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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 

 

 

平成２１年３月２７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。このうち、２５件（中間評価１７

件、事後評価８件）については、第１９回研究評価委員会にて中間報告として報告済み。今

回は残り１６件【中間評価５件、事後評価１１件】の評価について報告。 

（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

おいてプロジェクトの拡大・変更・縮小・中止等、今後の運営に反映する。 

（３）事後評価結果も含めて得られた教訓等は、今後の研究開発マネジメント、当該プロジェクト

の今後の運営に反映し、マネジメントの高度化に資する。 

 

２． 中間評価結果について 

（１）得点分布と評価結果の反映 

今回報告する５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。 
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※表中の数字は表２の整理番号 

◆：今回報告対象のプロジェクト 
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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 

18 

系統連系円滑化蓄電システム技術開発 

 

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。 

 

2002-2010（2006-2007 3,400 百万円） 

 

実施者：＜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 

 

【評点結果】 【3.0】【2.3】【2.3】【1.9】 

 

【肯定的内容】 

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。 

 

【主な改善点、提言等】 

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。 

19 

次世代プロセスフレンドリー設計技術開発 

 
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 

 

2006-2010（2006-2007 1,700 百万円） 

 

実施者：＜助成先＞(株)半導体理工学研究センター

（株主会社 10 社：富士通マイクロエレクトロニクス

（株）、ＮＥＣ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 

 

【評点結果】 【2.7】【2.0】【2.3】【2.3】 

 

【肯定的内容】 

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。 

 

【主な改善点、提言等】 

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。 
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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 

20 

高機能簡易型有害性評価手法の開発 

 

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。 

 

2006-2010（2006-2007 800 百万円） 

 

実施者：＜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 

＜助成先＞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 

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

 

【評点結果】 【2.9】【2.3】【2.3】【1.7】 

 

【肯定的内容】 

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。 

 

【主な改善点、提言等】 

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｡ 

 

21 

次世代半導体材料･プロセス基盤（MIRAI）プロジェクト 

（うち、研究開発項目④「次世代マスク基盤技術開発」に

ついて） 

 

高機能 LSI の実現に不可欠な半導体構造の微細化に

対応できる半導体デバイス・プロセス基盤技術を平成 22

年度までに確立することを目的として、hp32nm 以細の

EUV リソグラフィに用いられる EUV マスクについて、高精

度･低欠陥のマスクおよびブランクス技術、マスクパター

ンの欠陥検査･修正技術、マスクのハンドリング技術の

開発を行い、EUV マスクの総合的技術を確立する。 

 

2001-2010（2001-2007 33,800 百万円） 

（うち、④について、2006-2008（2006-2007 7,870 百万

円） 

 
実施者（④にかかる）：＜委託先＞（株）半導体先端テク

ノロジーズ（参加企業 10 社：富士通マイクロエレク

トロニクス（株）、NECエレクトロニクス（株）、（株）ル

ネサステクノロジ、（株）東芝、凸版印刷（株）、大日

本印刷（株）、HOYA（株）、キヤノン（株）、（株）ニコ

ン、大日本スクリーン製造（株） 

  ＜再委託先＞兵庫県立大学、九州工業大学 

PL：（株）半導体先端テクノロジーズ 社長 渡辺久恒 

 

【評点結果】 【2.8】【2.1】【2.5】【1.8】 

 

【肯定的内容】 

少数の研究者（15 名程度）であるにも拘わらず、世界

高性能である線幅 26nm の孤立・密集パターンの同時

形成、マスク・マスクブランクス内の高さ 1.5nm、大きさ

60nm の欠陥を走査検出可能な新原理欠陥検出法の開

発、汚染物質に関わる多くの知見とそのクリーニング方

法、搬送方法などに関し多くの研究開発成果を着実にあ

げ、順調に研究開発が進んでいることから、中間目標で

ある hp45nm に対応する技術は目標を達成できる見通し

であると判断する。 

 

【主な改善点、提言等】 

今後に向けては、リソースを集中すべき研究開発項

目を今一度精査すべきである。また、EUV 露光技術の

出番は hp22nm 以細になると思われることから、本プ

ロジェクトの成果を基に必要な課題を洗い出し、必要

なものについては、加速資金等の投入も積極的に行う

べきと考える。 
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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 

22 

低損失オプティカル新機能部材技術開発 

動作原理に近接場光を用いる低損失オプティカル新

機能部材の基盤技術、材料･加工技術、光学特性評価

技術の開発を行うことを目的として、①近接場相互作用

の数値解析シミュレーション技術、部材作製技術などの

基盤技術研究開発②「ナノ構造を用いた偏光制御部材

研究開発」を行う。 

 

