきである。 

 

 

・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。 

・本研究では大きな成果が出るタンパク質―タンパク質相互作用データベー

ス、天然化合物ライブラリーは速やかに、国内の産学に提供し、普及・汎用

化に努めるとともに、プロジェクト終了後も常に活用できることが望まれる。

・提案されている立体構造ペプチドライブラリーはその数がかなり限定的で

あり、十分な多様性を持つか不明である。 

・マイクロアレイ解析では、具体的なデータが出ていない。また、マイクロ

アレイ法はデファクトが存在し普遍技術になってしまっている。例え精度・

感度が高いものがあっても普遍化されている領域では技術導出できない。 

 

・マイクロサテライト技術は過去の技術になりつつあり、マイクロサテライ

ト解析を継続加速する意義は既に薄れているが、既に同定されている標的の

実用化部分に絞った研究が望まれる。 

(基礎的・基盤的研究開発)

 

 

 

・タンパク質―タンパク質の相互作用を創薬ターゲットとする新たな作用機序に基づく

医薬品の開発を進めるために必要な基盤技術の開発は、企業で実施困難なチャレンジン

グな課題である。前半３年間では、技術の可能性を見極めることを目的として試行的に

実施してきた開発項目について、その進捗状況を良く精査し、プロジェクト後半に向け、

成果に応じた絞り込みを行い、開発体制の再構築を行う。 

また、推進体制強化の一環として、情報共有の徹底と連携の強化のため、コアとなる開

発項目毎に SPL（５名）を新たに配置し、PL、SPL 及び NEDO をメンバーとする定期的な

進捗連絡会議の開催を既に H 20 年 9月から実施するとともに、プロジェクトの開発方針

についてこれまで以上に NEDO が積極的に関与すべく対応を実施している。→既に着手済

み。基本計画へ反映。 

・ターゲットを癌等疾患に限定したタンパク質-タンパク質相互作用解析を中心に絞り込

み、その基盤技術開発に重点を置き推進する。→平成 21 年度実施方針へ反映。 

・国際競争力の観点から、プロジェクト終了後にデータベースやライブラリー公開のた

め、管理のあり方や公開ルールをプロジェクト期間内に検討する。 

 

・計算シミュレーションを行う in silico チームと連携して、今年度中にその妥当性を

検証する。これにより、来年度継続か終了か判断する。 

・本テーマはＰＪ内で下流に位置するものであり、上流のターゲット選びやスクリーニ

ング系の構築に時間がかかり、精度の高い本アレイシステムでの毒性評価まで進められ

なかった。本テーマでは来年度以降中止するが、別事業(ＴＲ)で実施の可能性を探る。

→基本計画へ反映。 

・細胞系等の評価を進める予定であるが、次年度以降、絞り込んだ化合物の活性の有無

によって、マイクロサテライト解析技術を用いたターゲット選択の良し悪しの評価を行

い、継続可否の判断を行う計画である。 

中止また

は抜本的

な改善 

2.3 1.0 2.0 1.1 

9 
染色体解析技

術開発 

バイオ

テクノ

ロジ

ー・医

療技術

開発部 

・本プロジェクトは、バクテリア人工染色体アレイを用いて染色体異常を解

析する技術を開発することにより、個別化医療の実現に寄与することを目的

としており、公共性が高く、民間のみでの実施が困難な内容であることから、

NEDOによる実施の意義は大きく評価できる。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。

・一方で、個別化医療の実現を目指し、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である。 

(基礎的・基盤的研究開発)

 

 

 

 

 

 

・両チームの研究開発も一応の目処がついてきたので、秘密保持下で、両チームのシナ

ジー効果を発揮するため進捗等情報交換を実施する計画である。→H21年度実施計画書に

反映。 

 

概ね、現

行どおり

実施 

2.8 2.3 2.5 2.3 
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10 

環境適応型高

性能小型航空

機研究開発 

機械シ

ステム

技術開

発部 

・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。難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。 

・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。 

(基礎的・基盤的研究開発)

 

 

 

 

 

 

