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平成２０年度追跡調査で新たに把握した

主な上市・製品化事例

第21回研究評価委員会

資料 8（別紙）
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８．製品のアピールポイント

世界最高速の画像形成スピードと従来比２倍のレーザー光利用効率を実現。生体内
で短時間内に起こる現象も観察が可能に。

９．実用化に到った要因（NEDOプロジェクトの役だった点）

機器メーカーとバイオ研究機関の共同研究体制をNEDO主導で構築し、プロジェクト前
半で試作機を開発。後半には研究機関が試作機を使用しつつメーカーに意見をフィード
バックし、市場に受け入れられる製品につながった。

10．波及効果、標準化活動等

共同研究者の理研 中野主任研究員らが、長年論争となっていた細胞内小器官「ゴル
ジ体」のタンパク質輸送メカニズムを、同プロジェクトの技術により解明。横河電機（株）
企画センター長、NHK放送技術研究所長と共に、産学官連携推進功労者表彰において
日本学術会議会長賞を受賞（ 2008年6月）。

社内においては新たに事業部が開設され、共焦点スキャナはその中心的なビジネス
となっている。また、同プロジェクトの成果は創薬支援装置の開発につながっている。

８．製品のアピールポイント８．製品のアピールポイント

世界最高速の画像形成スピードと従来比２倍のレーザー光利用効率を実現。生体内
で短時間内に起こる現象も観察が可能に。

９．９．実用化に到った要因実用化に到った要因（（NEDONEDOプロジェクトの役だった点）プロジェクトの役だった点）

機器メーカーとバイオ研究機関の共同研究体制をNEDO主導で構築し、プロジェクト前
半で試作機を開発。後半には研究機関が試作機を使用しつつメーカーに意見をフィード
バックし、市場に受け入れられる製品につながった。

1010．波及効果、標準化活動等．波及効果、標準化活動等

共同研究者の理研 中野主任研究員らが、長年論争となっていた細胞内小器官「ゴル
ジ体」のタンパク質輸送メカニズムを、同プロジェクトの技術により解明。横河電機（株）
企画センター長、NHK放送技術研究所長と共に、産学官連携推進功労者表彰において
日本学術会議会長賞を受賞（ 2008年6月）。

社内においては新たに事業部が開設され、共焦点スキャナはその中心的なビジネス
となっている。また、同プロジェクトの成果は創薬支援装置の開発につながっている。

11.NEDOプロジェクトによる追加的な効果

市場ニーズをバイオ研究者から得ることができた事等により、５年早まった。
12.NEDOプロジェクトの寄与率（研究開発費ベース）※

プロジェクトで支援した研究フェーズにおいて、NEDOが約７割を負担

11.NEDO11.NEDOプロジェクトによる追加的な効果プロジェクトによる追加的な効果

市場ニーズをバイオ研究者から得ることができた事等により、５年早まった。
12.NEDO12.NEDOプロジェクトの寄与率（研究開発費ベース）プロジェクトの寄与率（研究開発費ベース）※

プロジェクトで支援した研究フェーズにおいて、NEDOが約７割を負担

共焦点スキャナユニットの開発共焦点スキャナユニットの開発（横河電機株式会社）

１．製品名

共焦点スキャナユニットＣＳＵ－Ｘ１

２．開発した技術名

超高感度・高速リアルタイム3D顕微撮像
システム

３．製品化時期

2007年

１．製品名１．製品名

共焦点スキャナユニットＣＳＵ－Ｘ１

２．開発した技術名２．開発した技術名

超高感度・高速リアルタイム超高感度・高速リアルタイム3D3D顕微撮像顕微撮像

システムシステム

３．製品化時期３．製品化時期

2007年

４．プロジェクト名

細胞内ネットワークのダイナミズム解析技
術開発

５．プロジェクト担当部

バイオテクノロジー・医療技術開発部

６．実施期間 2002～2006年度

７．プロジェクトにおける研究開発テーマ

細胞内分子ネットワークのリアルタイム解
析のための高感度・高速3D撮像装置の研
究開発

４．プロジェクト名４．プロジェクト名

細胞内ネットワークのダイナミズム解析技
術開発

５．プロジェクト担当部５．プロジェクト担当部

バイオテクノロジー・医療技術開発部

６．実施期間６．実施期間 2002～2006年度

７．プロジェクトにおける研究開発テーマ７．プロジェクトにおける研究開発テーマ

細胞内分子ネットワークのリアルタイム解
析のための高感度・高速3D撮像装置の研
究開発

期待される経済的・
社会的波及効果

ＮＥＤＯの技術成果 実用化の状況

共同研究先の技術と組
み合わせて、世界最高
速(３色分解を１億1,000
万画素データ／秒以上)、
高い3次元空間分解能
（50nm）で観察できる顕
微撮像システムを構築

診断、再生医療、創薬、半導体
三次元構造検査等の各分野へ
波及効果が期待できる

基礎生物学研究への貢献
創薬の研究開発の加速
その他の微細観察技術の向上

「ゴルジ体」のタンパク
質輸送メカニズムを解
析した映像

従来製品と比較して
画像形成速度２倍
（世界最高速）、明る
さ２倍という高性能
共焦点スキャナユ
ニットを発売。

同ユニットを組み込
んだ顕微鏡システム

（写真：横河電機株式会社HPより）

※NEDOプロジェクトで支援した研究フェーズ（基礎/応用/開発）における、NEDOの研究開発費の割合
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研究者向けの製品であり、
海外からの評価も高い。加え
て、同製品を活用することに
より、国内産業競争力ならび
にバイオ産業の発展が期待
できる。

産業競争力の強化
バイオテクノロジー進展

研究用倒立顕微鏡
「ECLIPSE Ti」

赤外光を用いて対物レンズとカバーガラス
との距離を計測することにより任意の観察
対象に焦点を合わせ続ける技術を開発。 生命科学の最先端研究

分野のユーザーを対象に、
生きた細胞（ライブセル）
の観察、画像取得やその
解析ができる研究用倒立
顕微鏡の改良型を2007年
11月から発売。

８．製品のアピールポイント
独自の自動焦点維持装置「パーフェクトフォーカスシステム（PFS）」と画

像統合ソフトウエアである「NIS-Elements」を組み合わせることにより、長
時間観察や試薬添加後の観察時に問題となるフォーカスずれを解消。
９．実用化に到った要因（NEDOプロジェクトの役だった点）

研究計画を毎年見直す過程で、NEDOから適切な助言が得られた。また、
中間評価において、「具体的なアプリケーションを開発するように」との指
摘を受け、開発内容を変更し、プロジェクト前半でニーズが顕在化してい
た長期安定観察のための技術を開発項目に追加した。この成果として「自
動焦点維持装置（パーフェクトフォーカスシステム：ＰＦＳ）」を開発し、上市
に至った。
10．波及効果、標準化活動等

米国の雑誌「The Scientist」で取り上げられ、ライフサイエンス分野にお
いて2008年に技術革新のあった製品ランキングで２位に選ばれた。海外
における高い評価も得られた。

８．製品のアピールポイント８．製品のアピールポイント
独自の自動焦点維持装置「パーフェクトフォーカスシステム（PFS）」と画

像統合ソフトウエアである「NIS-Elements」を組み合わせることにより、長
時間観察や試薬添加後の観察時に問題となるフォーカスずれを解消。
９．９．実用化に到った要因実用化に到った要因（（NEDONEDOプロジェクトの役だった点）プロジェクトの役だった点）

研究計画を毎年見直す過程で、NEDOから適切な助言が得られた。また、
中間評価において、「具体的なアプリケーションを開発するように」との指
摘を受け、開発内容を変更し、プロジェクト前半でニーズが顕在化してい
た長期安定観察のための技術を開発項目に追加した。この成果として「自
動焦点維持装置（パーフェクトフォーカスシステム：ＰＦＳ）」を開発し、上市
に至った。
1010．波及効果、標準化活動等．波及効果、標準化活動等

米国の雑誌「The Scientist」で取り上げられ、ライフサイエンス分野にお
いて2008年に技術革新のあった製品ランキングで２位に選ばれた。海外
における高い評価も得られた。

11.NEDOプロジェクトによる追加的な効果
時間短縮：２年、特許：他社に先行して重要な特許取得

12.NEDOプロジェクトの寄与率（研究開発費ベース）※

プロジェクトで支援した研究フェーズにおいて、NEDOが約１割を負担

11.NEDO11.NEDOプロジェクトによる追加的な効果プロジェクトによる追加的な効果
時間短縮：２年、特許：他社に先行して重要な特許取得

12.NEDO12.NEDOプロジェクトの寄与率（研究開発費ベース）プロジェクトの寄与率（研究開発費ベース）※

プロジェクトで支援した研究フェーズにおいて、NEDOが約１割を負担

ライブセル観察のための研究用顕微鏡の開発ライブセル観察のための研究用顕微鏡の開発（株式会社ニコン）（株式会社ニコン）

１．製品名
研究用倒立顕微鏡「ECLIPSE Ti」

２．開発した技術名
パーフェクトフォーカスシステム（PFS)の開発

３．上市時期
2006年1月上市（改良型は2007年11月）

１．製品名１．製品名
研究用倒立顕微鏡「ECLIPSE Ti」

２．開発した技術名２．開発した技術名
パーフェクトフォーカスシステム（パーフェクトフォーカスシステム（PFS)PFS)の開発の開発

３．上市３．上市時期時期
2006年1月上市（改良型は2007年11月）

４．プロジェクト名

細胞内ネットワークのダイナミズム解析技術開発

５．プロジェクト担当部

バイオテクノロジー・医療技術開発部

６．実施期間 2002～2006年度

７．プロジェクトにおける研究開発テーマ

当初は蛍光物質開発のサポート的な立場で参画。中間
評価で「具体的なアプリケーションを開発をするように」と
の指摘を受け、開発内容を追加し、顕微鏡による長期安
定観察のための技術を開発

