【参考2】 第3期科学技術基本計画 ナノテクノロジー・材料関連施策②

共通基盤技術検討ワーキンググループ
（ナノテクノロジー・材料）

27

【参考3】 平成24年度科学技術重要施策アクションプラン①
（アクションプランのねらい）
○ アクションプランのねらいは、最も重要と考えられる施策の方向性を概算要求前に示す
ことによって、政府全体の科学技術予算の重点化を誘導することである。
○ 平成23年度予算編成において初めて実施。先行的に、グリーン及びライフの二大イノ
ベーション、並びに競争的資金の使用ルール等の統一化を対象とした。

24

重要施策への
重点化

平成 年度
予算編成プロセス

アクションプラン
対象施策の検討

東日本大震災を
踏まえた見直し

アクション プ ラン

期科学技術
基本計画案
4

資源配分方針

第

○ 平成24年度予算編成においては、アクションプランを最も重要な政策誘導ツールの一つ
として位置づけ、アクションプラン対象施策への科学技術予算の最重点化を図る。

内容の反映

「当面の科学技術政策の運営について」
共通基盤技術検討ワーキンググループ
（5月2日 科学技術政策担当大臣・有識者議員）
（ナノテクノロジー・材料）

28

【参考3】 平成24年度科学技術重要施策アクションプラン②
（重点対象）
４つの重点対象を設定
東日本大震災を
踏まえた新たな
柱として設定

我が国の現状を
踏まえて内容を
見直し

復興・再生並びに
災害からの安全性向上

 東日本大震災からの復興・再生を遂げ、地域住
民がより安全に暮らせる社会の実現を目指す。
 東北地域の復興・再生をモデルとして、より安
全、かつ豊かで質の高い国民生活を実現する国
を目指す。

グリーンイノベーション

 自然と共生し持続可能な環境・エネルギー先進
国の実現を目指す。

ライフイノベーション

 心身ともに健康で活力ある社会の実現を目指
す。
 高齢者・障がい者が自立できる社会の実現を目
指す。

新たに追加

 世界共通の課題を克服し、豊かな国民生活を実
基礎研究の振興及び
現し、科学技術を文化として育み、多様な人材を
育成確保する社会の実現を目指す。
人材育成の強化
共通基盤技術検討ワーキンググループ
（ナノテクノロジー・材料）
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【参考3】 平成24年度科学技術重要施策アクションプラン③
（対象施策）
※ナノテクノロジー・材料の研究開発が貢献している施策を抽出

復興・再生並びに災害からの安全性向上

建築物や構造物の耐震性、耐火性の強化に資する材料の創出
東北復興次世代エネルギー研究開発プロジェクト

文部科学省
文部科学省

高性能太陽光発電システムの技術開発
有機系太陽電池の高効率化に向けた研究開発
①物質・材料研究機構「次世代太陽光発電に資する革新材料の開発」、
②理化学研究所「グリーン未来物質創成研究」、③科学技術振興機構
「研究成果展開事業（戦略的イノベーション創出推進プログラム）」
従来技術の延長線上にない太陽光発電技術の研究開発
革新型太陽電池国際研究拠点整備事業
太陽光発電無線送受電技術の研究開発
バイオマスの利活用に向けた基礎研究と革新技術開発の推進
実社会におけるバイオマス利活用の普及を目指した技術開発
セルロース系エタノール革新的生産システム開発事業
バイオマスエネルギー等高効率転換技術開発
戦略的次世代バイオマスエネルギー利用技術開発事業
日米エネルギー環境技術研究・標準化協力事業
固体酸化物形燃料電池システム要素技術開発
固体高分子形燃料電池実用化推進技術開発
高効率水素製造等技術開発