2006-2010（2006-2007 1,520 百万円） 

 

実施者：＜委託先＞（財）光産業技術振興協会（コニカ

ミノルタオプト（株）、（株）日立、（株）リコー、（株）

東芝、日立マクセル(株)、パイオニア（株）） 

＜共同実施先＞東京大学、東京工業大学、東京

工業高等専門学校 

 

PL：東京大学大学院 工学系研究科 教授 大津元一 

 

【評点結果】 【3.0】【2.3】【2.7】【2.1】 

 

【肯定的内容】 

中間目標は、ほぼ達成されており、偏光素子の光学

損失が原理的に 50%を超えているなど世界初もしく

は世界最高水準の成果を得ていることから、最終段階

で予想以上の成果をあげる事業となることが期待さ

れる。 

 

【主な改善点、提言等】 

実用化主体である偏光制御部材の研究開発は、今後

の実用化、事業化の可否をより精査できる技術成果を

求め、技術の可能性見極めを加速すべきと考える。 

基礎研究主体の光論理ゲートの研究開発は、目標設

定、実用化・市場化の設定から判断してやや異質であ

るので、より短期的展望と長期的展望に立った事業展

開を意識し、常に進め方を見直すとともに今後の新技

術の新たな発見や展開を期待したい。 
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３．事後評価結果について 

（１）合否等の判定 
今回報告する事後評価プロジェクト１１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、

５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。 
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◆：今回報告対象のプロジェクト 

※表中の数字は表４の整理番号 
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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 

9 

極端紫外線(EUV)露光システム開発プロジェクト 

 

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。 

 

2002-2007(12,400 百万円) 

 

実施者：＜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） 

 

【評点結果】 【2.7】【2.4】【2.6】【1.6】 

【3.0】【2.8】【2.6】【2.1】（FY17 中間評価） 

 

【肯定的内容】 

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。 

 

【主な改善点、提言等】 

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。 
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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 

水素安全利用等基盤技術開発 

 

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。 

 

2003-2007(11,700 百万円) 

 

実施者：(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 

 

【評点結果】 【3.0】【2.0】【2.4】【1.6】 

【2.9】【1.8】【2.0】【2.0】（FY17 中間評価） 

 

【肯定的内容】 

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。 

 

【主な改善点、提言等】 

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である。

また、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。 
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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 

11 

固体酸化物形燃料電池システム技術開発 

 

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。 

 

2004-2007(8,400 百万円) 

 

実施者：＜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 

 

【評点結果】 【2.9】【2.1】【2.0】【1.5】 

 

【肯定的内容】 

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。 

 

【主な改善点、提言等】 

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。 

 

 

12 

超電導応用基盤技術研究開発(第Ⅱ期) 

 

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） 

 

2003-2007(17,000 百万円) 

 

実施者：＜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 

 

【評点結果】 【3.0】【2.6】【2.9】【2.0】 

【3.0】【2.6】【2.9】【2.0】（FY17 中間評価） 

 

【肯定的内容】 

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 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。 

 

【主な改善点、提言等】 

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。 

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。 
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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 

13 

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 

 

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「所望のサイズの

単結晶領域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。 

 

2005-2007(1,600 百万円) 

実施者：＜助成先＞(株)液晶先端技術開発センター

（株主会社８社：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 

 

【評点結果】 【2.3】【2.1】【2.1】【1.3】 

 

【肯定的内容】 

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最

先端の基盤技術開発が進められたと評価できる。 

 

【主な改善点、提言等】 

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、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。速やかに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。 

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。 

14 

自動車軽量化炭素繊維強化複合材料の研究開発 

 

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。 

 

2003-2007(2,100 百万円) 

 

実施者：＜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 

【評点結果】 【3.0】【2.4】【2.7】【2.3】 

【3.0】【2.3】【2.2】【2.3】（FY17 中間評価） 

 

【肯定的内容】 

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。 

 

【主な改善点、提言等】 

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。 
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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 

次世代 DDS 型悪性腫瘍治療システムの研究開発事業/

中性子捕捉療法（BNCT） 

 

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。 

 

2005-2007(2,100 百万円) 

 

実施者：＜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、（独）日本原子力研究開発機構 

PL：筑波大学大学院 教授 松村 明 

 

【評点結果】 【2.7】【1.9】【1.9】【1.4】 

 

【肯定的内容】 

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。 

【主な改善点、提言等】 

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。 

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。 

 

16 

高温鉛はんだ代替技術開発 

 