４．プロジェクト名４．プロジェクト名

細胞内ネットワークのダイナミズム解析技術開発

５．プロジェクト担当部５．プロジェクト担当部

バイオテクノロジー・医療技術開発部

６．実施期間６．実施期間 2002～2006年度

７．プロジェクトにおける研究開発テーマ７．プロジェクトにおける研究開発テーマ

当初は蛍光物質開発のサポート的な立場で参画。中間
評価で「具体的なアプリケーションを開発をするように」と
の指摘を受け、開発内容を追加し、顕微鏡による長期安
定観察のための技術を開発

期待される経済的・
社会的波及効果

ＮＥＤＯの技術成果 実用化の状況

パーフェクトフォーカスシステム（PFS)の開発 （写真提供：株式会社ニコン プレスリリースより）

※NEDOプロジェクトで支援した研究フェーズ（基礎/応用/開発）における、NEDOの研究開発費の割合
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８．製品のアピールポイント

細胞内シグナル伝達分子であるリン酸化酵素に対して高い結合能を
持つモノクローナル抗体。販売メーカーを通じて研究機関へ供給。

９．実用化に到った要因（NEDOプロジェクトの役だった点）

プロジェクト開始当初は市販抗体を使って研究を行う予定だったが、
十分な結合能を持つものがなかった。そこで、プロジェクト内で抗体を
作製し、 販売が可能なレベルの結合能を持つ抗体を自製化した。

10．波及効果、標準化活動等

本抗体が結合するリン酸化酵素は細胞増殖や分化等に関与しており、
癌治療法の研究等、生命科学・医療分野の研究への貢献が期待され
る。

８．製品のアピールポイント８．製品のアピールポイント

細胞内シグナル伝達分子であるリン酸化酵素に対して高い結合能を
持つモノクローナル抗体。販売メーカーを通じて研究機関へ供給。

９．９．実用化に到った要因実用化に到った要因（（NEDONEDOプロジェクトの役だった点）プロジェクトの役だった点）

プロジェクト開始当初は市販抗体を使って研究を行う予定だったが、
十分な結合能を持つものがなかった。そこで、プロジェクト内で抗体を
作製し、 販売が可能なレベルの結合能を持つ抗体を自製化した。

1010．波及効果、標準化活動等．波及効果、標準化活動等

本抗体が結合するリン酸化酵素は細胞増殖や分化等に関与しており、
癌治療法の研究等、生命科学・医療分野の研究への貢献が期待され
る。

11.NEDOプロジェクトによる追加的な効果

NEDOプロジェクトが無ければ研究開発をしていなかった

12.NEDOプロジェクトの寄与率（研究開発費ベース）※

プロジェクトで支援した研究フェーズにおいて、NEDOが約７割を負担

11.NEDO11.NEDOプロジェクトによる追加的な効果プロジェクトによる追加的な効果

NEDOプロジェクトが無ければ研究開発をしていなかった

12.NEDO12.NEDOプロジェクトの寄与率（研究開発費ベース）プロジェクトの寄与率（研究開発費ベース）※

プロジェクトで支援した研究フェーズにおいて、NEDOが約７割を負担

抗リン酸化酵素モノクローナル抗体作製技術抗リン酸化酵素モノクローナル抗体作製技術 （栄研化学株式会社）

１．製品名

抗リン酸化酵素モノクローナル抗体

２．開発した技術名

抗リン酸化酵素モノクローナル抗体作製技術

３．製品化時期

2008年

１．製品名１．製品名

抗リン酸化酵素モノクローナル抗体

２．開発した技術名２．開発した技術名

抗リン酸化酵素モノクローナル抗体作製技術

３．製品化時期３．製品化時期

2008年

４．プロジェクト名

細胞内ネットワークのダイナミズム解析技術開発

５．プロジェクト担当部

バイオテクノロジー・医療技術開発部

６．実施期間

2002～2006年度

７．プロジェクトにおける研究開発テーマ

蛍光共鳴エネルギー移動原理に基づく免疫学的測定法
を利用した細胞内シグナル伝達経路の解析技術の開発

４．プロジェクト名４．プロジェクト名

細胞内ネットワークのダイナミズム解析技術開発

５．プロジェクト担当部５．プロジェクト担当部

バイオテクノロジー・医療技術開発部

６．実施期間６．実施期間

2002～2006年度

７．プロジェクトにおける研究開発テーマ７．プロジェクトにおける研究開発テーマ

蛍光共鳴エネルギー移動原理に基づく免疫学的測定法
を利用した細胞内シグナル伝達経路の解析技術の開発

ＮＥＤＯの技術成果 実用化の状況 期待される経済的・
社会的波及効果

自社では抗体そのもの
を研究用試薬として販
売することは行っていな
いため、抗体作製・販売
メーカーへ抗体産生株
を導出し、抗体精製品と
して製造、販売

癌研究を始めとするバイ
オ分野の研究用試薬とし
て有効

細胞内シグナル伝達分子の標識技
術を開発する過程で、必要な抗体を
自製化。

創薬の研究開発の加速化
国内バイオ産業の競争力
強化

抗体可変領域-レポーター分子部位特異
的結合・作製技術開発

抗体の模式図

※NEDOプロジェクトで支援した研究フェーズ（基礎/応用/開発）における、NEDOの研究開発費の割合

４



８．製品のアピールポイント

極低温電子顕微鏡の分解能が約３Åから２Å (世界最高性能)まで向
上。これにより、膜タンパク質等の複雑な生体高分子の構造がより詳細
に解析できるようになった。

９．実用化に到った要因（NEDOプロジェクトの役だった点）

応用データの蓄積ならびに論文・学会発表等により市場における拡販
につながった。大学での中・長期的観点からの研究開発にかかわること
ができたことや研究開発費を得られたことの意義は大きい。

10．波及効果、標準化活動等

共同研究者の京都大学藤吉教授と共に、プロジェクト期間中に産学官功
労者表彰において科学技術政策担当大臣賞を受賞（2007年6月）。また、
藤吉教授が日本学士院賞を受賞 (2008年3月）

電子顕微鏡周辺機器開発を子会社で行うことになった。

８．製品のアピールポイント８．製品のアピールポイント

極低温電子顕微鏡の分解能が約３Åから２Å (世界最高性能)まで向
上。これにより、膜タンパク質等の複雑な生体高分子の構造がより詳細
に解析できるようになった。

９．９．実用化に到った要因実用化に到った要因（（NEDONEDOプロジェクトの役だった点）プロジェクトの役だった点）

応用データの蓄積ならびに論文・学会発表等により市場における拡販
につながった。大学での中・長期的観点からの研究開発にかかわること
ができたことや研究開発費を得られたことの意義は大きい。

1010．波及効果、標準化活動等．波及効果、標準化活動等

共同研究者の京都大学藤吉教授と共に、プロジェクト期間中に産学官功
労者表彰において科学技術政策担当大臣賞を受賞（2007年6月）。また、
藤吉教授が日本学士院賞を受賞 (2008年3月）