・Ｈ18中間評価の指摘を踏まえ、既に国内航空会社と積極的に交流を図っている。 

・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についての提言は、

本プロジェクト外で実施者が対応中であり、今後も対応予定であることを実施者に確認

済み。 

概ね、現

行どおり

実施 

3.0 2.1 2.4 2.4 

11 

ナノ粒子物性

評価手法の研

究開発 

環境技

術開発

部 

・本事業は科学的、産業育成戦略的、世界的に重要なテーマである工業用ナ

ノ粒子の安全性評価研究であり、社会的ニーズも高い。工業ナノ粒子のリス

クを評価するにあたり、キャラクタリゼーションの手法開発と有害性評価と

を結びつけ、多くの知見を得ており、ここまでの成果は中間評価として高く

評価できる。 

・実使用下での暴露と有害性評価試験を結びつける時の考え方を整理し明確

にする点、ナノ粒子の特性を変数として捉えた有害性評価の知見を蓄積する

点、安全性に関するエビデンス構築に関する部分と、得られたエビデンスに

基づきリスクを評価・管理する部分について、それぞれの位置付けならびに

相互の関係を明確化する点、などの検討が望まれる。 

・解決すべき課題や対象物質が多岐に渡ることを考慮に入れ、実施体制の拡

充や迅速化が必要と考えられる。また、他の研究機関等のナノ粒子に関する

研究成果発表等に応じ臨機応変に対処できるようにすることが必要と考えら

れる。 

・他省庁の類似のプロジェクトとの連携を一層深め、JIS 化、標準化に本事

業の成果が盛り込まれるような一層の努力を期待する。また、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

層の社会への還元を期待する。 

・どのような手段であれば社会一般に安全情報を正確にかつ効率的に提供で

きるのかを検討する社会受容性研究とリスク管理に関する提言に関し、具体

的な計画を明示し取り組むことが望まれる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・今後、実使用下での暴露と有害性評価試験の暴露条件を結び付けるときの考え方を整

理し明確にする点に十分に留意し、リスク評価書を作成する。また、粒子状態を押さえ

ながら有害性評価データを蓄積し、将来のプロジェクト等につなげていく。更に、成果

の論文化とそれを元にしたリスク評価書としての総合的な取りまとめにおいて、関連課

題担当者の協働した取組をより一層進めることとする。 

・研究テーマの重点化と機能的人員配置に努力してきた結果、種々の研究成果が出つつ

あるところ。当面、当初計画の各研究開発項目を的確に実施し、着実に成果を出すこと

に注力する。また、これまで同様、研究開発動向の常なる把握と 新情報の各分担での

共有に努め、必要であれば研究開発項目や目標値等の見直しを弾力的に行う。 

・他府省との連携は、内閣府の連携施策群の活動に協力することで進める。一方、本事

業の成果の早急な論文化・公表を進め、それを元にOECD・ISO・学会等での活動を通し、

研究成果が社会に還元されるよう、情報発信を進める。 

 

・一般市民に情報を正しく伝えるには、どのような形でなければならないかについて十

分考えた上で、年度ごとの具体的な計画を明示し、それに取り組んでいく。 

計画を一

部変更し

実施 

3.0 2.7 2.3 2.0 
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12 
水素先端科学

基礎研究事業 

燃料電

池・水

素技術

開発部 

・気候変動問題に加えて、化石資源の枯渇とそれに伴うエネルギー安全保障

の確保が重要な課題となるなかで、水素利用の道を切り開くことは非常に重

要である。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、今後、高圧水素雰囲気における動的材料特性が得られる

のは世界的に見ても当該プロジェクトのみとなり、プロジェクトの存在意義

はきわめて高い。さらに、水素研究の設備として世界に通用する可能性を秘

めた 良の設備と環境による研究が実施されており、ここから得られる結果

には期待が持てる。 

・一方、事業全体としてのパフォーマンスをさらに高めるため、各個別テー

マチーム同士の連携をさらに密にすることや、他のNEDO事業及び事業外の研

究者等との交流や討論等が必要である。また、若手研究者の育成も重要であ

る。 

・気候変動問題やエネルギー・資源問題の状況の深刻さを考えると、研究は

さらに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

図って頂きたい。 

・なお、実用化に際し再試験が必要になる等の不都合を防ぐため、検討対象

の材料の選択、検討条件の設定については十分ユーザーの意見を聞いて行う

ことが望まれる。また、水素挙動シミュレーション研究への取り組みは更に

強化すべきである。 

(基礎的・基盤的研究開発)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・全体としての成果を高めるため、各チーム間の連絡会を開催する。また他 NEDO 事業の