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。 

 

2005-2007(600 百万円) 

 

実施者：＜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 

 

【評点結果】 【3.0】【1.8】【2.0】【1.6】 

 

【肯定的内容】 

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。 

 

【主な改善点、提言等】  

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。 
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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 

17 

人間支援型ロボット実用化基盤技術開発 

 

福祉介護分野を対象として，開発初期段階から介護

施設，病院などのユーザーの意見を取り入れ，ロボット

に対する現実のニーズに即した技術開発及びロボット開

発を行うことを目的として、特定の環境下において一定

程度継続的に人と接触して動作する①リハビリの支援，

②自立動作の支援及び③介護動作の支援を行うロボッ

ト及びその実用化技術を開発し，ユーザーなどによる実

証試験を行う。 

 

2005-2007(2,620 百万円) 

実施者：＜委託先＞（財）にいがた産業創造機構、

（株）日立製作所、（財）新産業創造研究機構、

（株）丸富精工、アスカ（株）、セコム（株）、筑波大

学、ＴＯＴＯ（株）、川田工業（株）、（独）産業技術

総合研究所 

＜再委託先＞新潟県工業技術総合研究所、長

岡技術科学大学、新潟県立看護大、九州大学病

院、東京老人総合研究所、大阪電気通信大学、

兵庫県立総合リハビリテーションセンター、神戸

学院大学、大阪大学、橋本義肢製作（株）、ビー

エルオートテック（株）、奈良先端科学技術大学院

大学、アクティブリンク（株）、（資）ベストビジョン、

藤田保険衛生大学、豊橋技術科学大学、（株）テ

ィムス、名古屋大学、理化学研究所、愛知県立芸

術大学、横浜市総合リハビリテーションセンター、

財団大和会武蔵村山病院、（有）NIDO インダスト

リアルデザイン事務所、茨城県立医療大学、国立

病院機構新潟病院、東洋大学、（独）産業安全研

究所 

＜共同研究先＞長岡技術科学大学、新潟大学、

早稲田大学、九州大学、九州大学病院、（株）ダ

イニチ、岐阜大学、岐阜赤十字病院、岐阜中央病

院、CYBERDYNE（株）、社会医学技術学院、茨城

県立医療大学 

＜外部協力機関＞（株）ニチイ学館、東京電機大

学、千葉大学、筑波園、みずのべ苑 

 

PL：早稲田大学 理工学術院 創造理工学部 

教授 藤江正克 

 

【評点結果】 【2.9】【1.9】【2.1】【1.6】 

 

【肯定的内容】 

実際のユーザーを初期の段階から研究開発の中に取

り込んだ、ユニークなプロジェクトであり、安全性や倫理

の課題にも積極的に取り組み、実用性を重視したプロジ

ェクトとして成果を挙げている。技術開発に関しても、十

分成果をあげていると評価する。 

 

 

【主な改善点、提言等】 

プロジェクト期間が３年と短かったため、実現した

ロボットを検証する期間が十分に取れなかった課題

もある。５年の期間があれば、十分な検証が可能であ

り、技術開発の成果だけでなく、実用化への見通しも

明らかになったと考える。 

このプロジェクトでの知見を活かし、成果を真にビジネ

スに導くためのプロジェクトを新しく立てて欲しい。また、

成果の普及では、ロボット導入の意欲を高めたり、使用

への意欲を高めるための方策を工夫していく必要があ

る。 
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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 

18 

超電導電力ネットワーク制御技術開発 

 

超電導電力貯蔵（ＳＭＥＳ）技術、超電導フライホイール

システム技術を活用した電力ネットワーク制御技術の開

発・検証を行い、電力ネットワークの安定化を図る。 

 

2004-2007(6,390 百万円) 

 

 

実施者：＜委託先＞中部電力（株）、九州電力（株）、

（財）国際超電導産業技術研究センター、東海旅

客鉄道(株) 

＜再委託先＞（財）電力中央研究所 

＜共同実施先＞核融合科学研究所、鹿児島大

学、九州大学、京都大学、東北大学、名古屋大

学、日本大学、早稲田大学、核融合科学研究

所、東京大学 

 

PL：中部電力(株) 長屋重夫、東海旅客鉄道（株） 

中島洋 

 

【評点結果】 【2.8】【2.3】【2.6】【1.6】 

 

【肯定的内容】 

産官学が連携して取り組み、SMES に関しては、超電

導コイルや大容量変換器の低コスト化、長寿命のパルス

管冷却システム、電流リードの高耐電圧化の開発などが

達成されたこと等特筆すべき成果があがっている。フラ

イホイールについても、従来機と比較して大幅なコスト削

減の見通しを得たこと、500 回以上の電力の入出力を実

証した点は評価できる。 

 