経済産業省

グリーンイノベ―ション①

共通基盤技術検討ワーキンググループ
（ナノテクノロジー・材料）

文部科学省
文部科学省
経済産業省
経済産業省
文部科学省
文部科学省
経済産業省
経済産業省
経済産業省
経済産業省
経済産業省
経済産業省
経済産業省
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【参考3】 平成24年度科学技術重要施策アクションプラン④
（対象施策）
※ナノテクノロジー・材料の研究開発が貢献している施策を抽出

グリーンイノベ―ション②

水素製造・輸送・貯蔵システム等技術開発
水素先端科学基礎研究事業
革新型蓄電池先端科学基礎研究
リチウムイオン電池応用・実用化先端技術開発事業
新エネルギー系統対策蓄電システム技術開発
従来技術の延長線上にない燃料電池・蓄電池等の革新的技術開発
革新的なエネルギー創出、蓄積技術を支える材料創成
①社会的ﾆｰｽﾞに応える材料の高度化のための研究開発 (物質・材料研究機構)、
②ﾅﾉﾃｸﾉﾛｼﾞｰを活用した環境技術開発、③大学発ｸﾞﾘｰﾝｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ創出事業
(先進環境材料)、④元素戦略の強化
計測分析技術・機器の開発
立体構造新機能集積回路（ドリームチップ）技術開発
低炭素社会を実現する超低電力デバイスプロジェクト
超低消費電力型光エレクトロニクス実装システム技術開発
ノーマリーオフコンピューティング基盤技術開発
「グリーンITプロジェクト」
太陽熱エネルギー活用型住宅の技術開発
次世代照明等の実現に向けた窒化物半導体等基盤技術開発
低炭素社会を実現する新材料パワー半導体プロジェクト
革新炭素繊維基盤技術開発/革新炭素繊維製造プロセス技術開発

経済産業省
経済産業省
経済産業省
経済産業省
経済産業省
文部科学省
文部科学省
文部科学省
経済産業省
経済産業省
経済産業省
経済産業省
経済産業省
経済産業省
経済産業省
経済産業省
経済産業省

共通基盤技術検討ワーキンググループ
（ナノテクノロジー・材料）
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【参考3】 平成24年度科学技術重要施策アクションプラン⑤
（対象施策）
※ナノテクノロジー・材料の研究開発が貢献している施策を抽出

グリーンイノベ―ション③

低炭素社会を実現する超軽量・高強度革新的融合材料プロジェクト
サステナブルハイパーコンポジット技術の開発
希少金属代替材料開発プロジェクト
次世代自動車向け高効率モーター用磁性材料技術開発
低燃費・低環境負荷に係る高効率航空機の技術開発
次世代印刷エレクトロニクス材料・プロセス基盤技術開発
グリーン・サステイナブルケミカルプロセス基盤技術開発
資源対応力強化のための革新的製銑プロセス技術開発
環境調和型製鉄プロセス技術開発
革新的省エネセラミックス製造技術開発
革新的セメント製造プロセス基盤技術開発
革新的ガラス溶融プロセス技術開発事業
高温超電導ケーブル実証プロジェクト
送電ロスをゼロにする超伝導直流送電技術等の研究開発

共通基盤技術検討ワーキンググループ
（ナノテクノロジー・材料）

経済産業省
経済産業省
経済産業省
経済産業省
文部科学省
経済産業省
経済産業省
経済産業省
経済産業省
経済産業省
経済産業省
経済産業省
経済産業省
文部科学省
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【参考3】 平成24年度科学技術重要施策アクションプラン⑥
（対象施策）
※ナノテクノロジー・材料の研究開発が貢献している施策を抽出

ライフイノベーション
がん超早期診断・治療機器総合研究開発プロジェクト
次世代がん研究戦略推進プロジェクト
重粒子線を用いたがん治療研究（放射線医学総合研究所）
Open-PETの開発（放射線医学総合研究所）
難病・がん等の疾患分野の医療の実用化研究事業（がん関係研究分野）
後天的ゲノム修飾のメカニズムを活用した創薬基盤技術開発
創薬等ライフサイエンス研究支援基盤事業
再生医療実用化研究事業