委員会等への相互出席を引続き実施すると共に、他の研究者との交流や討論の場として

は水素先端世界フォーラムを引続き開催する。NEDO 共催セミナーとして大学院生等を対

象にサマースクール形式で「高度人材育成コース」を実施する等、近い将来を担う産業

界若手技術者等の人材育成活動は既に実施しているところ、今後も引続き適切に実施し

ていく。 

・内外の技術開発動向を踏まえ、水素製造・貯蔵・輸送技術開発事業等、他の NEDO 事業

を含めて、実用的目標の具体化を推進し、必要に応じて当プロジェクト内の優先順位を

見直すことによりプロジェクトの効率的な運営を図っていく。 

 

 

・ユーザー意見の取り込みについては、現在も自工会等の業界団体と定期的に情報交換

を実施してニーズを取り込んでいるところ、今後も引き続きユーザー意見の取り込みに

努める。水素挙動シミュレーションについては、他チームとの連携や他のシミュレーシ

ョンチームとの結果の統合に関しても実施計画書に記載済であり、その重要性は十分認

識しているところ、今後も連絡会等で他の研究チームとの連携をより密にすると共に、

他のシミュレーションの専門化とも意見交換を行い、異分野の水素研究者との連携も視

野に入れて研究の促進を図る。（シミュレーションについて、平成21年度実施方針に反

映。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

概ね、現

行どおり

実施 

2.7 1.7 1.6 1.7 
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13 

新利用形態燃

料電池標準化

等技術開発 

燃料電

池・水

素技術

開発部 

・自動車、定置用以外の新規利用形態の拡大や使用環境の広がりによる社会

への早期浸透は、燃料電池開発、実用化の促進に向けて重要なテーマである。

 

・「標準化研究開発」は、IEC/TC105の性能に関する国際規格成立など大きな

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ことは評価でき

る。今後は、それが実効を持つようにさらに国際的な主導権の確保に努める

と共に、コストを下げる手段としての標準化を追及することが望まれる。 

 

・「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、20年度中の達成見込みで、助成先の積極的な取り組みがな

されている。但し、新規用途への燃料電池導入のメリットと、事業化へ向け

ての目標値(市場規模/目標コスト/目標寿命)はさらに明確にする必要があ

る。また、実用化に際しての受け皿としての社会基盤の整備や市場評価につ

いても、さらに詳細な検討が必要である。性能向上は、大きなイノベーショ

ンを含まなければ、実際の社会で役立つ形にならないので、小型化はさらに

進め、ポータブル型はさらに軽量化を図る等、質の異なるレベルへの飛躍を

期待する。 

 

 

 

 

・「標準化研究開発」については、安全性を担保しながらコストアップを抑えるような

標準化及び基準化の視点も踏まえて、今後は既存の他の事業の中で取り組んでいく。 

 

 

 

・「性能特性向上研究開発」の5テーマについては、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(1テーマは平成19年度に終了、3テーマは平成20年度中に

終目標達成見込み、1テーマは基礎に立ち返った研究が必要)。 

・今年度中に 終目標をほぼ達成見込みの4テーマ（終了済を含む）については、今年度

で各テーマを終了し、来年度からは各企業における実証試験および実用化開発の段階に

移行できるようにする。事業化に向けての各目標値は、各テーマの事業化シナリオの中

で設定しているところであるが、今後の更に詳細な検討については、社会基盤整備、市

場評価等も含めて、本事業の成果を活用する各事業者に委ねる。 

・残りの1テーマ（パーソナル機器のコードレス化を実現する燃料電池技術の開発）につ

いては、白金価格の急激な値上がり等、事業の前提となる情勢が大きく変化しており、

新たな目標を再設定すると共に基礎に立ち返った研究開発が必要となった。残り2ヵ年で

は実用化の課題を達成することは困難と判断されることから本テーマは本年度で終了と

し、今後は企業にて基礎に立ち返った研究開発を進める。 

・NEDOとしては課題設定型産業技術開発費助成金交付規程に基づく企業化状況報告書及

び追跡調査・評価・産業財産権等の取得状況及び事業化状況調査等により経過をフォロ

ーする。 

 

中止また

は抜本的

な改善 

3.0 1.8 2.0 1.5 

 
 