【主な改善点、提言等】 

Y 系超電導線材および Y 系以外の超電導線材開発の

動向の把握とコイル技術の向上、信頼性・経済性の向上

を図り、より効率的な開発の推進をして早期の実用化を

させる。 

19 

石炭利用次世代技術開発調査 -ハイパーコール利用高

効率燃料技術の開発 

 

逼迫する石炭灰処理問題の解決及び CO2 排出量削

減を目的として、微粉炭火力以上の高効率発電システム

を開発するために、石炭中の灰分を高度に除去する技

術（「ハイパーコール」）開発及び燃焼、ハンドリング評

価、用途開発等を実施した。 

 

2002-2007(2,030 百万円) 

 

 

実施者：＜委託先＞(株)神戸製鋼所、(独)産業技術総

合研究所、(財)石炭エネルギーセンター 

＜再委託先＞京都大学、九州大学、岐阜大学 

 

PL：(独)産業技術総合研究所 斎藤郁夫 

 

【評点結果】 【2.4】【2.0】【2.1】【1.6】 

【2.6】【1.7】【2.0】【1.4】（FY16 中間評価） 

 

【肯定的内容】 

製造技術とこれに関する基礎研究のレベルは極めて

高く評価できる。コークス製造用途への利用では、適性

や経済性に優れる見通しが得られており、ハイパーコー

ルの大きな意義を見出すことができた。 

 

【主な改善点、提言等】 

本開発はガスタービン直接燃焼利用の高効率コンバ

インドシステムを目指したものであったが、このシステム

の概念設計が十分なされておらず、その技術課題の全

体像を示すとともに、近年進歩の著しい他のＣＣＴに対す

る優位性を明確にすべきであった。 

パイロット規模から実用化で検証していくことが重要で

ある。また山元から利用先までを考えた高効率で 適な

全体システムを構築することが望まれる。 
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（３） 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、④ＮＥＤＯ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 - ○ - - ○ 

９ 極端紫外線(EUV)露光システム開発プロジェクト 優良 ○ ○ ○ ○ ○ 

１０ 水素安全利用等基盤技術開発 優良 ○ ○ - ○ ○ 

１１ 固体酸化物形燃料電池システム技術開発 合格 - ○ - ○ ○ 

１２ 超電導応用基盤技術研究開発（第Ⅱ期） 優良 ○ ○ - - ○ 

１３ 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 合格 ○ ○ - - - 

１４ 自動車軽量化炭素繊維強化複合材料の研究開発 優良 ○ ○ - - - 

１５ 
次世代 DDS 型悪性腫瘍治療システムの研究開発事業/中性子捕捉療

法（BNCT） 
合格 ○ ○ - - - 

１６ 高温鉛はんだ代替技術開発 合格 ○ ○ - ○ - 

１７ 人間支援型ロボット実用化基盤技術開発 合格 ○ ○ ○ ○ - 

１８ 超電導電力ネットワーク制御技術開発 優良 ○ ○ - - ○ 

１９ 
石炭利用次世代技術開発調査－ハイパーコール利用高効率燃料技術

の開発 
合格 ○ - - - - 

計 優良７ 件    合格１２ 件 １６ １８ ６ ６ ８ 

＊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 
（カッコ内は評価コメントからの抜粋） 

 
極端紫外線(EUV)露光システム開発プロジェクト 

非常に難しいと考えられていた光源、反射投影光学系などについて大きな進歩をもたらした点は高く評
価される。 
 
水素安全利用等基盤技術開発 
世界的にもトップレベルの貯蔵材料を開発。改質型水素製造装置、水素圧縮機、液体水素コンテ

ナ、液体水素ポンプなどについても世界水準と同レベルあるいは先行するレベルの技術開発である。
70MPa 級関連技術では、世界最高効率の 100MPa 級水素圧縮機をはじめ、水素充填機や可撓性配管等
の有用な国産初の技術が開発された。 
 
固体酸化物形燃料電池システム技術開発 

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ている。 

 

超電導応用基盤技術研究開発（第Ⅱ期） 
長尺線材開発において Ic×L の指標で世界 高値が得られている点は、特筆すべき成果。線材の各

種評価技術やレーザースクライビング加工による交流損失の低減、実用化を見据えた高性能冷凍機要素
技術開発といった世界に誇れる技術開発が行われている。 

 
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 
薄膜 Si 結晶化技術の実証において、薄膜 Si の溶融結晶化における基本的な結晶化メカニズム

