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平成２１年度実施方針 

 

機械システム技術開発部 

 

1．件名 ： プログラム名 ロボット・新機械イノベーションプログラム 

（大項目） 「異分野融合型次世代デバイス製造技術開発プロジェクト」 

 

２．根拠法 ： 独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法第１５条第１項第２号 

 

３．背景及び目的・目標 

（１）研究開発の背景及び目的 

我が国産業は、強力な競争力を有する製造業を柱に成長してきたが、情報ネットワーク技術の進展や経済

のグローバル化によって、激しい国際競争にさらされており、更に少子高齢化による技術伝承の困難さ、地球

環境問題への対応等、様々な課題に直面している。このような中で、製造業が我が国の産業競争力を支えてい

くためには、新たな製造技術の開発により、新しい産業を創出し、製造業での高付加価値化を更に進めること

が必要である。そのためには、これまでの縦割りの技術の深耕ではなく、様々な分野の技術、科学的知見を融

合した新しい製造技術を創り上げていくことが必要である。 

代表的な新しい製造技術であるＭＥＭＳ(Micro Electro Mechanical Systems：微小電気機械システム)技

術は、９０年代に世界に先駆け我が国では産学官での挑戦が始まり、２０００年以降自動車、各種製造機器、

情報機器、通信機器等の小型・高性能化をもたらし、わが国の産業競争力強化に貢献してきた。 

ＭＥＭＳ技術は、直近の産学官の取り組みである「高集積・複合ＭＥＭＳ製造技術開発プロジェクト」に

おいて、ＭＥＭＳ技術と半導体技術、ナノ技術とを融合し、高集積化・複合化による多機能デバイスの創出を

狙う新たな製造技術を実現したが、今後、２０１５年以降２０２５年に向けて革新的イノベーションを起こし、

更なる市場の拡大を図るには、従来電子・機械製造技術と完全に異分野とされてきた技術とを融合させる等に

より、これまでの製造技術の概念・常識を打ち破った技術を創出することが肝要である。 

ＭＥＭＳ技術戦略マップ２００７年版では、「ＭＥＭＳはトップダウンプロセスである微細加工とボトムア

ッププロセスであるナノ・バイオプロセスとを融合させたマイクロ・ナノ統合製造技術の確立により、その応

用範囲を急速に広げ国家・社会的課題である「環境・エネルギー」、「医療・福祉」、「安全・安心」分野で新し

いライフスタイルを創出する革新的デバイスとして広く浸透する。」と記載されている。例えば、「医療・福祉」

分野では、人体に与える負荷を極小化させる医療診断システムや、「安全・安心」分野として、広くセンサネ

ットワークを構築し、災害監視や地球観測に適用可能な宇宙で使えるような革新的デバイスの創出が望まれて

いる。この革新的デバイスを創出するためには、その基盤技術であるプロセス技術の確立が必須である。 

また、全世界的課題として環境エネルギー問題への対応が国や産業毎に強く求められており、革新的次世

代デバイスの実用化においては製造プロセス自体の省資源や高効率な製造プロセスの実現による低環境負荷

化が期待されている。 

このため、本プロジェクトは、サイエンスとエンジニアリングを融合させ、将来の革新的次世代デバイス

の創出に必要な新しいコンセプトに基づき、基盤的プロセス技術群を開発し、かつ、そのプラットフォームを

確立することを目的とする。 

さらに、低炭素社会づくりに貢献する高機能ＭＥＭＳセンサおよびそれを活かしたネットワークシステム

の構築と、革新的次世代デバイスの実用化における低環境負荷型製造プロセス技術を確立することを目的とす

る。そのため、我が国のものづくりを支える中核デバイスの国際競争力強化を目的とした「ロボット・新機械
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イノベーションプログラム」の一環として行う。 

 

