
  

経済産業大臣賞 
マイクロドーズ臨床試験を活用した革新的創薬支援技術の開発／事業化 

 
独立行政法人理化学研究所 杉山特別研究室 特別招聘研究員／東京大学 名誉教授  杉山 雄一氏 
 

積水メディカル株式会社 代表取締役社長  福田 睦氏 
 

摂南大学 薬学部 教授  山下 伸二氏 

＜受賞者＞ 

 「基礎研究から臨床研究への橋渡し促進技術開発」  

（2008年度～2012年度） 
  

 研究機関の他、製薬企業、受託臨床試験機関、臨床

（研究）試験機関が連携する体制を構築し、産業界の技

術ニーズや規制動向を踏まえて、プロジェクトを推進し

た。この体制が有効に機能し、MD臨床試験の実用化に

資する基盤技術の開発や探索的臨床研究が行われ、

積水メディカル株式会社はこれらの成果を活用して

「MD臨床試験受託」の事業化につなげた。 

 

＊ ＜関連するＮＥＤＯ事業 

           ／ＮＥＤＯの役割＞ 

(バイオテクノロジー・医療技術部) 

 理化学研究所の杉山研究員と摂南大学の山下教授は、通常の臨床試験前に、
極めて微量の候補化合物を人体に投与し、薬物の体内動態を確認する「マイク
ロドーズ（MD）臨床試験」を活用した創薬基盤技術を世界に先駆けて開発。 

 積水メディカル（株）は両機関と連携し、この成果を活用して、医薬品開発に関
する規制に対応したMD臨床試験を2013年に事業化。 

 臨床試験に入る薬を効果的に選別できるため、医薬品開発にかかるコストと
時間を大幅に削減することが期待される。 

＜受賞技術の概要＞ 

 ・成功確率の向上 

 ・コスト削減 

○MD臨床試験を行わない場合 

化合物合成    非臨床試験     MD        臨床試験      審査・承認 

 合成と最適化   試験管レベル・動物実験 臨床試験 第１相試験 第２相試験 第３相試験 

非臨床試験での
優先順位付け 

候補A 

新薬の研究開発プロセス 

MD臨床試験での 
優先順位の変更 

候補A 

候補B 

B 

A 

化合物合成    非臨床試験      臨床試験 
 合成と最適化    試験管レベル・動物実験  第１相試験 第２相試験 

○MD臨床試験を行う場合 

     臨床試験       審査・承認 
第１相試験 第２相試験 第３相試験 

臨床試験の段階に到達した候補
物質のうち承認に至る確率は8％ 

候補化合物としてBを選択することで、A
の開発は早い段階で止めることができる 

○ 市販 

× 開発中止 

候補B 



  

日本学術会議会長賞 
半導体製造などで使用される高効率紫外レーザー光源 

（CLBO 波長変換素子）の実用化 

大阪大学名誉教授／大阪大学・光科学センター 特任教授 佐々木 孝友 氏 
 

大阪大学 教授 森 勇介 氏 
 

株式会社光学技研 代表取締役 岡田 幸勝 氏 

＜受賞者＞ 

NEDO産業科学技術研究開発制度「フォトン計測・加工技術」研究開発（1997年度～2001年度） 
  

 全固体紫外レーザー光源の実用化という困難な目標を達成するためには、高品質なCLBO結晶の育成と、

難易度の高いCLBO結晶を加工する技術の確立が必要であった。そこで、結晶育成が得意な大阪大学の技

術と、結晶加工が得意な(株)光学技研の技術をプロジェクト実施体制に取り組み、産学連携の体制によりお

互いが情報をフィードバックしながらプロジェクトを実施する体制を構築。結果、全固体紫外レーザー光源を

世界で初めて実用化まで導いた。 

＊ ＜関連するＮＥＤＯ事業／ＮＥＤＯの役割＞ 

(電子・材料・ナノテクノロジー部) 

約２７ｃｃ 
CLBO結晶と波長変換素子 

 大阪大学は紫外光への波長変換特性が最も優れたCsLiB6O10（CLBO）結晶を発見。高度
な結晶加工技術を有する(株)光学技研と連携し、CLBO結晶の高精度表面加工技術を開発。
これにより、CLBO波長変換素子の高性能化に成功。従来のガス放電により光を取り出すエキ
シマレーザー方式と比較して、エネルギー効率が良く、長時間紫外発光を可能とする全固体
の紫外レーザ光源を世界で初めて実用化。フォトマスク検査やSi基板検査、微細加工等、プロ
セスの微細化が進む半導体関連技術の発展に寄与。 

CLBO波長変換素子を搭載した 

半導体フォトマスク検査装置 

CLBO結晶波長変換素子 

研磨加工室 

＜受賞技術の概要＞ 



  