電子顕微鏡周辺機器開発を子会社で行うことになった。

11.NEDOプロジェクトによる追加的な効果

プロジェクトに参画しなければ、リスクが大きく、開発はしていなかった。

11.NEDO11.NEDOプロジェクトによる追加的な効果プロジェクトによる追加的な効果

プロジェクトに参画しなければ、リスクが大きく、開発はしていなかった。

極低温電子顕微鏡の開発極低温電子顕微鏡の開発（日本電子株式会社）

１．製品名

極低温電子顕微鏡

２．開発した技術名

極低温電子顕微鏡技術

３．製品化時期

2007年

１．製品名１．製品名

極低温電子顕微鏡極低温電子顕微鏡

２．開発した技術名２．開発した技術名

極低温電子顕微鏡極低温電子顕微鏡技術技術

３．製品化時期３．製品化時期

20072007年年

４．プロジェクト名

生体高分子立体構造情報解析

５．プロジェクト担当部

バイオテクノロジー・医療技術開発部

６．実施期間

2002～2006年度

７．プロジェクトにおける研究開発テーマ

創薬の重要なターゲットである膜タンパク質（市販医薬
品の５０％は膜タンパク質に作用する）等の構造解析のた
めに極低温電子顕微鏡技術を開発

４．プロジェクト名４．プロジェクト名

生体高分子立体構造情報解析

５．プロジェクト担当部５．プロジェクト担当部

バイオテクノロジー・医療技術開発部

６．実施期間６．実施期間

2002～2006年度

７．プロジェクトにおける研究開発テーマ７．プロジェクトにおける研究開発テーマ

創薬の重要なターゲットである膜タンパク質（市販医薬
品の５０％は膜タンパク質に作用する）等の構造解析のた
めに極低温電子顕微鏡技術を開発

期待される経済的・
社会的波及効果

ＮＥＤＯの技術成果 実用化の状況

全世界の主要大学・
研究所に納入。
世界中で構造解析さ
れた６種類の膜タンパ
ク質の全てが同社の
電子顕微鏡を用いて
構造解析。共同研究先で稼働中

の極低温電子顕微鏡
（第４世代）

創薬ターゲットとなる膜タン
パク質等の構造解析に有効
な技術

タンパク質を結晶化し
極低温下で分析する
には多くの課題が
あったが、極低温を
維持しつつ観察を可
能にする試料の自動
装填装置等の開発に
より克服。

創薬の研究開発の加速化
国内バイオ産業の競争力強
化

極低温電子顕微鏡
（第５世代）

５



循環器用超音波画像診断装置

リアルタイム三次元超音波システムを
構築、技術的に実証することができた

プロジェクト終了後、3次
元表示機能の付いた超
音波画像診断装置として
製品を開発。

2007年12月より順次世
界各国向けに3次元表示
機能の付いた循環器用
超音波画像診断装置を
製品として販売。３次元表示の例

８．製品のアピールポイント
三次元的な心臓の壁運動追跡が可能となり、虚血性心疾患や非同期収

縮などの状態を、立体的に観察・解析。客観的で高度の診断をサポートす
る。
９．実用化に到った要因（NEDOプロジェクトの役だった点）

多様な分野の専門家・医師から意見や助言を頂く機会は限られていたが、
NEDOプロジェクトの組織力を活用することで、最前線の臨床医との連携し
た研究推進や、開発委員会における専門家からの助言を頂くことができた。
その中で、臨床ワークフロー内での三次元超音波画像情報の活用方法な
ど開発方向性が適切に示唆された。
10．波及効果、標準化活動等

非侵襲なリアルタイム・三次元画像の提供により、心臓の効率的な診断を
サポートする。

８．製品のアピールポイント８．製品のアピールポイント
三次元的な心臓の壁運動追跡が可能となり、虚血性心疾患や非同期収

縮などの状態を、立体的に観察・解析。客観的で高度の診断をサポートす
る。
９．９．実用化に到った要因実用化に到った要因（（NEDONEDOプロジェクトの役だった点）プロジェクトの役だった点）

多様な分野の専門家・医師から意見や助言を頂く機会は限られていたが、
NEDOプロジェクトの組織力を活用することで、最前線の臨床医との連携し
た研究推進や、開発委員会における専門家からの助言を頂くことができた。
その中で、臨床ワークフロー内での三次元超音波画像情報の活用方法な
ど開発方向性が適切に示唆された。
1010．波及効果、標準化活動等．波及効果、標準化活動等

非侵襲なリアルタイム・三次元画像の提供により、心臓の効率的な診断を
サポートする。

11.NEDOプロジェクトによる追加的な効果

時間短縮：国内ではいち早く実用化できた

委員からのアドバイスにより開発時の技術的ボトムラインが設定された。

12.NEDOプロジェクトの寄与率（研究開発費ベース）※

プロジェクトで支援した研究フェーズにおいて、NEDOが約４割を負担

11.NEDO11.NEDOプロジェクトによる追加的な効果プロジェクトによる追加的な効果

時間短縮：国内ではいち早く実用化できた

委員からのアドバイスにより開発時の技術的ボトムラインが設定された。

12.NEDO12.NEDOプロジェクトの寄与率（研究開発費ベース）プロジェクトの寄与率（研究開発費ベース）※

プロジェクトで支援した研究フェーズにおいて、NEDOが約４割を負担

診断支援型超音波血管内三次元イメージングシステム開発診断支援型超音波血管内三次元イメージングシステム開発（東芝（東芝
メディカルシステムズ株式会社）メディカルシステムズ株式会社）

１．製品名
三次元超音波診断システム

２．開発した技術名
２次元アレイ振動子技術を利用したリアルタイム３次元装
置の開発

３．上市時期
2007年12月上市

１．製品名１．製品名
三次元超音波診断システム

２．開発した技術名２．開発した技術名
２次元アレイ振動子技術を利用したリアルタイム３次元装２次元アレイ振動子技術を利用したリアルタイム３次元装
置の開発置の開発

３．上市３．上市時期時期
2007年12月上市

４．プロジェクト名

診断支援型超音波血管内三次元イメージングシステム

５．プロジェクト担当部

バイオテクノロジー・医療技術開発部

６．実施期間 1998～2002年度

７．プロジェクトにおける研究開発テーマ

プロジェクト終了時に、リアルタイム三次元超音波システ
ムを技術的に実証することができた。以降、リアルタイム三
次元表示機能付超音波画像診断装置として製品を開発。

４．プロジェクト名４．プロジェクト名

診断支援型超音波血管内三次元イメージングシステム

５．プロジェクト担当部５．プロジェクト担当部

バイオテクノロジー・医療技術開発部

６．実施期間６．実施期間 1998～2002年度

７．プロジェクトにおける研究開発テーマ７．プロジェクトにおける研究開発テーマ

プロジェクト終了時に、リアルタイム三次元超音波システ
ムを技術的に実証することができた。以降、リアルタイム三
次元表示機能付超音波画像診断装置として製品を開発。

期待される経済的・
社会的波及効果

ＮＥＤＯの技術成果 実用化の状況

患者の生活の質向上
医療機器分野の産業競争力

強化

非侵襲なリアルタイム・三次元
画像の提供により、心臓の高
度で効率的な診断をサポート
する。

※NEDOプロジェクトで支援した研究フェーズ（基礎/応用/開発）における、NEDOの研究開発費の割合

６



メタボリック・シンドローム対策
などの用途が想定される機能
性食品素材であり、幅広く供
給されることで、市場拡大が
見込まれる

国民の健康維持
医療等のコスト低減

健康食品として商品化

血中脂質低下・
内臓脂肪低減効
果を持つ５－カン
ペステノンを高含
有する機能性食
品素材フィトステ
ノンを低コストで
製造する技術を
開発

フィトステノンを機能性
食品素材として上市：
商品名「ユニフェス」。

自社ではフィトステノン
を含む健康食品を開
発。自社子会社を通じ
て、健康食品として販
売。効率的な生産技術を開発

８．製品のアピールポイント
５－カンペステノンは植物ステロールの誘導体であり、脂質代謝・脂肪運

搬阻害・脂肪合成阻害という作用がある。バイオプロセスによって5-カンペ
ステノンを高含有に含むフィトステノンの製造技術を確立した。これにより、
メタボリック･シンドローム対策などを目的とした、機能性食品素材としてフィ
トステノンを供給することが可能となった。

９．実用化に到った要因（NEDOプロジェクトの役だった点）
・反応効率の向上に資する「菌株の選定・微生物の育種」に腰を据えて取り
組むことができた。
・生産量の増大、生産期間の短縮に資する方策が協力企業との連携によ
り見つかった。

10．波及効果、標準化活動等

バイオプロセスを用いた機能性食品素材市場の拡大により、国民の健康
維持や、医療等のコスト低減が期待される。

８．製品のアピールポイント８．製品のアピールポイント
５－カンペステノンは植物ステロールの誘導体であり、脂質代謝・脂肪運

搬阻害・脂肪合成阻害という作用がある。バイオプロセスによって5-カンペ
ステノンを高含有に含むフィトステノンの製造技術を確立した。これにより、
メタボリック･シンドローム対策などを目的とした、機能性食品素材としてフィ
トステノンを供給することが可能となった。

９．９．実用化に到った要因実用化に到った要因（（NEDONEDOプロジェクトの役だった点）プロジェクトの役だった点）
・反応効率の向上に資する「菌株の選定・微生物の育種」に腰を据えて取り
組むことができた。
・生産量の増大、生産期間の短縮に資する方策が協力企業との連携によ
り見つかった。

1010．波及効果、標準化活動等．波及効果、標準化活動等

バイオプロセスを用いた機能性食品素材市場の拡大により、国民の健康
維持や、医療等のコスト低減が期待される。

バイオプロセスでの機能性食品素材フィトステノン製造技術の開発バイオプロセスでの機能性食品素材フィトステノン製造技術の開発
（株式会社東洋発酵）（株式会社東洋発酵）

１．製品名
血中脂質低下・内臓脂肪低減効果を持つ５－カンペステ
ノンを高含有する機能性食品素材フィトステノン「ユニ
フェス」（を含む健康食品）

２．開発した技術名
バイオプロセスによる機能性食品素材フィトステノン製造
技術

３．上市時期
2008年春上市

１．製品名１．製品名
血中脂質低下・内臓脂肪低減効果を持つ５－カンペステ血中脂質低下・内臓脂肪低減効果を持つ５－カンペステ
ノンを高含有する機能性食品素材フィトステノンノンを高含有する機能性食品素材フィトステノン「ユニ「ユニ
フェス」（を含む健康食品）フェス」（を含む健康食品）