（２）研究開発の目標 

[委託事業] 研究開発目標①～④ 

（ 終目標 平成２４年度） 

本プロジェクトでは、次の①～④の４項目を 終目標とし、各項目間の連携にも配慮しながら、異分野融合

型次世代デバイス製造に必要な基盤技術を確立する。 

① バイオ・有機材料融合プロセス技術の開発 

1) ナノ界面融合プロセス技術 

ナノ構造体表面で、生体分子、細胞、組織、微生物や合成有機分子の生体適合性、特異的分子認識能、

高効率多段階反応能を発現させる。有機半導体のキャリア拡散距離である２００ｎｍ以下の間隔を有する

ナノ構造体表面に低分子有機材料の配向・高分子材料の被覆プロセス、そのナノ間隙への材料充填及び表

面平坦化プロセスを開発する。体内で連続３ヶ月以上機能するハイドロゲルなどのバイオ・有機材料、及

び一日以上安定して高感度に生体分子計測を行う人工脂質二重膜の形成プロセスを開発する。界面構造

適化に向けたナノ界面融合プロセスのモデル化と解析を実施する。 

2) バイオ・有機高次構造形成プロセス技術 

バイオ・有機異種材料による３次元組立プロセス技術を開発する。また、径５０ｎｍ以下の有機分子ナ

ノピラー構造、１００ｎｍ以下の均一ポアを有する有機分子ナノポーラス構造、ライン・アンド・スペー

ス（L／S）＝１００ｎｍ以下の網目や直線構造などのナノ構造を自己組織的に形成するプロセスを実現す

る。さらに、バイオ・有機高次構造形成プロセスのモデルを構築する。 

 

② ３次元ナノ構造形成プロセス技術の開発 

1) 超低損傷・高密度３次元ナノ構造形成技術 

被エッチング面の粗さが原子層レベルの超低損傷シリコン３次元ナノ構造（ナノサイズの開口でアスペ

クト比が１００以上）を実用的なエッチング速度により形成し、側壁の傾斜角や等方性・異方性をデバイ

ス構造に対応して高精度に制御する。さらに化合物半導体や誘電材料、光学材料等に本技術を適用する指

針を得る。 

超低損傷３次元ナノ構造の形状をプロセス変数から予測・設計できるシミュレーション技術を構築し、

工業化に対応した大面積基板において均一性を達成する技術指針と装置の基本設計を提供する。 

2) 異種機能集積３次元ナノ構造形成技術 

３次元構造表面の特定箇所に対し、１００ｎｍ以下の径のナノ粒子・自己組織化ドット等を配置し、粒

子間隔・密度をデバイス構造に対応して高精度に制御する。その際必要となるナノ構造の接触物間作用力

を実用的な精度で測定し、ナノトライボロジーモデルを構築する。また、３次元ナノ構造の微細溝や孔（ナ

ノサイズの開口でアスペクト比が１００以上）に、金属あるいは酸化膜を空隙なく埋め込む技術を確立す

る。 

3) 宇宙適用３次元ナノ構造形成技術 

宇宙空間でのマルチバンド観測を実現する３次元ナノ構造形成技術として、トップダウンにより形成さ

れた３次元構造に均一に１００ｎｍレベルのナノ構造を転写形成する技術を確立する。 

さらに、３次元ナノ構造を形成したフィルタにより宇宙空間において複数の波長の光が選択的に検出で

きることを検証する手法を確立し実証する。 

 

③ マイクロ・ナノ構造大面積・連続製造プロセス技術の開発 

   1) 非真空高品位ナノ機能膜大面積形成プロセス技術 
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局所雰囲気制御下での材料の塗布プロセスや自己組織化プロセスなどの非真空薄膜堆積プロセスによ

り電子移動度１ｃｍ２／Ｖ・ｓｅｃ以上の電子的機能膜、マイクロ･ナノ構造を構成する機械的機能膜を、

実用的な成膜レートで形成可能とするプロセスを確立する。また、この高品位機能膜形成装置をメーター

級の大面積基板上にスキャニングして、上記高品位機能膜を膜厚均一性±１０％以下、パターニング分解

能２００μｍ以下、及び現行真空装置による製造時間以下で大面積基板に形成可能とするプロセスを確立

する。さらに、それを実現する装置仕様を決定する。 

 

2) 繊維状基材連続微細加工・集積化プロセス技術 

繊維状基材上に、上記非真空薄膜堆積プロセスにより、電子的機能膜、マイクロ・ナノ構造を構成する

機械的機能膜、及び発光、反射・屈折率などを制御する光学的機能膜を、実用的な速度で形成するプロセ

スを確立する。また、ナノ機能膜が被覆された繊維状基材に３次元ナノ構造を加工速度２０ｍ／ｍｉｎ以

上で形成するプロセスを実現する。さらに、３次元的に変形させても機能するシート型デバイスを実現す

る製織集積化プロセスを確立する。 

 