経済産業省
文部科学省
文部科学省
文部科学省
厚生労働省
経済産業省
文部科学省
厚生労働省

難病・がん等の疾患分野の医療の実用化研究事業（再生医療関係研究分野）

厚生労働省

次世代機能代替技術研究開発事業

経済産業省

幹細胞実用化プロジェクト（（１）iPS細胞を用いた創薬の実現
（２）幹細胞を用いた再生医療の実現）

経済産業省

共通基盤技術検討ワーキンググループ
（ナノテクノロジー・材料）
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【参考4】 平成24年度科学技術関係予算重点施策パッケージ

○ 科学技術重要施策アクションプランの対象として特定された施策以外の施策に
ついて、概算要求後に、重点施策パッケージを特定し、科学技術関係予算を重点化。
○ 各府省が研究から課題解決までの一連の取組を提案し、その中から科学技術
政策担当大臣・有識者議員がその目的・目標、目標達成に向けたアプローチ、実施
体制等に関して評価を行い、重点化すべきものを特定。
【特定結果】
施策パッケージ名
半導体製造プロセスの省エネ化・小型化の実現
都市鉱山からの希少元素の回収・再生技術の
高度化による元素循環の実現

担当府省
経済産業省
文部科学省
(連携：経済産業省)

※ナノテクノロジー・材料の研究開発が貢献しているパッケージを抽出

共通基盤技術検討ワーキンググループ
（ナノテクノロジー・材料）
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【参考5】 戦略協議会・重点化課題検討TFでの
重点化課題・取組を抽出するための視点
新成長戦略や日本再生の基本戦略等の国家戦略を踏まえつつ、以下の視点に基づき総合的に勘案・評価※して
重点化課題・取組を抽出する。
※可能な限り客観的なデータを用いる等、客観的・定量的評価を行うが、必ずしも数字に表れない点を含め総合
的・多面的評価を行う。
（１） 期待される効果（経済的効果、社会的効果）が十分に大きく、持続的な成長と社会の発展に貢献するものかどうか
・経済価値で評価できるもの（産業競争力）
・経済価値で評価できないもの（安全、幸福、豊かさ、利便性）

（２） 国と民間等との役割分担を考慮した上で、国が主導して実施する必要性が高いものであるかどうか
・防災、安全保障等の国の本来業務である
・受益者が多様・多数、不特定（共通的な基盤技術、死の谷克服に向けた実用化課題等である、重要な経済社会インフ
ラに係る技術）
・事業化までに長期間を要するなどリスクが大きい（アーリーステージの基礎課題等）

（３） 期待される効果の発揮に貢献できるものであるかどうか
・当該取組の科学技術（含むシステム改革）によるブレークスルーが、課題解決、達成に必要不可欠である

（４） 当該分野の国際的位置付け（政策上の位置付け、技術競争力の優位性等）を把握した上で、我が国として重点的
に推進すべきものと言えるかどうか
・世界のＲ＆Ｄネットワークにおける我が国の立ち位置の中で我が国に強みがあり、世界で貢献できる可能性が高い

（５） 緊急性が高いものであるかどうか
・政策的対応の緊急性が国内外において高い
・外部環境、競争環境や状況が変化し、緊急性、必要性が増した

共通基盤技術検討ワーキンググループ
（ナノテクノロジー・材料）
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【参考6】 ナノテクノロジー・材料分野の研究開発の
アウトプットに関する事例(1)
環境・エネルギー分野におけるナノテクノロジーの実用化例
関連プロジェクトの例