２．開発した技術名２．開発した技術名
バイオプロセスによる機能性食品素材フィトステノン製造バイオプロセスによる機能性食品素材フィトステノン製造
技術技術

３．上市３．上市時期時期
2008年春上市

４．プロジェクト名

バイオプロセス実用化開発 （１／２助成）

５．プロジェクト担当部

バイオテクノロジー・医療技術開発部

６．実施期間 2004～2006年度

７．プロジェクトにおける研究開発テーマ

フィトステノンの製造フローの確立

４．プロジェクト名４．プロジェクト名

バイオプロセス実用化開発 （１／２助成）

５．プロジェクト担当部５．プロジェクト担当部

バイオテクノロジー・医療技術開発部

６．実施期間６．実施期間 2004～2006年度

７．プロジェクトにおける研究開発テーマ７．プロジェクトにおける研究開発テーマ

フィトステノンの製造フローの確立

期待される経済的・
社会的波及効果

ＮＥＤＯの技術成果 実用化の状況

（提供：株式会社東洋発酵）

11.NEDOプロジェクトによる追加的な効果

時間短縮：２年、反応効率向上、生産コスト低減：生産量増大、期間短縮

12.NEDOプロジェクトの寄与率（研究開発費ベース）※

プロジェクトで支援した研究フェーズにおいて、NEDOが約４割を負担

11.NEDO11.NEDOプロジェクトによる追加的な効果プロジェクトによる追加的な効果

時間短縮：２年、反応効率向上、生産コスト低減：生産量増大、期間短縮

12.NEDO12.NEDOプロジェクトの寄与率（研究開発費ベース）プロジェクトの寄与率（研究開発費ベース）※

プロジェクトで支援した研究フェーズにおいて、NEDOが約４割を負担

※NEDOプロジェクトで支援した研究フェーズ（基礎/応用/開発）における、NEDOの研究開発費の割合

７



８．製品のアピールポイント

従来よりも安価に提供することが可能

保湿効果を確認

９．実用化に到った要因（NEDOプロジェクトの役だった点）

プロジェクト期間中から蓄熱用途以外の用途開発を行ったことで、化粧品
用途での開発が実現した

10．波及効果、標準化活動等

当初の目標である潜熱蓄熱の用途に先立ち、化粧品原料として実用化。
今後蓄熱材として実用化されれば、省エネルギー技術等への貢献も期待
できる。

８．製品のアピールポイント８．製品のアピールポイント

従来よりも安価に提供することが可能

保湿効果を確認

９．９．実用化に到った要因実用化に到った要因（（NEDONEDOプロジェクトの役だった点）プロジェクトの役だった点）

プロジェクト期間中から蓄熱用途以外の用途開発を行ったことで、化粧品
用途での開発が実現した

1010．波及効果、標準化活動等．波及効果、標準化活動等

当初の目標である潜熱蓄熱の用途に先立ち、化粧品原料として実用化。
今後蓄熱材として実用化されれば、省エネルギー技術等への貢献も期待
できる。

11． NEDOプロジェクトによる追加的な効果

プロジェクトにより社内研究開発の推進力が強まり、結果として社外への
アウトプットが数年分早まった。

12.NEDOプロジェクトの寄与率（研究開発費ベース）※

プロジェクトで支援した研究フェーズにおいて、NEDOが約３～４割を負担

1111．． NEDONEDOプロジェクトによる追加的な効果プロジェクトによる追加的な効果

プロジェクトにより社内研究開発の推進力が強まり、結果として社外への
アウトプットが数年分早まった。

12.NEDO12.NEDOプロジェクトの寄与率（研究開発費ベース）プロジェクトの寄与率（研究開発費ベース）※

プロジェクトで支援した研究フェーズにおいて、NEDOが約３～４割を負担

スレイトール製造のコストダウン（株式会社エーピーアイコーポレーション）スレイトール製造のコストダウン（株式会社エーピーアイコーポレーション）

１．製品名

D-スレイトール

２．開発した技術名

D－スレイトールの製造コストダウンプロセスの開発

３．製品化時期

2007年 （化粧品原料として）

１．製品名１．製品名

DD--スレイトールスレイトール

２．開発した技術名２．開発した技術名

DD－スレイトールの製造コストダウンプロセスの開発－スレイトールの製造コストダウンプロセスの開発

３．製品化時期３．製品化時期

20072007年年 （化粧品原料として）（化粧品原料として）

４．プロジェクト名

バイオプロセス実用化開発 （１／２助成）

５．プロジェクト担当部

バイオテクノロジー・医療技術開発部

６．実施期間 2004～2006年度

７．プロジェクトにおける研究開発テーマ

安全で融解潜熱が大きく潜熱蓄熱材として有用な糖類
D-スレイトールの実用化へ向けて、微生物反応を利用
した低コストでの大量生産技術の構築を目指す。

４．プロジェクト名４．プロジェクト名

バイオプロセス実用化開発 （１／２助成）

５．プロジェクト担当部５．プロジェクト担当部

バイオテクノロジー・医療技術開発部

６．実施期間６．実施期間 2004～2006年度

７．プロジェクトにおける研究開発テーマ７．プロジェクトにおける研究開発テーマ

安全で融解潜熱が大きく潜熱蓄熱材として有用な糖類
D-スレイトールの実用化へ向けて、微生物反応を利用
した低コストでの大量生産技術の構築を目指す。

期待される経済的・
社会的波及効果

ＮＥＤＯの技術成果 実用化の状況

化粧品関係の展示
会へ出展するなど
化粧品メーカーへ
積極的に紹介した
ところ、平成１９年６
月にＤ－スレイトー
ル配合化粧品が発
売

潜熱蓄熱用途についても実
証実験が進められている

微生物反応による生
産技術を高度化。従
来に比べ菌体収量で
２．５倍、活性で４倍
の菌および培養条件
を見出し、Ｄ－スレイ
トールを安価に大量
生産することができる
ようになった。

化粧品以外に省エネル
ギー分野での活用も期待

D-スレイトールの保湿効果
（D-スレイトール水溶液による皮膚表
面水分量への作用）

D-スレイトール

HO
OHH
H

CH2OH
C
C
CH2OH

※NEDOプロジェクトで支援した研究フェーズ（基礎/応用/開発）における、NEDOの研究開発費の割合

８



ＭＥＭＳ用設計・解析支援システム
の主要部分を開発

主要な部分の開発を担当

８．製品のアピールポイント
高価格の海外企業のソフトウェアに比べ、安価で導入しやすい。これか

らMEMS産業に参入しようとしている（主に中小規模の）企業にとって役立
つ使い易さを重視したソフトウェア。
９．実用化に到った要因（NEDOプロジェクトの役だった点）

合宿を含めて委員会等の会合を相当回数行い、各社の垣根が取れた。
当初から「普及」がカギと考えており、そのための取り組みをプロジェクト

の中で進めた。

10．波及効果、標準化活動等

コンソーシアム参画企業のうち、同社及び数理システム、日本ユニシス・
エクセソリューションズにより、MemsONE（（財）マイクロマシンセンターによ
り商標登録済み）で統一したシステムの販売を開始。国内で浸透すれば、
海外販売も考えられる。

８．製品のアピールポイント８．製品のアピールポイント
高価格の海外企業のソフトウェアに比べ、安価で導入しやすい。これか

らMEMS産業に参入しようとしている（主に中小規模の）企業にとって役立
つ使い易さを重視したソフトウェア。
９．９．実用化に到った要因実用化に到った要因（（NEDONEDOプロジェクトの役だった点）プロジェクトの役だった点）

合宿を含めて委員会等の会合を相当回数行い、各社の垣根が取れた。
当初から「普及」がカギと考えており、そのための取り組みをプロジェクト

の中で進めた。

1010．波及効果、標準化活動等．波及効果、標準化活動等

コンソーシアム参画企業のうち、同社及び数理システム、日本ユニシス・
エクセソリューションズにより、MemsONE（（財）マイクロマシンセンターによ
り商標登録済み）で統一したシステムの販売を開始。国内で浸透すれば、
海外販売も考えられる。

11.NEDOプロジェクトによる追加的な効果
時間短縮（NEDOプロジェクトが無ければ、海外企業との提携等による独

自開発検討し、開発完了は少し遅れたと考えている）、低価格化（MEMS開
発の裾野を広げる効果）
12.NEDOプロジェクトの寄与率（研究開発費ベース）※

プロジェクトで支援した研究フェーズにおいて、NEDOが約３割を負担

11.NEDO11.NEDOプロジェクトによる追加的な効果プロジェクトによる追加的な効果
時間短縮（NEDOプロジェクトが無ければ、海外企業との提携等による独

自開発検討し、開発完了は少し遅れたと考えている）、低価格化（MEMS開
発の裾野を広げる効果）
12.NEDO12.NEDOプロジェクトの寄与率（研究開発費ベース）プロジェクトの寄与率（研究開発費ベース）※

プロジェクトで支援した研究フェーズにおいて、NEDOが約３割を負担

MEMSMEMS用設計・解析支援システム用設計・解析支援システム 開発と普及の取り組み開発と普及の取り組み
（みずほ情報総研株式会社）（みずほ情報総研株式会社）

１．製品名

MemsONE

２．開発した技術名
機構解析シミュレータの開発、
プロセス解析ツールの開発、
機能拡張ソフト・接合実装ソフト、
データベース・知識データベースの開発、
ナノインプリント加工・解析システムの開発