④ 異分野融合型次世代デバイス製造技術知識データベースの整備 

異分野融合型次世代デバイス製造技術の研究開発項目①～③にかかわる新たな知見（文献情報、特許情

報、及び研究成果を含めて）を系統的に蓄積してデータベース化するとともに、ＭＥＭＳ用設計・解析支

援システム開発プロジェクトや高集積・複合ＭＥＭＳ製造技術開発プロジェクトなどでこれまで蓄積した

技術情報を統合的に取り扱える知識データベースシステムを開発する。また、蓄積するデータ数は   

１５００件以上とし、この知識情報をＭＥＭＳ用設計・解析支援システムで活用できるようにする。 

 

[委託事業] 研究開発目標⑤高機能センサネットシステムと低環境負荷型プロセスの開発 

（ 終目標 平成２２年度） 

1)  高機能センサネットシステム開発 

検証用のクリーンルームにおいて、従来比（1990年比）CO2削減60％のセンサネット制御システムを開

発する。また、一辺30mm、厚み10mm以内に複数のMEMSセンサと処理回路、無線回路、エネルギーデバイ

スとの融合を想定したセンサモジュールプラットフォームを作製する。 

 

2) 低環境負荷型プロセス技術開発 

   現状のSF6ガスに対し、複数の代替候補ガスを調査・検討し、温暖化ガス排出量を90％以上削減可能とす

る 適代替ガスの選定指針を得る。また高機能デバイス薄膜の集積化に関し、250℃以下で大気圧付近から真

空で封止できる接合方式を決定する。さらに生体適合性ポリマーを用いたＭＥＭＳ製造プロセスにおいて、

シミュレーションを用いて機械特性などの機能数値を具体的に示す。 

大口径ＭＥＭＳ用試作ラインにて、センサ用途等ＴＥＧの設計および試作を複数種類行い、歩留まり、生

産性、効率性のデータとデバイスの動作を妨げる製造装置、製造プロセス、デバイス構造起因の欠陥・ばら

つき等の課題を抽出する。研究開発項目②「３次元ナノ構造形成プロセス技術開発」の成果である中性粒子

ビームエッチングをセンサＴＥＧに適用し、デバイス性能への効果を検証する。 

設計・計測・ファブ環境情報において共有化する情報を類型化し、データ共有化のためのデータフォーマ

ット、それに付随する基本ソフトウェアの開発を行い、ＭＥＭＳ-ＴＥＧを用いてデータ交換および設計手法

の検証を行う。また、クリーンルームおよび製造・検査装置に関わる消費エネルギー、二酸化炭素排出量な

ど環境情報の収集管理の方法を決定する。 
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[委託事業] 

（中間目標 平成２２年度） 

① バイオ・有機材料融合プロセス技術の開発 

1) ナノ界面融合プロセス技術 

終目標に示されている生体適合性、特異的分子認識能、高効率多段階反応能を発現させるための、材

料及び手法を選定する。配向や被覆プロセス、材料充填プロセス、表面平坦化プロセスを実現するための

材料や手法を確定する。体内で機能するハイドロゲルなどのバイオ・有機材料及び人工脂質二重膜を安定

形成する基本技術を確立し、 終目標値を達成するための手法を決定する。ナノ界面融合プロセスモデル

構築のための、基本パラメータ群を導出する。 

2) バイオ・有機高次構造形成プロセス技術 

バイオ・有機異種材料の組立プロセス技術を開発し、 終目標を達成するための手法を決定する。有機

分子ナノピラー構造、有機分子ナノポーラス構造、直線及び網目構造などのナノ構造形成のための手法を

選定する。バイオ・有機高次構造形成プロセスモデル構築のための、基本パラメータ群を導出する。 

 

② ３次元ナノ構造形成プロセス技術の開発 

   1) 超低損傷・高密度３次元ナノ構造形成技術 

被エッチング面の粗さが原子層レベルの超低損傷シリコン３次元ナノ構造（ナノサイズの開口でアスペ

クト比が３０以上）をエッチングにより形成し、側壁の傾斜角や等方性・異方性を制御する。 また、超低

損傷３次元ナノ構造の形状を予測・設計できるシミュレーションモデルを構築する。 

2) 異種機能集積３次元ナノ構造形成技術 

３次元構造表面の特定箇所に対し、１００ｎｍ以下の径のナノ粒子・自己組織化ドット等を配置するた

めの表面制御技術を構築する。その際必要となるナノ構造の接触物間作用力を実用的な精度で測定する技

術を開発する。また、３次元ナノ構造の微細溝や孔（ナノサイズの開口でアスペクト比が３０以上）に、

金属あるいは酸化膜を埋め込む。 

3) 宇宙適用３次元ナノ構造形成技術 

宇宙空間でのマルチバンド観測を実現する３次元ナノ構造形成技術として、トップダウンにより形成さ

れた３次元構造に均一に１００ｎｍレベルのナノ構造を転写形成する基本プロセスを構築する。 

さらに、３次元ナノ構造を形成したフィルタにより宇宙空間において複数の波長の光が選択的に検出で

きることを検証する基本手法を確立する。 

 