についての基礎的で根本的な知見が多く得られ、そのレベルも国際学会等で世界的に高い評価を受
けて世界最高水準。 
 
自動車軽量化炭素繊維強化複合材料の研究開発 

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最重要課題を解決した点
で、高く評価できる。 
 
次世代 DDS 型悪性腫瘍治療システムの研究開発事業/中性子捕捉療法（BNCT） 

FFAG加速器およびDDS 製剤の研究成果は、世界初、最高水準であり、意義は非常に大きい。 

 
高温鉛はんだ代替技術開発 
金属系鉛フリーはんだにおけるミクロン粒子とサブミクロン粒子の混合に関する技術などは世

界初の技術。 
 
人間支援型ロボット実用化基盤技術開発 

開発されたロボットの多くは、実証試験まで進められ、世界的にも高い実用レベルまで仕上がっ
ている。 
 
超電導電力ネットワーク制御技術開発 

超電導フライホイールシステムの技術開発では、直接製造費 2 億円／50kWh 以下というコスト目
標を達成し、ＪＲをはじめとする鉄道市場への適用可能性が大きく、本方式の有用性を世界的に示
した。 
 
石炭利用次世代技術開発調査－ハイパーコール利用高効率燃料技術の開発 
触媒ガス化を低品位炭ハイパーコールに応用し、世界で初めて 650℃という極低温でガス化が連

続的に進行することを見出した。 
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（４）２０年度における事後評価の全体傾向 

（１）優良と事業期間との関係 

今年度、実施した１９件のプロジェクトについては、全てが合格（合格率１００％）、うち優良が

７件であった（優良率３７％）。 

また、事業期間で４年以上（表６）と３年以下（表７）に分けて集計したところ、３年以下プロジ

ェクトに、優良の判定は無かった。 

表６．事業年数４年以上のプロジェクト 

整理

番号 
プロジェクト名 判定 

位置

付け 

マネ

ジメ

ント 

成果
実用

化 

事業期

間 

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 2.4  1.9  1.9 1.1 6 

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 2.4  2.3  2.4 1.7 7 

６ ナノ計測基盤技術 優良 2.6  2.1  2.6 2.3 7 

９ 極端紫外線(EUV)露光システム開発プロジェクト 優良 2.7  2.4  2.6 1.6 6 

１０ 水素安全利用等基盤技術開発 優良 3.0  2.0  2.4 1.6 5 

１１ 固体酸化物形燃料電池システム技術開発 合格 2.9  2.1  2.0 1.5 4 

１２ 超電導応用基盤技術研究開発（第Ⅱ期） 優良 3.0  2.6  2.9 2.0 5 

１４ 自動車軽量化炭素繊維強化複合材料の研究開発 優良 3.0  2.4  2.7 2.3 5 

１８ 超電導電力ネットワーク制御技術開発 優良 2.8 2.3 2.6 1.6 4 

１９ 
石炭利用次世代技術開発調査－ハイパーコール利用高効率燃
料技術の開発 

合格 2.4 2.0 2.1 1.6 6 

 

表７．事業年数３年以下のプロジェクト 

整理

番号 
プロジェクト名 判定 

位置

付け 

マネ

ジメ

ント 

成果
実用

化 

事業年

数 

１ 高度機械加工システム開発事業 合格 2.6  2.3  1.9 1.8 2 

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 2.6  2.3  2.1 1.7 3 

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 2.5  2.2  2.0 1.8 3 

７ 次世代ロボット共通基盤開発プロジェクト 合格 2.4  2.0  1.9 1.1 3 

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 2.6  1.9  1.9 1.6 3 

１３ 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 合格 2.3  2.1  2.1 1.3 3 

１５ 
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
捕捉療法（BNCT） 

合格 2.7  1.9  1.9 1.4 3 

１６ 高温鉛はんだ代替技術開発 合格 3.0  1.8  2.0 1.6 3 

１７ 人間支援型ロボット実用化基盤技術開発 合格 2.9 1.9 2.1 1.6 3 
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今年度の結果を踏まえ、過去のプロジェクトの事後評価結果についても事業期間別の優

良率について比較を行った結果、以下の通りとなり、実施期間が３年のプロジェクトについて

は、優良プロジェクトはあるものの、４年以上のプロジェクトと比較して割合が少ない傾向が

見られた（表８）。 

 

 
 

表８．FY17～FY19 プロジェクト優良率
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表１０．FY１７～１９ 優良率（助成プロジェクト） 表９．FY１７～１９ 優良率（委託プロジェクト） 