キャパシタ

関連プロジェクトの例

環境浄化

キャパシタ
カーボンナノチューブ
キャパシタ開発プロ
ジェクト（NEDO）
06−10

ナノ構造制御

キャパシタ（日産ディーゼル、
アドバンスト・キャパシター・
テクノロジーズ）
キャパシタ（アドバンスト・
キャパシター・
テクノロジーズ）

環境浄化

土壌浄化（戸田工業）
水の浄化（宇部興産）
水処理用逆浸透膜（東レ）

キャパシタ（日清紡、日本無線）

空気浄化装置
（物質・材料研究機構＋明電舎）

キャパシタ（日清紡）

光触媒式病害防除装置
（松村石油研究所）

キャパシタ（新日本石油）

VOC分解（豊田中央研究所）

キャパシタ（パワーシステム）

脱臭装置（NEC）

ナノフィルタ

有害化学物質除去
触媒の探索・創製
（文科省）00−04

ナノ触媒

脱臭装置（東海旅客鉄道、
神奈川科学技術アカデミー）
脱臭装置（ホクエイ）

燃料電池

インテリジェント触媒（日本原子力
研究解発機構＋ダイハツ工業）

燃料電池発電技術
開発（NEDO）00−06

燃料電池

次世代燃料電池
プロジェクト （文科省）
03−07

ナノカーボン

燃料電池（ケッチェン・
ブラック・インターナショナル）

電池

電池

自動車等用リチウム
電池技術開発
（NEDO）02−06

ニッケル水素電池（三洋電機）
鉛蓄電池メンテナンス（シオン）

ナノ粒子

ナノバブル製造装置（ローヤル電機、
REO研究所、NAGAグループ）

ナノバブル

グリーン
ケミストリー

グリーンケミストリー
ナノ触媒（石福金属興業）
高機能反応場（東京大学）

ナノ反応場

Liイオン電池（ソニー）

共通基盤技術検討ワーキンググループ
「JST資料」
（ナノテクノロジー・材料）
（出典）2009.5.25 JST研究開発戦略センター

環境保全のためのナ
ノ構造制御触媒と新材
料の創製
（JST）03−07
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中山智弘
「ナノテクノロジー・材料分野の研究開発のアウトプットに関する事例調査（中間報告）」

【参考6】 ナノテクノロジー・材料分野の研究開発の
アウトプットに関する事例(2)
エレクトロニクス分野（半導体）におけるナノテクノロジーの実用化例
関連プロジェクトの例

45nmシステム
半導体製造装置

微細加工技術

高精細ディスプレイ

45nmシステムＬＳＩ （松下電気産業）

製造装置（ｴｽｴｽｱｲ･ﾅﾉﾃｸﾉﾛｼﾞｰ）

LCOS素子

41nmシステムＬＳＩ （NECｴﾚｸﾄﾛﾆｸｽ）

ステッパー（ニコン）

マイクロマシン技術
(NEDO) 91〜00

LCOS素子（富士通）

半導体製造周辺装置

液浸装置（ニコン）

洗浄装置（大日本ｽｸﾘｰﾝ製造）
洗浄装置（隆祥産業）
EB転写装置（ホロン）
エンコーダー（ニコン）
コーター（SOKUDO）

液浸装置（キヤノン）

超LSIプロジェクト
（経産省）76−79

レーザー（ニコン）
CMP（富士フイルム）
薄膜堆積法（北陸先端科学
技術大学院大＋アルバック、
キヤノンアネルバ）
プラズマ処理装置（東北大
＋東京エレクトロン）
コーティング技術（長岡技術
科学大＋時田シーブイディーシス
テムズ、シーブイディープロダクツ）