３．上市時期 2007年5月上市

１．製品名１．製品名

MemsONE

２．開発した技術名２．開発した技術名
機構解析シミュレータの開発、機構解析シミュレータの開発、
プロセス解析ツールの開発、プロセス解析ツールの開発、
機能拡張ソフト・接合実装ソフト、機能拡張ソフト・接合実装ソフト、
データベース・知識データベースの開発、データベース・知識データベースの開発、
ナノインプリント加工・解析システムの開発ナノインプリント加工・解析システムの開発

３．上市３．上市時期時期 2007年5月上市

４．プロジェクト名

ＭＥＭＳ用設計・解析支援システム開発プロジェクト

５．プロジェクト担当部 機械システム技術開発部

６．実施期間 2004～2006年度

７．プロジェクトにおける研究開発テーマ

機構解析シミュレータの開発、プロセス解析ツールの開
発、機能拡張ソフト・接合実装ソフト、データベース・知識
データベースの開発、ナノインプリント加工・解析システム
の開発

４．プロジェクト名４．プロジェクト名

ＭＥＭＳ用設計・解析支援システム開発プロジェクト

５．プロジェクト担当部５．プロジェクト担当部 機械システム技術開発部

６．実施期間６．実施期間 2004～2006年度

７．プロジェクトにおける研究開発テーマ７．プロジェクトにおける研究開発テーマ

機構解析シミュレータの開発、プロセス解析ツールの開
発、機能拡張ソフト・接合実装ソフト、データベース・知識
データベースの開発、ナノインプリント加工・解析システム
の開発

ＮＥＤＯの技術成果 実用化の状況

海外の従来製品よりも低価格・多
機能としたことで、ユーザーとなる
ＭＥＭＳ関連製造企業の競争力強
化も見込める。さらに国内での普
及に弾みがつけば、海外展開も想
定される。

ユーザー企業の産業競争力
の強化
ソフトウェア産業の海外展開

期待される経済的・
社会的波及効果

2007年2月､β版の
実費配布開始。2008
年2月、同社が開発
した機構解析シミュ
レータなどを搭載し
た「MemsONE」を上
市。Ver2.0を2009年2
月に上市。

※NEDOプロジェクトで支援した研究フェーズ（基礎/応用/開発）における、NEDOの研究開発費の割合
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フレームワークソフト等を開発

８．製品のアピールポイント
MEMS初心者にとって使いやすいグラフィックユーザーインターフェースを備える。
ナノインプリントの解析シミュレーションは、競合他社製品には無く、MemsONEの

中でも特徴のある機能。粘弾性の材料に型を押しつけて製造する技術分野に有
効。
９．実用化に到った要因（NEDOプロジェクトの役だった点）

プロジェクト計画に普及に関わる項目を設定した。また、プロジェクト期間中に、
普及・商品化に対するプロジェクト関係者の合意を得た。さらに、プロジェクト終了
後、プロジェクト期間中の合意に基づき、関係者でより詳細な協議を行い、約1年
後に商品リリースを開始した。
10．波及効果、標準化活動等

コンソーシアム参画企業のうち、みずほ情報総研、数理システムにより、
MemsONE（（財）マイクロマシンセンターにより商標登録済み）で統一したシステム
の販売を開始。国内で浸透すれば、海外販売も考えられる。

８．製品のアピールポイント８．製品のアピールポイント
MEMS初心者にとって使いやすいグラフィックユーザーインターフェースを備える。
ナノインプリントの解析シミュレーションは、競合他社製品には無く、MemsONEの

中でも特徴のある機能。粘弾性の材料に型を押しつけて製造する技術分野に有
効。
９．９．実用化に到った要因実用化に到った要因（（NEDONEDOプロジェクトの役だった点）プロジェクトの役だった点）

プロジェクト計画に普及に関わる項目を設定した。また、プロジェクト期間中に、
普及・商品化に対するプロジェクト関係者の合意を得た。さらに、プロジェクト終了
後、プロジェクト期間中の合意に基づき、関係者でより詳細な協議を行い、約1年
後に商品リリースを開始した。
1010．波及効果、標準化活動等．波及効果、標準化活動等

コンソーシアム参画企業のうち、みずほ情報総研、数理システムにより、
MemsONE（（財）マイクロマシンセンターにより商標登録済み）で統一したシステム
の販売を開始。国内で浸透すれば、海外販売も考えられる。

11.NEDOプロジェクトによる追加的な効果
NEDOプロジェクトが無ければ、開発に加わることはなかった
12.NEDOプロジェクトの寄与率（研究開発費ベース）※

プロジェクトで支援した研究フェーズにおいて、NEDOが約３割を負担

11.NEDO11.NEDOプロジェクトによる追加的な効果プロジェクトによる追加的な効果
NEDOプロジェクトが無ければ、開発に加わることはなかった
12.NEDO12.NEDOプロジェクトの寄与率（研究開発費ベース）プロジェクトの寄与率（研究開発費ベース）※

プロジェクトで支援した研究フェーズにおいて、NEDOが約３割を負担

MEMSMEMS用設計・解析支援システム用設計・解析支援システム フレームワークソフトの開発フレームワークソフトの開発
（日本ユニシス・エクセリューションズ株式会社）（日本ユニシス・エクセリューションズ株式会社）

１．製品名
MemsONE

２．開発した技術名
フレームワークソフトの開発
ナノインプリント加工・解析システムの開発

３．上市時期
2008年2月上市

１．製品名１．製品名
MemsONE

２．開発した技術名２．開発した技術名
フレームワークソフトの開発フレームワークソフトの開発
ナノインプリント加工・解析システムの開発ナノインプリント加工・解析システムの開発

３．上市３．上市時期時期
2008年2月上市

４．プロジェクト名

MEMS用設計・解析支援システム開発プロジェクト

５．プロジェクト担当部

機械システム技術開発部

６．実施期間 2004～2006年度

７．プロジェクトにおける研究開発テーマ

フレームワークソフトの開発、ナノインプリント加
工・解析システムの開発

４．プロジェクト名４．プロジェクト名

MEMS用設計・解析支援システム開発プロジェクト

５．プロジェクト担当部５．プロジェクト担当部

機械システム技術開発部

６．実施期間６．実施期間 2004～2006年度

７．プロジェクトにおける研究開発テーマ７．プロジェクトにおける研究開発テーマ

フレームワークソフトの開発、ナノインプリント加
工・解析システムの開発

ＮＥＤＯの技術成果 実用化の状況

海外の従来製品よりも低価格・多
機能としたことで、ユーザーとなる
ＭＥＭＳ関連製造企業の競争力強
化も見込める。さらに国内での普
及に弾みがつけば、海外展開も想
定される。

ユーザー企業の産業競争力
の強化
ソフトウェア産業の海外展開

期待される経済的・
社会的波及効果

2007年5月β版の実費
配布開始。2008年２月、
同社が開発したフレーム
ワークソフトやナノインプ
リント解析機能などを搭
載した「MemsONE」を上
市。Ver2.0を2009年2月
に上市。

ＭＥＭＳ用設計・解析支援システム
のフレームワーク等を開発

※NEDOプロジェクトで支援した研究フェーズ（基礎/応用/開発）における、NEDOの研究開発費の割合
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海外の従来製品よりも低価格・多
機能としたことで、ユーザーとなる
ＭＥＭＳ関連製造企業の競争力強
化も見込める。さらに国内での普
及に弾みがつけば、海外展開も想
定される。

ユーザー企業の産業競争力
の強化
ソフトウェア産業の海外展開

「プロセス逆
問題解析」

「プロセス逆問題解析」や「MEMS回路シ
ミュレータ」というMEMS分野での前例がな
く独自性のある設計支援ツールを開発。

2007年5月β版の実
費配布開始。2008年
2月、同社が開発した
逆問題解析、MEMS
回路シミュレータを搭
載した「MemsONE」
を上市。Ver.2.0を
2009年2月に上市。

「MEMS回路シミュレータ」
機械と電子回路を同時にシミュ
レート可能なソフトとして開発

８．製品のアピールポイント
「プロセス逆問題解析」では、目的とするデバイスの形状から最適な加工プロセス

やマスク形状の解析ができる。また、従来のMEMSの設計ソフトは、機械部分と回
路部分を分けて行っていたが、MEMS回路シミュレータ「MEMSpice」は機械と電子
回路を同時に解析できる特徴がある。

９．実用化に到った要因（NEDOプロジェクトの役だった点）
NEDOが、ユーザーとして開発に協力してもらうパートナーとして別途採択された

企業とのマッチングをしてくれた。これにより実施体制内の位置付けが明確になり、
ユーザー視点の意見を踏まえた開発が可能となった。

３年目には加速資金の採択を得、「ＭＥＭＳ回路シミュレータ」を開発。また、成果
普及費によりNEDOが追加支援し、製品の品質が向上した。

10．波及効果、標準化活動等
コンソーシアム参画企業のうち、みずほ情報総研、日本ユニシス・エクセソリュー

ションズにより、MemsONE（（財）マイクロマシンセンターにより商標登録済み））で統
一したシステムの販売を開始。国内で浸透すれば、海外販売も考えられる。

８．製品のアピールポイント８．製品のアピールポイント
「プロセス逆問題解析」では、目的とするデバイスの形状から最適な加工プロセス

やマスク形状の解析ができる。また、従来のMEMSの設計ソフトは、機械部分と回
路部分を分けて行っていたが、MEMS回路シミュレータ「MEMSpice」は機械と電子
回路を同時に解析できる特徴がある。