文部科学大臣賞 
血管内治療の技術トレーニングのためのテーラーメイド超精密手術シミュレータの開発  

名古屋大学 名誉教授、名城大学 教授 福田 敏男氏 
ファイン・バイオメディカル有限会社（名古屋大学発ベンチャー） 代表取締役 池田 誠一氏 
名古屋大学 教授 新井 史人氏 

＜受賞者＞ 

関連プロジェクト： 「（２１世紀ロボットチャレンジプログラム） 次世代ロボット実用化プロジェクト」（2004-2005）  
  

 ＮＥＤＯは、本プロジェクトにおいて、人間と共存するロボットにおいて、製品化が困難とされる応用分野（例え

ば医療・福祉分野等）に対し、プロトタイプ開発を行い、デモを行うことで社会に提示し、社会的認知度の向上、

市場性の評価を行った。その結果、プロジェクトに参画していた名古屋大学が、超精密人体ロボット内部に再現

された血管立体モデルが生体血管の形状・物性・動態を良好に再現しており、トレーニング環境として実用性が

高いことから、製品化に繋がった。 

 

＊ ＜関連するＮＥＤＯ事業／ＮＥＤＯの役割＞ 

(技術開発推進部) 

名古屋大学は、NEDOプロジェクト＊の成果を活用して、本番の手術が技術トレーニン
グを兼ねている問題点に着目し、CT情報から、血管の形状と物理特性を精密に再現
する微細加工技術を世界で初めて確立した。 

 さらに、主要な病院、機器メーカーの多数に導入され、検問医師試験や、医療機器開
発評価、技術トレーニングなど様々な分野で活用され各分野での新たな市場形成と
拡大に大きく貢献。 

本シミュレータの利用による医療技術や医療機器の向上により、医療の安全化に大き
く貢献。手術ロボットや手術デバイス、再生医療技術など、本製品以外にも多様な技
術を産み出している。 

＜受賞技術の概要＞ 

NEDOプロジェクトの成果 

超精密血管内手術シミュレータEVE 

患者のCT撮影から構築される 
テーラーメイド超精密血管内手術シミュレータEVE 



  

文部科学大臣賞 
レアメタルフリーLiFePO4正極の量産プロセス開発 

九州大学先導物質化学研究所  准教授  岡田 重人氏 
 

三井造船（株）  技術開発本部 千葉技術開発センター  技師長  八田 直樹氏 
  
三井造船（株）  事業開発本部 LIB事業室  室長  阿部 一雄氏 

＜受賞者＞ 

関連プロジェクト： 「次世代自動車用高性能蓄電システム技術開発」（2007-2011） 
            「リチウムイオン電池応用・実用化先端技術開発事業」（2012-2016）  
 

 九州大学岡田准教授が保有している独自技術を発展させ、 LiFePO4をベースとしたより高容量化が期待できる新規

正極材料の開発を目的に、ＮＥＤＯ「次世代自動車用高性能蓄電システム技術開発」を実施。ポスト鉄系化合物の中

でも有望な鉄ペロブスカイト系の候補材料の製造方法及び電極製造最適化を行うと共に、周辺技術の権利化を進め

た。 
 また、鉄系化合物の中で実用化されている鉄オリビン系の LiFePO4を用いた電池の高性能化及び多用途化を図る

ため、現在ＮＥＤＯ「リチウムイオン電池応用・実用化先端技術開発事業」において、三井造船が電池メーカーと共に、 
LiFePO4の電池化及びそのアプリケーションの拡大に取組んでいる。具体的には、港湾設備を中心とした産業用動力

及びＥＶ／ＨＥＶに用いられる電池の開発と早期の事業化を目指している。  
 

  

＊ ＜関連するＮＥＤＯ事業／ＮＥＤＯの役割＞ 

(スマートコミュニティ部) 

 九州大学岡田准教授は、レアメタルフリー故に安価かつ資源制約を受けにくく、電気自動
車向け次世代リチウムイオン電池の正極活物質として有望視されているLiFePO4（リン酸
鉄リチウム）等の鉄系化合物の基本特許をほぼ独占的に取得。これを踏まえ、九大と三井
造船（株）との共同研究により、大型リチウムイオン電池の低価格化と電気自動車の本格
普及に不可欠な量産技術の確立を目指し、LiFePO4の改良・製造共願特許の取得及び量
産プロセスの開発を実施。 

＜受賞技術の概要＞ 

導電性炭素薄層析出LiFePO4

正極材量産試料のTEM写真 



  

環境大臣賞 
風レンズ技術による高効率風車の開発 

九州大学応用力学研究所 所長 大屋 裕二氏 
 

九州大学応用力学研究所 准教授 烏谷 隆氏 
  

九州大学応用力学研究所 准教授 内田 孝紀氏 
  

（株）リアムウインド 開発部 西村 秀喜氏 

 