「JST資料」

LCOS素子（ミヨタ）
「JST資料」

システムLSI

デジタル家電

「JST資料」
「JST資料」

JST資料」
JST資料」

総務省資料

ナノ配線用金属ペースト
ナノ粒子
林超粒子プロジェクト
（JST）81〜86
ナノ粒子の合成と
機能化研究（NEDO）
01〜05

半導体製造用材料

ナノ金属ペースト（ハリマ化工）

洗浄剤（住友スリーエム）

ナノ金属ペースト（アルバック）

研磨材（日立化成）

ナノ金属ペースト（戸田工業）

フォトレジスト材料（出光興産）

ナノ金属ペースト（住友大阪セメント）

フォトレジスト材料（住友化学）

ナノ金属ペースト（日本ペイント）

絶縁材料（触媒化学工業）

Low‐k材料

USBフラッシュメモリ

Low‐k材料（JSR）

フラッシュメモリ（東芝）

Low‐k材料（富士通）
Low‐k材料（旭硝子）

メモリー
ナノ計測

検査装置

FRAM （富士通）

検査装置 （テクノス／富山大学）

次世代の科学技術を
リードする計測・分析・
評価機器の開発（文科
省）03−07

AFM検査 （日立製作所など）
欠陥検査装置（レーザーテック）
多次元同時モニタ（和歌山大、
名古屋大、NUシステム、NUエコ
・エンジニアリング）
共通基盤技術検討ワーキンググループ

ナノ計測基盤技術
（NEDO）04−07

透明半導体
透明半導体（東工大）

「JST資料」
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「JST資料」
（ナノテクノロジー・材料）

（出典）2009.5.25 JST研究開発戦略センター 中山智弘
「ナノテクノロジー・材料分野の研究開発のアウトプットに関する事例調査（中間報告）」

【参考6】 ナノテクノロジー・材料分野の研究開発の
アウトプットに関する事例(3)
医療・バイオ分野におけるナノテクノロジーの実用化例
関連プロジェクトの例

ナノサイエンス＆ナノテクノロジー
診断

診断

微細加工技術

染色体の構造と機能解
明のためのナノデバイス
に関する総合研究 （文科
省）00−06

ナノ薄膜

DNAチップ（山武）
DNAチップ（北陸先端科学技術
大学院大学＋ジェノグラス）
ナノ薄膜糖尿計（東京工科大学
＋タニタ）
診断用金コロイド（田中貴金属）

細胞アレイ等による遺伝
子機能の解析技術開発
（NEDO）05−09

ナノコーティング

医用材料
ナノバイオ

ナノ粒子

歯科用漂白剤（ジーシー）
歯科用漂白剤（産総研＋
三菱ガス化学、モリタ）

ナノカプセル

DDS

DDS

DDS（聖マリアンナ医科大学＋LTTバイ
オファーマ）

薬物伝達システム（ドラッ
グ・デリバリー・システム）
に関する研究（厚労省）
02−06

リポソーム（日本油脂）
頭皮ケア商品
（ホソカワミクロン）
ナノコーティング受託開発
（九州大学＋ASPION）
人工ウイルス
（東大＋ナノキャリア）

革新的ナノ薬物送達シス
テム（DDS）のための担
体材料開 （NEDO）04−
08

イメージング
悪性腫瘍等治療支援分
子イメージング機器研究
開発プロジェクト
（NEDO）05−09

バイオ研究
ナノ計測

「東大・片岡
教授 資料」

１分子蛍光分析システム
（オリンパス）

共通基盤技術検討ワーキンググループ
（出典）2009.5.25 JST研究開発戦略センター 中山智弘
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（ナノテクノロジー・材料）
「ナノテクノロジー・材料分野の研究開発のアウトプットに関する事例調査（中間報告）」

【参考6】 ナノテクノロジー・材料分野の研究開発の
アウトプットに関する事例(4)
産業用材料分野におけるナノテクノロジーの実用化例
ナノサイエンス＆ナノテクノロジー