９．９．実用化に到った要因実用化に到った要因（（NEDONEDOプロジェクトの役だった点）プロジェクトの役だった点）
NEDOが、ユーザーとして開発に協力してもらうパートナーとして別途採択された

企業とのマッチングをしてくれた。これにより実施体制内の位置付けが明確になり、
ユーザー視点の意見を踏まえた開発が可能となった。

３年目には加速資金の採択を得、「ＭＥＭＳ回路シミュレータ」を開発。また、成果
普及費によりNEDOが追加支援し、製品の品質が向上した。

1010．波及効果、標準化活動等．波及効果、標準化活動等
コンソーシアム参画企業のうち、みずほ情報総研、日本ユニシス・エクセソリュー

ションズにより、MemsONE（（財）マイクロマシンセンターにより商標登録済み））で統
一したシステムの販売を開始。国内で浸透すれば、海外販売も考えられる。

1１.NEDOプロジェクトによる追加的な効果
NEDOプロジェクトがなければ自社単独での開発は困難だった

12.NEDOプロジェクトの寄与率（研究開発費ベース）※

プロジェクトで支援した研究フェーズにおいて、NEDOが約10割を負担

11１１.NEDO.NEDOプロジェクトによる追加的な効果プロジェクトによる追加的な効果
NEDOプロジェクトがなければ自社単独での開発は困難だった

12.NEDO12.NEDOプロジェクトの寄与率（研究開発費ベース）プロジェクトの寄与率（研究開発費ベース）※

プロジェクトで支援した研究フェーズにおいて、NEDOが約10割を負担

１．製品名
MemsONE

２．開発した技術名
逆問題解析、ＭＥＭＳ回路シミュレータ

３．上市時期
2008年2月上市

１．製品名１．製品名
MemsONE

２．開発した技術名２．開発した技術名
逆問題解析、ＭＥＭＳ回路シミュレータ逆問題解析、ＭＥＭＳ回路シミュレータ

３．上市３．上市時期時期
2008年2月上市

４．プロジェクト名

ＭＥＭＳ用設計・解析支援システム開発プロ
ジェクト

５．プロジェクト担当部

機械システム技術開発部

６．実施期間

2004～2006年度

７．プロジェクトにおける研究開発テーマ

機能拡張ソフトの開発（プロセス逆問題解析ソ
フト、回路集積化ＭＥＭＳシミュレータ）

４．プロジェクト名４．プロジェクト名

ＭＥＭＳ用設計・解析支援システム開発プロ
ジェクト

５．プロジェクト担当部５．プロジェクト担当部

機械システム技術開発部

６．実施期間６．実施期間

2004～2006年度

７．プロジェクトにおける研究開発テーマ７．プロジェクトにおける研究開発テーマ

機能拡張ソフトの開発（プロセス逆問題解析ソ
フト、回路集積化ＭＥＭＳシミュレータ）

期待される経済的・
社会的波及効果

ＮＥＤＯの技術成果
実用化の状況

（図提供：株式会社数理システム）

MEMSMEMS用設計・解析支援システム用設計・解析支援システム 逆問題解析、回路シミュレータの開発逆問題解析、回路シミュレータの開発

（株式会社数理システム）（株式会社数理システム）

※NEDOプロジェクトで支援した研究フェーズ（基礎/応用/開発）における、NEDOの研究開発費の割合
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本プロジェクトの成果を含めた
かたちで、国内規格が制定され、
さらには、国際規格化を進めて
いる。これにより、LED照明に関
しては、海外大手照明メーカー
に伍していける可能性がある

産業競争力の強化
環境への負荷が少ない

社会の実現

スポットライト
（グッドデザイン賞2007）

省エネ、長寿命、環境配
慮（CO2排出量削減）であ
り、薄型のデザイン性に
優れたＬＥＤ照明（スポット
ライト、ダウンライト）を開
発。2007年12月に上市。
今後もＬＥＤ照明のライン
ナップを強化する予定

温度上昇を抑える技術

８．製品のアピールポイント
・製品の特徴は、省エネ、長寿命、環境配慮（CO2排出量削減）、薄型。

９．実用化に到った要因（NEDOプロジェクトの役だった点）
・放熱性、演色性の課題を解決。演色性については、実務的に役立つ演色性計算プロ
グラムをプロジェクトの中で、開発し、上市した製品の開発にも活用した。

・異なる業態の企業が組むことで、技術やユーザーの要望などを共有することができて
プラスとなった。

10．波及効果、標準化活動等

･2005年3月に制定した日本電球工業会規格（照明用白色照明モジュールに関する安
全性要求事項）立案に参画。

・ＪＩＳ規格化に参画。一般照明用ＬＥＤモジュール安全編は、JIS-C-8154として、2009年
度公示予定。さらに、一般照明用ＬＥＤモジュール性能編は、JIS-C-8155として、2010
年に公示予定。

・国内で検討した規格を国際規格（ＩＥＣ：国際電気標準会議）に反映させることも検討中。

８．製品のアピールポイント８．製品のアピールポイント
・製品の特徴は、省エネ、長寿命、環境配慮（CO2排出量削減）、薄型。

９．９．実用化に到った要因実用化に到った要因（（NEDONEDOプロジェクトの役だった点）プロジェクトの役だった点）
・放熱性、演色性の課題を解決。演色性については、実務的に役立つ演色性計算プロ
グラムをプロジェクトの中で、開発し、上市した製品の開発にも活用した。

・異なる業態の企業が組むことで、技術やユーザーの要望などを共有することができて
プラスとなった。

1010．波及効果、標準化活動等．波及効果、標準化活動等

･2005年3月に制定した日本電球工業会規格（照明用白色照明モジュールに関する安
全性要求事項）立案に参画。

・ＪＩＳ規格化に参画。一般照明用ＬＥＤモジュール安全編は、JIS-C-8154として、2009年
度公示予定。さらに、一般照明用ＬＥＤモジュール性能編は、JIS-C-8155として、2010
年に公示予定。

・国内で検討した規格を国際規格（ＩＥＣ：国際電気標準会議）に反映させることも検討中。

11.NEDOプロジェクトによる追加的な効果

時間短縮：1.5年、放熱性、演色性に関する課題解決が早まった

12.NEDOプロジェクトの寄与率（研究開発費ベース）※

プロジェクトで支援した研究フェーズにおいて、NEDOが約１割を負担

11.NEDO11.NEDOプロジェクトによる追加的な効果プロジェクトによる追加的な効果

時間短縮：1.5年、放熱性、演色性に関する課題解決が早まった

12.NEDO12.NEDOプロジェクトプロジェクトの寄与率（研究開発費ベース）の寄与率（研究開発費ベース）※

プロジェクトで支援した研究フェーズにおいて、NEDOが約１割を負担

LEDLED照明特有の課題を解決し、製品化照明特有の課題を解決し、製品化 （（三菱電機照明株式会社三菱電機照明株式会社））

１．製品名

ＡＫＡＲＩＬＥＤs スポットライト・ダウンライト
シリーズ

２．開発した技術名

・放熱技術：ＬＥＤから発生する熱を効率よく
照明器具外に放出する器具構造

・演色性改善技術：白色ＬＥＤと赤色ＬＥＤの
色混合評価技術

３．上市時期 2007年12月上市

１．製品名１．製品名

ＡＫＡＲＩＬＥＤＡＫＡＲＩＬＥＤss スポットライト・ダウンライトスポットライト・ダウンライト
シリーズシリーズ

２．開発した技術名２．開発した技術名

・放熱技術：ＬＥＤから発生する熱を効率よく・放熱技術：ＬＥＤから発生する熱を効率よく
照明器具外に放出する器具構造照明器具外に放出する器具構造

・演色性改善技術：白色ＬＥＤと赤色ＬＥＤの・演色性改善技術：白色ＬＥＤと赤色ＬＥＤの
色混合評価技術色混合評価技術

３．上市３．上市時期時期 2007年12月上市

４．プロジェクト名

高効率電光変換化合物半導体開発

５．プロジェクト担当部

ナノテクノロジー・材料技術開発部

６．実施期間 1998～2002年度

７．プロジェクトにおける研究開発テーマ

照明用LED 光源デバイスの開発

４．プロジェクト名４．プロジェクト名

高効率電光変換化合物半導体開発

５．プロジェクト担当部５．プロジェクト担当部

ナノテクノロジー・材料技術開発部

６．実施期間６．実施期間 1998～2002年度

７．プロジェクトにおける研究開発テーマ７．プロジェクトにおける研究開発テーマ

照明用LED 光源デバイスの開発

期待される経済的・
社会的波及効果

ＮＥＤＯの技術成果 実用化の状況

ＬＥＤ照明においては、放熱性、演色
性に課題があることをプロジェクトで
把握。その解決策を検討。放熱性に
関する特許出願や演色性計算プログ
ラムの開発。

（写真提供：三菱電機照明株式会社）

※NEDOプロジェクトで支援した研究フェーズ（基礎/応用/開発）における、NEDOの研究開発費の割合
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８．製品のアピールポイント