＜受賞者＞ 

関連プロジェクト： 「産業技術研究助成事業」（2005-2007）  

 

数値流体シミュレーション技術(CFD)と、地理情報システム(GIS)との相互連携を図り、紙地図などから空間

解像度10m以下の詳細地形を構築する技術を開発した。その高解像度標高データに基づいて、日本国内に

限らず世界中のあらゆる平坦地形や複雑地形に適用可能な精密風況予測技術リアムコンパクトを開発した。 

＊ ＜関連するＮＥＤＯ事業／ＮＥＤＯの役割＞ 

(技術開発推進部) 

■世界で初めて超高効率な中・小型風力発電「レンズ風車」を実用化。 
■風車ローターに「風レンズ」と称するシンプルな集風体を取り付ける 
  だけで、風エネルギーを最大５４％取り込めるようになった。 
■静粛性、景観に溶け込む美しさ、バードストライク皆無という風車の環境問題に関する欠点を 
   すべて解消。 
■好風況のところでは高い設備利用率を示し、独立電源としての普及が期待される。 
■風車導入には、適切なサイトの選択が重要。数値風況予測技術リアムコンパクトを開発し、 
  レンズ風車の設置支援、および国内外の大型ウィンドファームの風況診断を実現。 

＜受賞技術の概要＞ 
３kWレンズ風車 

（ロータ径2.5m、レンズ径3.4m） 

つば 

集風体 

風レンズ技術のメカニズム 

リアムコンパクトによる 
レンズ風車設置のための風況診断例 



  

日本経済団体連合会会長賞 
産学垂直連携・共同研究体「ＴＰＥＣ」の創成  

独立行政法人 産業技術総合研究所 
 

富士電機株式会社 
  

株式会社アルバック 

＜受賞者＞ 

関連プロジェクト：「超低損失電力素子技術開発 基盤技術開発」（1998-2002） 

           「エネルギー使用合理化技術戦略的開発 省エネルギー電力変換器の高パワー密度・汎用化研究開発」（2003-2005）  

  

 NEDOは、TPEC創成の源ともいえる技術であるSiCウェハのカーボン（C）面の活用及び、独自構造のパワー半導体トランジスタ（IE-MOSFET）に

ついて、開発を支援した。SiCウェハは一面がSi面、もう一面がC面から構成されており、C面は特性的に優れているものの、製造条件範囲の狭さか

ら従来は活用が難しかった。「超低損失電力素子技術開発」においては、世界で初めてC面を用いたデバイス実現の可能性を示し、また、この面の

酸化速度の観点から、実用上開発の意義が大きいことを明らかにすることに成功した。また、「エネルギー使用合理化技術戦略的開発 省エネル

ギー電力変換器の高パワー密度・汎用化研究開発」においては、C面基板を用いて反転チャネルIE-MOSFETを開発し、当時での世界最小のオン

抵抗値（1.8mΩc㎡）を達成した。 

＊ ＜関連するＮＥＤＯ事業／ＮＥＤＯの役割＞ 

(省エネルギー部) 

約２７ｃｃ  

 

 産業技術総合研究所（以下、「産総研」）はこれまで、複数の経済産業省・NEDO事業の実施、所内予算の投資や技術研究組合への参加により日
本におけるSiC半導体研究開発をリードしてきた。直近では平成20年から産総研独自予算による企業との大型共同研究を立ち上げ、つくばイノベー
ションアリーナ（以下、「TIA」）活用プロジェクトとして集中的な予算投下により、SiCパワー半導体試作ラインを構築して平成23年度にオン抵抗が世
界一低いSiCパワー半導体の量産技術を確立し、世界に先駆けメガソーラー向け省エネ型SiC電力変換器（パワーコンディショナー）の製品化につ
なげた。 その後、上記成果や拠点インフラの発展的活用を目指し、個別企業や大学ら関係機関との折衝、調整を進め、SiC半導体製品の開発を総
合的に加速する新しい民活型・共同研究体組織「つくばパワーエレクトロニクスコンステレーション」（以下、「TPEC」）を平成24年4月に産総研内に
構築した。TPECは我が国の産業構造の特徴を反映した川上から川下に至る、ビジネスレイヤーの異なる24社、SiC半導体研究に最も高い研究ポ
テンシャルを有するアカデミア9機関が参画し、SiC量産試作機能はもとより、産業人材育成機能を含むオープンイノベーション型の組織として運営さ
れるに至った。  

＜受賞概要＞ 

C面
（表）   

C面（新技術） 

Si面（従来技術） 

SiCウェハ 

SiCウェハC面上に作製された 
パワー半導体トランジスタチップ 
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