③ マイクロ・ナノ構造大面積・連続製造プロセス技術の開発 

1) 非真空高品位ナノ機能膜大面積形成プロセス技術 

終目標に示される電子的機能膜、機械的機能膜を形成する基本プロセスを開発する。また、大面積化

に関しては、 終目標の膜厚均一性、パターニング分解能、及び成膜速度を達成する手法を決定する。 

2) 繊維状基材連続微細加工・集積化プロセス技術 

繊維状基材上に、上記非真空薄膜堆積プロセスにより、 終目標に示される電子的機能膜、機械的機能

膜、及び光学的機能膜を形成する基本プロセスを開発する。また、ナノ機能膜が被覆された繊維状基材に

３次元ナノ構造を形成するプロセスを構築する。さらに、シート型デバイスを実現する製織集積化基本プ

ロセスを開発する。 

 

④ 異分野融合型次世代デバイス製造技術知識データベースの整備 

    異分野融合型次世代デバイス製造技術の研究開発項目①～③にかかわる新たな知見（文献情報、特許情

報、及び研究成果を含めて）を系統的に蓄積してデータベース化するとともに、ＭＥＭＳ用設計・解析支
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援システム開発プロジェクトや高集積・複合ＭＥＭＳ製造技術開発プロジェクトなどでこれまで蓄積した

技術情報を統合的に取り扱える知識データベースシステムを開発する。また、蓄積するデータ数は５００

件以上とし、この知識情報をＭＥＭＳ用設計・解析支援システムで活用できるようにする。 

 

４．実施内容及び進捗（達成）状況 

 本研究開発は平成２０年度に経済産業省が実施した「異分野融合型次世代デバイス製造技術開発プロジェクト」

事業について、平成２１年度より独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構（以下、ＮＥＤＯという。）

の事業として実施するものである。平成２０年度に財団法人 マイクロマシンセンター 遊佐 厚 氏をプロジ

ェクトリーダーとして、経済産業省で実施された研究開発の進捗状況を以下に示す。 

 

４．１ 平成２０年度（委託）事業内容 

研究開発項目① ： バイオ・有機材料融合プロセス技術の開発 

1) ナノ界面融合プロセス技術 

多チャンネル脂質二重膜形成に成功し電気測定できる目処を立て、ｉｎ ｖｉｔｒｏゲルフィルム製造法の設

定し、評価によるゲル候補成分を絞り込んでいる。電子線重合法によるハイドロゲル表面のパターンニング条件

を設定。基板上での膜タンパク質の機能・活性の確認し、蛍光色素モノマーの電子線重合の条件検討を行った。

ペプチドを用いた無機・有機材料表面へ自発的かつ選択的に蛋白質を配向固定化できている。微生物担体の微細

構造化プロセス確立と、モデル微生物を用いた評価実験系を構築。１種類の新規固定化方法の有用性を１種類の

ＣＹＰ酵素活性の半減期で評価し、現在２つめの固定化方法を検討中である。 

また、有機半導体デバイスの飛躍的なデバイス性能の向上を実現するために有機半導体ナノ構造体の創製が期

待されている。本研究では、SAM膜を下地基板として積極的に利用することで、簡便な低分子真空蒸着膜におい

て１００ｎｍ以下の有機ナノ構造体の創製に成功した。さらに、中性粒子ビームを有機薄膜に照射することによ

り、５０ｎｍ程度の有機ナノ構造体の形成に成功した。従来のプラズマ法に比べ、有機薄膜へのダメージが著し

く小さいことを見いだした。将来の微細加工法として有用な手法であると期待される。 

2) バイオ・有機高次構造形成プロセス技術 

蛍光ゲル充填型セル素材の選定し、細孔形成加工法の条件出しを実施している。肝細胞由来の細胞株の組立技

術を開発し、そのプロセスを構造と生存率で評価した。さらに動物由来の初代肝細胞などを用いて比較となるべ

きＣＹＰとＴＰ活性のデータを収集中である。また、細胞表面特異的接着ペプチド・蛋白質を見いだし、異種細

胞間接合プロセスに展開している。 

また、有機分子の配向制御、すなわち比較的分子長を長くし嵩高い置換基を導入することによってアモルファ

ス性の有機半導体分子を基板に対して平行配向させることに成功した。この基礎技術は、今後、ナノ構造体への

配向制御に繋がる基礎技術である。さらに、ナノインプリント法によって形成した数１００ｎｍピッチのナノ有

機構造体へ異なる有機半導体を充填することによって有機ナノヘテロ構造が形成でき、光電変換特性の向上が観

測された。 

（委託先：財団法人マイクロマシンセンター、国立大学法人東京大学、国立大学法人九州大学 再委託先：みず

ほ情報総研株式会社） 

 