高密度波長多重（D-WDM)通信においては，任意のITU-T（国際通信

規格）波長チャンネルに高精度（ピコメータ精度）にロックすることとその信
頼性を充分保証することが必須。その機能を業界スタンダードサイズの２
６ピンのレーザモジュールに内蔵した製品。

９．実用化に到った要因（NEDOプロジェクトの役だった点）

需要が高まってきている波長可変レーザモジュールについて、新規方式
のモジュールが検討できた。機能・大きさ・コスト等様々な観点からベンチ
マークを行なったことと高信頼達成の為の基盤技術を検討できたこと。

10．波及効果、標準化活動等

関連技術の研究開発が社内で起ち上がり、成果を継承できたこと。

８．製品のアピールポイント８．製品のアピールポイント

高密度波長多重（D-WDM)通信においては，任意のITU-T（国際通信

規格）波長チャンネルに高精度（ピコメータ精度）にロックすることとその信
頼性を充分保証することが必須。その機能を業界スタンダードサイズの２
６ピンのレーザモジュールに内蔵した製品。

９．９．実用化に到った要因実用化に到った要因（（NEDONEDOプロジェクトの役だった点）プロジェクトの役だった点）

需要が高まってきている波長可変レーザモジュールについて、新規方式
のモジュールが検討できた。機能・大きさ・コスト等様々な観点からベンチ
マークを行なったことと高信頼達成の為の基盤技術を検討できたこと。

1010．波及効果、標準化活動等．波及効果、標準化活動等

関連技術の研究開発が社内で起ち上がり、成果を継承できたこと。

11.NEDOプロジェクトによる追加的な効果

プロジェクトへの参画により、基本的な構想を検討できた。また、社内開
発製品（波長可変レーザ）との組み合わせで業界動向にマッチした製品に
展開でき，比較的短期間での開発ができた。

11.NEDO11.NEDOプロジェクトによる追加的な効果プロジェクトによる追加的な効果

プロジェクトへの参画により、基本的な構想を検討できた。また、社内開
発製品（波長可変レーザ）との組み合わせで業界動向にマッチした製品に
展開でき，比較的短期間での開発ができた。

広帯域波長可変レーザモジュールの開発（広帯域波長可変レーザモジュールの開発（古河電気工業株式会社）

１．製品名

広帯域波長可変レーザモジュール

２．開発した技術名

広帯域波長可変／ロック技術

３．製品化時期

2007年度

１．製品名１．製品名

広帯域波長可変レーザモジュール広帯域波長可変レーザモジュール

２．開発した技術名２．開発した技術名

広帯域波長可変広帯域波長可変／ロック技術／ロック技術

３．製品化時期３．製品化時期

20072007年度年度

４．プロジェクト名

フォトニックネットワーク技術の開発

５．プロジェクト担当部

電子・情報技術開発部

６．実施期間

2002～2006年度

７．プロジェクトにおける研究開発テーマ

数マイクロ秒程度で波長可変できる駆動回路も作製し、
波長可変レーザモジュールと共に指定された１９インチ
ラックへの搭載をめざす

４．プロジェクト名４．プロジェクト名

フォトニックネットワーク技術の開発

５．プロジェクト担当部５．プロジェクト担当部

電子・情報技術開発部

６．実施期間６．実施期間

2002～2006年度

７．プロジェクトにおける研究開発テーマ７．プロジェクトにおける研究開発テーマ

数マイクロ秒程度で波長可変できる駆動回路も作製し、
波長可変レーザモジュールと共に指定された１９インチ
ラックへの搭載をめざす

期待される経済的・
社会的波及効果

ＮＥＤＯの技術成果 実用化の状況

可変レーザモジュール
内に波長ロッカーを搭
載する必要がある。業
界スタンダードサイズの
26 ピンのバタフライパッ
ケージのフルバンドの
波長チャンネルをロック
できる波長ロッカー内蔵
モジュールを作製

波長ロッカーモジュール

ROADM用光通信機器
に採用され，光ネット
ワーク構築に貢献

短活性長ＤＢＲ構造を実現、≧10mW
連続波長可変幅4.5nmに拡大。波長
モニタ幅≧30nmを実現。

OBS（光バーストスイッチング）用の部
品としてスイッチングノードに使用され，
動態展示（ECOC’08,OFC’09)

・40Gbps用光通信機器に

も展開可能
・わが国の光関連産業の
競争力強化
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８．製品のアピールポイント

（冷却用）消費電力の低減と雑音指数の低減を実現

９．実用化に到った要因（NEDOプロジェクトの役だった点）

波長可変光源のニーズが顕在化してきた折に、導波路型光増幅器
の研究開発が進展した。

10．波及効果、標準化活動等

高屈折率導波路でのスポットサイズ変換技術は社内で水平展開

８．製品のアピールポイント８．製品のアピールポイント

（冷却用）消費電力の低減と雑音指数の低減を実現

９．９．実用化に到った要因実用化に到った要因（（NEDONEDOプロジェクトの役だった点）プロジェクトの役だった点）

波長可変光源のニーズが顕在化してきた折に、導波路型光増幅器
の研究開発が進展した。

1010．波及効果、標準化活動等．波及効果、標準化活動等

高屈折率導波路でのスポットサイズ変換技術は社内で水平展開

11．NEDOプロジェクトによる追加的な効果

技術的に不透明な状況がある中で、早期に可能性検証に着手できた
ため、約１年早まった

１２．NEDOプロジェクトの寄与率（研究開発費ベース）※

プロジェクトで支援した研究フェーズにおいて、NEDOが約２割を負担

1111．．NEDONEDOプロジェクトによる追加的な効果プロジェクトによる追加的な効果

技術的に不透明な状況がある中で、早期に可能性検証に着手できた
ため、約１年早まった

１２．１２．NEDONEDOプロジェクトの寄与率（研究開発費ベース）プロジェクトの寄与率（研究開発費ベース）※

プロジェクトで支援した研究フェーズにおいて、NEDOが約２割を負担

波長可変光源波長可変光源の開発（日本電気株式会社）の開発（日本電気株式会社）

１．製品名

波長可変光源

２．開発した技術名

無調整実装によるハイデルタPLC（平面光回路）とレー

ザーの高効率光結合技術

3．製品化時期

2008年度

１．製品名１．製品名

波長可変光源波長可変光源

２．開発した技術名２．開発した技術名

無調整実装によるハイデルタ無調整実装によるハイデルタPLCPLC（平面光回路）とレー（平面光回路）とレー

ザーの高効率光結合技術ザーの高効率光結合技術

33．製品化時期．製品化時期

20082008年度年度

４．プロジェクト名

フォトニックネットワーク技術の開発

５．プロジェクト担当部 電子・情報技術開発部

６．実施期間 2002～2006年度

７．プロジェクトにおける研究開発テーマ

8ch のアレイ化光増幅モジュールにおいて、信頼性と高
効率化を実現する。このときの光増幅器モジュールの目
標値はチャネルあたりの消費電力数百mW/ch、小信号利
得10dB、飽和出力10dBm、NF<8dB 。

４．プロジェクト名４．プロジェクト名

フォトニックネットワーク技術の開発

５．プロジェクト担当部５．プロジェクト担当部 電子・情報技術開発部

６．実施期間６．実施期間 2002～2006年度

７．プロジェクトにおける研究開発テーマ７．プロジェクトにおける研究開発テーマ

8ch のアレイ化光増幅モジュールにおいて、信頼性と高
効率化を実現する。このときの光増幅器モジュールの目
標値はチャネルあたりの消費電力数百mW/ch、小信号利
得10dB、飽和出力10dBm、NF<8dB 。

期待される経済的・
社会的波及効果

ＮＥＤＯの技術成果 実用化の状況

情報ネットワークに
大量の信号を伝送
するために、より高
性能で使いやすい
波長多重技術の研
究開発を継続

波長可変光源サブシステム

光増幅モジュール開発において、冷却
電力削減、雑音低減、WDMカプラ低損
失化、また励起波長最適化及び非冷却
光源の使用により消費電力を低減し、
低損失WDMカプラにより雑音指数を低
減

ネットワークにおけるノード
アーキテクチャの標準として
世界に提示し普及に努める

光通信機器における国際
標準の獲得
国内光ファイバー関連産
業の競争力強化

8ch のアレイ化光
増幅モジュール

（図：日本電気 研究開発サイトより）

※NEDOプロジェクトで支援した研究フェーズ（基礎/応用/開発）における、NEDOの研究開発費の割合
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８．製品のアピールポイント