研究開発項目② ： ３次元ナノ構造形成プロセス技術の開発 

1) 超低損傷・高密度３次元ナノ構造形成技術 

８インチ対応中性粒子ビームエッチング装置仕様を決定し、平成２１年２月に導入した。それまでの間、東

北大学の装置を活用し、ビーム特性の面内評価により、８インチウェハ面内均一性達成に向けた課題を検討し

た。また有機半導体薄膜への照射によるナノドット形成を確認した。 

３次元形状シミュレータ開発のための要件定義を明らかにし、開発設計書の作成を完了した。中性粒子ビー
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ム解析によるアパチャー設計法を開発した。 

2) 異種機能集積３次元ナノ構造形成技術 

マルチプローブアレイへの各種ナノ粒子修飾方法の調査比較し、バイオとの融合による新規手法の応用を検討

中である。基板上へのナノ粒子修飾実験による、ナノ粒子修飾方法の課題を抽出し、空間分解能５μｍで、直径

１００ｎｍ～５μｍの粒子を配列する技術を開発した。電気泳動によるナノチューブマニピュレーションの基礎

データを得、今後の展開としてペプチドを組み合わせた新規のプローブ先端への配置技術を検討した。同じくペ

プチドを応用した超低損傷３次元構造上への感応素子を修飾可能な官能基の選択とその修飾方法を検討した。ま

た、サファイア基板上へのドット成長条件を検討し、ドット形状のプロセス制御因子を抽出した。あわせて、シ

リコン基板への高品質テンプレート形成プロセスの予備検討を実施し、アプローチの妥当性を検討した。 

二酸化炭素の超臨界流体を用いて酸化物（特にＳｉＯ２）成膜技術を開発に取り組み、開口１μｍ以下でアス

ペクト比１０の細孔へＳｉＯ２を空隙なく埋め込む指針を得た。 

ナノトライボロジー評価系の立ち上げと課題を抽出し、次年度計画に反映させており、ナノ粒子修飾テーマと

連携した、ナノトライボロジー評価用プローブの１次試作検討を行った。 

3) 宇宙適用３次元ナノ構造形成技術 

自己組織化アルミナ細孔をマスクとしてシリコンをエッチングする手法を検討、短波長域フィルタ試作中。ｉ

線ステッパ露光を用いた手法により、マイクロ・ナノ構造を試作。また、シリコン素材の基本光学特性を評価し、

試作されたフィルタの光学特性を実測。マイクロ・ナノ構造の光学シミュレーションを実施し比較。さらに、小

規模画素構造を有する非冷却赤外センサを適用して、フィルタの基本評価の検討、及び宇宙適用３次元ナノ構造

の適用性評価指標を作成した。 

（委託先：財団法人マイクロマシンセンター、国立大学法人東京大学、財団法人無人宇宙実験システム研究開発機

構 再委託先：みずほ情報総研株式会社、学校法人立命館大学、三菱電機株式会社、財団法人資源探査用観測シ

ステム・宇宙環境利用研究開発機構） 

 

研究開発項目③ ： マイクロ・ナノ構造大面積・連続製造プロセス技術の開発 

1) 非真空高品位ナノ機能膜大面積形成プロセス技術 

密閉型大気圧プラズマ実験機を設計・導入し、大気圧プラズマの生成を確認した。ミストジェット基礎実験用

ヘッドによる基礎実験により制約事項を明確化し、平成２１年度に作製するミストジェットヘッドの仕様を検討

中である。エレクトロスプレー法を用いた酸化チタンのナノ構造実験を実施中である（厚さ１００ｎｍ、２セン

チ角基板）。また、シランカップリング剤のＳＡＭの高速形成法（２センチ角基板に１０分）を検討中である。

ナノ加工プロセスシミュレーションの解析モデルの要件定義し、ミストジェットシミュレーション、大気圧プラ

ズマ雰囲気制御シミュレーションを実施した。 

2) 繊維状基材連続微細加工・集積化プロセス技術 

機能性繊維状基材の高速連続製造プロセスとして、圧電薄膜等の基本被覆プロセス開発と５０ｍ／ｍｉｎ動作

の連続塗布装置の設計開発とを実施した。また、３次元ナノ構造高速連続加工プロセスとして繊維状基材上への

Ａｇパターン塗布形成を実施するとともに、リールツーリールインプリントシステムの設計を行った。さらに、

ウィービング技術の開発に向け、可動接点評価装置の構築と同種基材製織基本プロセス条件の探索を実施した。 

（委託先：財団法人マイクロマシンセンター 再委託先：みずほ情報総研株式会社、独立行政法人産業技術総合研

究所） 

 

研究開発項目④ ： 異分野融合型次世代デバイス製造技術知識データベースの整備 

異分野融合型次世代デバイス製造技術に関する知識データベースの概念設計し、詳細設計の検討を実施、プロ

ジェクト研究開発の成果、及び関連研究成果の知識データの収集を開始した。知識データの詳細分類について知

識データベース編纂委員会にて情報分類カテゴリの分類を決定し、詳細設計に活用した。本年度の知識DB登録件
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数は１９０件以上を予定している。 

（委託先：財団法人マイクロマシンセンター 再委託先：国立大学法人東京農工大学、国立大学法人東京大学、国

立大学法人東北大学、学校法人慶應義塾、学校法人東京理科大学、公立大学法人首都大学東京） 

 

４．２ 実績推移 

 ２０年度 

経済産業省直轄 

実績額推移 

①一般会計（百万円） 

 

１１５０ 

特許出願件数（件） １０ 

論文発表数（報） ２ 

フォーラム等（件） ３８ 

 

５．事業内容 

財団法人 マイクロマシンセンター 遊佐 厚 氏をプロジェクトリーダーとし、以下の研究開発を実施す

る。実施体制については、別紙を参照のこと。 

 

５．１ 平成２１年度（委託）事業内容 

研究開発項目① ： バイオ・有機材料融合プロセス技術の開発 

1) ナノ界面融合プロセス技術 

将来の埋め込みデバイスや超高感度分子計測デバイスの研究基盤を創出するために、脂質膜やハイドロゲルな

どがデバイス内で長期間安定して機能し、生体計測を続けられる界面の形成プロセス技術を開発する。 

４チャンネル同時に電気的に独立して計測できる脂質二重膜を形成する方法を開発する。 

ハイドロゲルを長期安定に形成させるため、電子線照射法を開発する。 

微生物担体の微細構造化プロセスの確立と、モデル微生物を用いた評価実験系を構築する。 

分子配向制御、充填技術等によって得た基板表面のナノ構造の高次構造解析方法と光・電子物性評価法を検討

する。 

2) バイオ・有機高次構造形成プロセス技術 

将来の薬物動態検出や人工臓器研究の基盤を創出するために、一細胞レベルで制御された３次元へテロ組織

の構築プロセス技術を開発する。 

肝細胞由来の細胞株の組立て技術を開発し、そのプロセスを構造と生存率で評価する。 

細胞表面特異的接着ペプチド・蛋白質を用いた異種細胞間接合プロセスを開発する。 

動物由来の初代肝細胞などを用いて比較となるべきＣＹＰとＴＰ活性のデータを得る。 

ナノ構造の高次構造解析方法と熱・電子物性評価法を検討する。 

バイオ・有機高次構造形成プロセスについて開発するモデルの適用範囲を検討し、開発要件を決定する。 

（委託先：ＢＥＡＮＳ技術研究組合、国立大学法人東京大学、国立大学法人九州大学） 

 

 

研究開発項目② ： ３次元ナノ構造形成プロセス技術の開発 

1) 超低損傷・高密度３次元ナノ構造形成技術 

被エッチング面の粗さが原子層レベルの超低損傷シリコン３次元ナノ構造をエッチングにより形成し、側壁

の傾斜角や等方性・異方性を制御できる条件を抽出する。また、有機半導体薄膜への中性粒子ビーム照射によ

るナノドット形成法を、バイオ・有機高次構造形成プロセス技術研究チームと共同して推開発する。 さらに、
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超低損傷３次元ナノ構造の形状を予測・設計できる簡易シミュレーションモデルを構築する。 