本製品ＥＢＲは、次世代高密度光ディスクやパターンド磁気ディスク技
術開発の鍵となる装置であり、以下の特徴がある。

・ 100kVの高加速電圧による微細な描画

・ 大電流ビームによる記録時間の短縮

・ ディスク全面の安定記録

９．実用化に到った要因（NEDOプロジェクトの役だった点）

共同研究を通じて有益な知見を得ることができた。また、中間評価によ
り技術課題が明確になった。

10．波及効果、標準化活動等

1テラビット/inch2 級の記録密度を目指して、高解像度化、高精度化の
開発が進むことで、新しい記憶媒体の普及や国際標準の獲得が期待さ
れる

８．製品のアピールポイント８．製品のアピールポイント

本製品ＥＢＲは、次世代高密度光ディスクやパターンド磁気ディスク技
術開発の鍵となる装置であり、以下の特徴がある。

・ 100kVの高加速電圧による微細な描画

・ 大電流ビームによる記録時間の短縮

・ ディスク全面の安定記録

９．９．実用化に到った要因実用化に到った要因（（NEDONEDOプロジェクトの役だった点）プロジェクトの役だった点）

共同研究を通じて有益な知見を得ることができた。また、中間評価によ
り技術課題が明確になった。

1010．波及効果、標準化活動等．波及効果、標準化活動等

1テラビット/inch2 級の記録密度を目指して、高解像度化、高精度化の
開発が進むことで、新しい記憶媒体の普及や国際標準の獲得が期待さ
れる

11．NEDOプロジェクトによる追加的な効果

プロジェクトへの参画によって、製品の性能が著しく向上した。

12.NEDOプロジェクトの寄与率（研究開発費ベース）※

プロジェクトで支援した研究フェーズにおいて、NEDOが約３割を負担

1111．．NEDONEDOプロジェクトによる追加的な効果プロジェクトによる追加的な効果

プロジェクトへの参画によって、製品の性能が著しく向上した。

12.NEDO12.NEDOプロジェクトの寄与率（研究開発費ベース）プロジェクトの寄与率（研究開発費ベース）※

プロジェクトで支援した研究フェーズにおいて、NEDOが約３割を負担

電子ビームマスタリング装置（ＥＢＲ）電子ビームマスタリング装置（ＥＢＲ） （パイオニア株式会社）（パイオニア株式会社）

１．製品名

電子ビームマスタリング装置（ＥＢＲ）

２．開発した技術名

電子ビームマスタリング装置

３．製品化時期

2008年度

１．製品名１．製品名

電子ビームマスタリング装置（ＥＢＲ）電子ビームマスタリング装置（ＥＢＲ）

２．開発した技術名２．開発した技術名

電子ビームマスタリング装置電子ビームマスタリング装置

３．製品化時期３．製品化時期

20082008年度年度

４．プロジェクト名

大容量光ストレージ技術の開発

５．プロジェクト担当部

電子･情報技術開発部

６．実施期間 2002～2006年度

７．プロジェクトにおける研究開発テーマ

近接場光利用1 テラビット/inch2 級に対応した20 nm に
至る径の記録セルをディスク周状に配列化するように微細
加工されたディスク原盤を作製可能な電子線ナノマスタリ
ング技術として完成し、原盤サンプルを提供する。

４．プロジェクト名４．プロジェクト名

大容量光ストレージ技術の開発

５．プロジェクト担当部５．プロジェクト担当部

電子･情報技術開発部

６．実施期間６．実施期間 2002～2006年度

７．プロジェクトにおける研究開発テーマ７．プロジェクトにおける研究開発テーマ

近接場光利用1 テラビット/inch2 級に対応した20 nm に
至る径の記録セルをディスク周状に配列化するように微細
加工されたディスク原盤を作製可能な電子線ナノマスタリ
ング技術として完成し、原盤サンプルを提供する。

期待される経済的・
社会的波及効果

ＮＥＤＯの技術成果 実用化の状況

ポスト・ブルー・レイ・
ディスク 用超高密度

光ディスクやパター
ンド磁気ディスク媒
体のマスタリングの
要求に応えるため高
解像度型EBR の市

販プロトタイプ機を
開発

電子ビーム記録装置の構成

1テラビット/inch2 級の記録
密度を目指して、高解像度
化、高精度化の開発が進む

１テラビット/inch2
級相当のナノパ
ターンドメディア用
のディスク原盤
（30nm以下幅

同心円溝全面描画、
トラックピッチ精度：
標準偏差1.5nm以
下）を作製

新しい記録媒体の普及
世界最先端の技術による
国際標準の獲得

ナノパターンドメディア用
ディスク原盤を試作

（図：PIONEER R&D (Vol16,No2/2006)より）

※NEDOプロジェクトで支援した研究フェーズ（基礎/応用/開発）における、NEDOの研究開発費の割合

１５



都市ガス又は灯油を使用し発電
を行うとともに、温水を供給

都市ガス又は灯油
を使用し発電を行
うとともに、温水を
供給。

都市ガスを使用し
た限定商用機では、
発電効率33％、総
合効率83％（HHV)
の世界最高クラス
の総合効率を達成

１．製品名

家庭用1kW級燃料電池コジェネレーションシステム

２．開発した技術名

燃料電池セルスタックの評価方法および高耐久性、
ロバスト性製造技術

３．製品化時期

2005年2月製品化（注）（東京ガスと共同開発）
（注）NEDO事業である「定置用燃料電池大規模実証研究事業」

に参画し機器を製造・導入

１．製品名１．製品名

家庭用1kW級燃料電池コジェネレーションシステム

２．開発した技術名２．開発した技術名

燃料電池セルスタックの評価方法および高耐久性、
ロバスト性製造技術

３．３．製品化製品化時期時期

2005年2月製品化（注）（東京ガスと共同開発）
（注）NEDO事業である「定置用燃料電池大規模実証研究事業」

に参画し機器を製造・導入

４．プロジェクト名

固体高分子形燃料電池システム普及基盤整備事業

５．プロジェクト担当部

燃料電池・水素技術開発部

６．実施期間

2000～2004年度

７．プロジェクトにおける研究開発テーマ

固体高分子形燃料電池システム普及のための評価
試験を通じたデータ収集、及び評価手法の確立

４．プロジェクト名４．プロジェクト名

固体高分子形燃料電池システム普及基盤整備事業

５．プロジェクト担当部５．プロジェクト担当部

燃料電池・水素技術開発部

６．実施期間６．実施期間

2000～2004年度

７．プロジェクトにおける研究開発テーマ７．プロジェクトにおける研究開発テーマ

固体高分子形燃料電池システム普及のための評価
試験を通じたデータ収集、及び評価手法の確立

ＮＥＤＯの技術成果

８．製品のアピールポイント

1)従来の発電方法と比較して、エネルギー消費量、CO2排出量、NOx及び
SOx排出量の大幅な削減が見込まれている。

2)100℃以下の低温作動で高出力密度で発電でき、小型・軽量化が可能で起
動停止が容易。広範囲な用途への適用

3)都市ガスを使用した限定商用機では、発電効率33％、総合効率83％（HHV)
の世界最高クラスの総合効率を達成

９．実用化に到った要因（NEDOプロジェクトの役だった点）

複数のシステムメーカや法人と組んだことにより、単独事業では出来ないより
良い研究成果が得られた。同業の研究者や関連法人の研究者とのﾈｯﾄﾜｰｸが
出来、社内のおける当該分野の技術ﾚﾍﾞﾙ向上に寄与した。

10．波及効果、標準化活動等

IEC/TC105のスタック試験方案・評価基準等のベースとなっている。

８．製品のアピールポイント８．製品のアピールポイント

1)従来の発電方法と比較して、エネルギー消費量、CO2排出量、NOx及び
SOx排出量の大幅な削減が見込まれている。

2)100℃以下の低温作動で高出力密度で発電でき、小型・軽量化が可能で起
動停止が容易。広範囲な用途への適用

3)都市ガスを使用した限定商用機では、発電効率33％、総合効率83％（HHV)
の世界最高クラスの総合効率を達成

９．９．実用化に到った要因実用化に到った要因（（NEDONEDOプロジェクトの役だった点）プロジェクトの役だった点）

複数のシステムメーカや法人と組んだことにより、単独事業では出来ないより
良い研究成果が得られた。同業の研究者や関連法人の研究者とのﾈｯﾄﾜｰｸが
出来、社内のおける当該分野の技術ﾚﾍﾞﾙ向上に寄与した。

1010．波及効果、標準化活動等．波及効果、標準化活動等

IEC/TC105のスタック試験方案・評価基準等のベースとなっている。

早期実用化
安全性の確保、規格・
基準作りに貢献

試験方法評価や安全性試験の
成果は、経済産業省、総務省
及び国土交通省における６法
律２８項目におよぶ燃料電池の
実用化に向けた包括的な規制
の再点検や国際標準化に活用

固体高分子形燃料電池システム普及基盤整備事業固体高分子形燃料電池システム普及基盤整備事業
（荏原バラード株式会社）（荏原バラード株式会社）

評価中の定置用燃料
電池システム

定置用ＰＥＦＣシステ

ムの基本性能・耐環

境性能・耐久性・安

全性評価試験での

データ収集により、

技術基準・安全標準

等の基盤を確立

11.NEDOプロジェクトによる追加的な効果

プロジェクトへの参画により、製品化までに要した期間が１年程度短縮された。

12.NEDOプロジェクトの寄与率（研究開発費ベース）※

プロジェクトで支援した研究フェーズにおいて、NEDOが約１割を負担

11.NEDO11.NEDOプロジェクトによる追加的な効果プロジェクトによる追加的な効果

プロジェクトへの参画により、製品化までに要した期間が１年程度短縮された。

12.NEDO12.NEDOプロジェクトの寄与率（研究開発費ベース）プロジェクトの寄与率（研究開発費ベース）※

プロジェクトで支援した研究フェーズにおいて、NEDOが約１割を負担

実用化の状況 期待される経済的・
社会的波及効果

（写真提供：株式会社 荏原製作所）

※NEDOプロジェクトで支援した研究フェーズ（基礎/応用/開発）における、NEDOの研究開発費の割合
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