2) 異種機能集積３次元ナノ構造形成技術 

電気泳動によるナノチューブマニピュレーションの動作原理を構築するとともに、空間分解能５ミクロンで、

直径１００ｎｍ～５μｍの粒子を配列する技術を確立する。 

超低損傷３次元構造上への感応素子を修飾可能な官能基を選択し、その修飾方法の条件を求める。 

さらにサファイア基板上へのドット成長条件を検討し、ドット形状のプロセス制御因子を抽出する。あわせ

て、シリコン基板への高品質テンプレート形成プロセスの予備検討を実施し、アプローチの妥当性を検討する。 

3) 宇宙適用３次元ナノ構造形成技術 

宇宙空間からのマルチバンド観測に必要なフィルタの 適構造を設計し、要素プロセス技術のプロセス条件

を導く。さらに３次元ナノ構造を形成したフィルタにより宇宙空間において両赤外帯域の波長の光が選択的に

検出できることを検証する評価手法や評価指標を確立する。 

（委託先：ＢＥＡＮＳ技術研究組合、国立大学法人東京大学、学校法人立命館大学） 

 

研究開発項目③ ： マイクロ・ナノ構造大面積・連続製造プロセス技術の開発 

1) 非真空高品位ナノ機能膜大面積形成プロセス技術 

局所雰囲気制御下でのプラズマ制御技術、ナノ材料塗布技術、自己組織化技術などを活用した、非真空薄膜

堆積プロセスにより、電子デバイスに適用可能なマイクロ・ナノ構造の高品位機能膜を形成するプロセスを開

発し、大型基板への展開を図る。 

大気圧プラズマ成膜では、スキャニングによる大面積化に向けて、開放型の大気圧プラズマ装置にて、機能

膜形成の検証、データ取得を行う。 

また、機能材料塗布の検討においては、有力候補のミストジェット技術の適用検証のため、スキャニング制

御された装置にて、塗布実験、データ取得を行う。 

2) 繊維状基材連続微細加工・集積化プロセス技術 

フレキシブルシートデバイスの実現に必須な、機能性繊維状基材の高速連続製造プロセス、同基材への３次

元ナノ構造高速連続加工プロセス、及び繊維状基材を製織によって大面積集積化するウィービング技術を開発

する。 

３次元ナノ構造形成においては、ファイバーの全表面に電気配線や液体流路を形成できるように円筒型モー

ルドをファイバーに対して水平に配置し、ファイバー中心を回転軸にモールドを３６０°回転させる。また複

数のモールドを同期回転させることにより、多層プレスによる立体パターニングの高速化を図る。 

（委託先：財団法人マイクロマシンセンター、独立行政法人産業技術総合研究所） 

 

研究開発項目④ ： 異分野融合型次世代デバイス製造技術知識データベースの整備 

異分野融合型次世代デバイス製造技術に関する知識データベースの詳細設計を完了する。 

本研究開発事業の各研究開発センターにおける研究開発の成果、及び関連研究成果の知識データを収集する。 

（委託先：ＢＥＡＮＳ技術研究組合） 

 

研究開発項目⑤  ： 高機能センサネットシステムと低環境負荷型プロセスの開発 

異分野融合型次世代デバイス製造技術を活用し、高機能センサネットシステムの実用化と、低環境負荷型製造プ

ロセスの確立に向けた開発・実証を行う。 

（委託先：ＢＥＡＮＳ技術研究組合） 

 

また、異分野融合分野で新しいライフスタイルを創出する革新的デバイスの具体的ニーズ情報を収集する。 
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５．２ 平成２１年度事業規模 

   一般会計   ４，４０２百万円（新規） 

（注）事業規模については、変動があり得る。 

 

６.事業の実施方式 

６．１ 公募  

研究開発項目⑤「高機能センサネットシステムと低環境負荷型プロセスの開発」については、平成２１年度、実

施者の公募を実施する。 

 

 (1)掲載する媒体 

「ＮＥＤＯ技術開発機構ホームページ」及び「e-Radポータルサイト」で行う。 

 

(2)公募開始前の事前周知 

公募開始前にＮＥＤＯ技術開発機構ホームページで行う。本事業はe-Rad 対象事業であり、e-Rad 参加の案内も

併せて行う。 

 

(3)公募時期・公募回数 

平成２２年１月に実施する。 （１回） 

 

(4)公募期間 

公募開始から1ヶ月以上とする。  

 

(5)公募説明会  

公募期間中に1回以上実施する。 

 

６．２ 採択方法 

(1)審査方法 

・e-Radシステムへの応募基本情報の登録は必須とする。 

・事業者の選定・審査は、公募要領に合致する応募を対象にＮＥＤＯ技術開発機構が設置する審査委員会（外部

有識者で構成）で行う。審査委員会（非公開）は、提案書の内容について外部専門家（学識経験者、産業界の経

験者等）を活用して行う評価（技術評価及び事業化評価）の結果を参考にとし、本事業の目的の達成に有効と認

められる事業者を選定した後、ＮＥＤＯ技術開発機構はその結果を踏まえて事業者を決定する。 

・申請者に対して、必要に応じてヒアリング等を実施する。 

・審査委員会は非公開のため、審査経過に対する問合せには応じない。 

 

(2)公募締切りから採択決定までの審査等の期間 

公募締切日から４５日以内とする。 

 

(3)採択結果の通知 

採択結果については、ＮＥＤＯ技術開発機構から申請者に通知する。なお不採択の場合は、その明確な理由を

添えて通知する。通知の時期は平成２２年３月を予定する。 

 

(4)採択結果の公表 
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採択案件については、申請者の名称、研究開発テーマの名称・概要をＮＥＤＯ技術開発機構ホームページで公

表する。公表の時期は平成２２年３月を予定する。 

 

 

７. その他重要事項 

（１）評価 

ＮＥＤＯは、技術的及び政策的観点から、研究開発の意義、目標達成度、成果の技術的意義並びに将来の産

業への波及効果等の観点から、推進委員会等で各研究開発内容について内部評価を実施する。 

 

（２）運営・管理 

研究開発全体の管理・執行に責任を有するＮＥＤＯは、経済産業省及びプロジェクトリーダーと密接な関係

を維持しつつ、プログラムの目的及び目標並びに本研究開発の目的及び目標に照らして適切な運営管理を実施

する。具体的には、外部有識者の意見を運営管理に反映させるほか、プロジェクトリーダー等を通じてプロジ

ェクトの進捗について報告を受けること等を行う。 

 

（３）複数年度契約の実施 

研究開発項目①～④については、平成２１～２２年度の複数年度契約とする。 

研究開発項目⑤「高機能センサネットシステムと低環境負荷型プロセスの開発」については、平成２２年度

末までの契約とする。 

 

 

８．スケジュール 

  研究開発項目①～④ 

  平成２１年 ３月５日   部長会 

 ３月１０日  契約助成審査委員会 

６月     第１回推進委員会    ９月     第２回推進委員会 

平成２２年 １月     第３回推進委員会    ３月     第４回推進委員会 

 

研究開発項目⑤「高機能センサネットシステムと低環境負荷型プロセスの開発」 

平成２１年１２月 ・・・・部長会 

平成２２年１月初旬 ・・・公募開始 

平成２２年１月中旬 ・・・公募説明会 

平成２２年２月中旬 ・・・公募締切 

平成２２年２月中旬から３月中旬 ・・・技術審査、ＮＥＤＯ内手続き 

平成２２年３月中旬 ・・・委託先発表 

 

 

９．実施方針の改訂履歴 

（１）平成２１年３月、制定。 

（２）平成２１年１２月、「高機能センサネットシステムと低環境負荷型プロセスの開発」を行うため、改訂。 

（３）平成２２年３月、「高機能センサネットシステムと低環境負荷型プロセスの開発」について、公募を実施

し、委託先を選定したため、改訂。 
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（別紙）事業実施体制の全体図 

平成２１年度「異分野融合型次世代デバイス製造技術開発プロジェクト」実施体制

 

 

プロジェクトリーダ 
  遊佐  厚：(財)マイクロマシンセンター ＢＥＡＮＳ研究所 所長

国立大学法人九州大学（①） 

【委託先】

独立行政法人産業技術総合研究所（③） 

国立大学法人東京大学（①、②（１）、（２）） 

【協議・指示】

学校法人立命館大学（②（３）） 

ＮＥＤＯ 

ＢＥＡＮＳ技術研究組合（①～⑤) 
財団法人マイクロマシンセンター、オムロン、オリンパス、数理システム、セイコーインスツル、テル

モ、デンソー、 東芝、東芝機械、パナソニック電工、フジクラ、富士電機ｼｽﾃﾑｽﾞ、古河電工、みずほ

情報総研、三菱化学安科研、三菱電機、リンテック、財団法人無人宇宙実験システム研究開発機構、財

団法人資源探査用観測システム・宇宙環境利用研究開発機構、財団法人九州先端科学技術研究所 
【研究実施場所】   

東大生産技術研究所、九大未来化学創造センター、産総研つくば東事業所、立命館大学 

経済産業省 