関連プロジェクトの例

建材
光触媒テント（太陽工業）

光触媒

光触媒

光触媒利用高機能住
宅用部材プロジェクト
（NEDO）03−05

天井材（松下電工）
ガラス（松下電工、日本板硝子）
ガラス（日本板硝子）

ナノ粒子

ガラス（石原産業）
コーティング剤（松下電工）
ハイブリッド表面処理難燃剤
（長崎大学＋矢崎部品）

ナノ結晶

塗料
磁性塗料（中国塗料）
塗料（大日本インキ化学工業）

ナノ構造

塗料（日本ペイント）
塗料（京都工芸線維大＋水谷ペイント）
塗料（エスケー）
塗料（恒和化学工業）
塗料（アトミクス）
電波吸収体（関西ペイント、ウェイベックス）

ナノコーティング

工具・金型
ナノコーティング技術
プロジェクト （NEDO）
01−07

ナノコーティング

ナノコーティング工具（住友電工ハードメタル）
ナノコーティング工具（日立ツール）
ナノコーティング工具（日本アイ・ティ・エフ）
ナノコーティング工具（神戸製鋼所）

ナノファイバー

ナノメタル
ナノメタル技術プロジェ
クト
（NEDO）01−05

ナノコーティング工具（日本電子工業）
ナノコーティング工具（三菱マテリアル）

ナノメタル

切削工具（京セラ）
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（出典）2009.5.25 JST研究開発戦略センター 中山智弘
共通基盤技術検討ワーキンググループ
「ナノテクノロジー・材料分野の研究開発のアウトプットに関する事例調査（中間報告）」
（ナノテクノロジー・材料）

【参考6】 ナノテクノロジー・材料分野の研究開発の
アウトプットに関する事例(5)
生活関連製品分野におけるナノテクノロジーの実用化例
繊維・衣料
スーツ（青山商事）
スーツ（カネボウ）
スーツ（トーア紡）
スーツ（日本毛織）
スーツ（コナカ）
スーツ（メンズクラブAOKI）
シャツ（コナカ）
シャツ（カネボウ繊維）
シャツ（グンゼ、日本油脂）
シャツ（日本毛織、日本油脂）
シャツ（日本毛織）
シャツ（ダイワボウ）
シャツ（東洋紡、トミヤアパレル、
住友商事）
水着（ミズノ）
水着（東レ）
ウェア（ゴールドイン）
ウェア（神堂）
繊維（東洋紡テクノウール）
ナノファイバー（日曹商事）
繊維（帝人繊維）
繊維（ユニチカ）
繊維（東洋紡）
繊維（セーレン）
繊維（West Hill）
スライドリングマテリアル
（東大＋ｱﾄﾞﾊﾞﾝｽﾄ・ｿﾌﾄﾏﾃﾘｱﾙ）
機能性繊維（信州大学
＋ダイワボウノイ）
極細繊維製造装置
（山梨大学＋三洋機工）
光触媒コート材料
（理化学研究所＋東レ）

スポーツ用品
テニスラケット（ヨネックス）
テニスラケット（SRIスポーツ）
ゴルフクラブ（マルマン）
ゴルフクラブ（ダイワ精工）
ゴルフボール（キャスコ）

ナノサイエンス＆ナノテクノロジー
メソポーラス材料
ナノフィルター
ナノカプセル
ナノバブル
ナノ加工
ナノ粒子
ナノポリマー

家電
空気清浄機（東京大学
＋ダイキン工業）
空気清浄機（日立ホーム＆ライフソ
リューション）
空気清浄機（日立アプライアンス）
洗濯・乾燥機（三洋電機）
掃除機（東芝）
冷蔵庫（松下電器産業）
蛍光灯（日立ライティング）
ヘアドライアー（日立リビングサプライ）
ヘアドライヤー（松下電器産業）
加湿機（松下電器産業）
加湿機（三菱重工業）
加湿機（東芝ホームテクノ）

ナノ薄膜

ナノファイバー
ナノ構造
ナノコーティング
DDS
デンドリマー

カーボン
ナノチューブ

化粧品
化粧品（資生堂）
化粧品（カネボウ化粧品）
化粧品（ノエビア）
化粧品（花王）
化粧品（日光ケミカルズ）
化粧品（日本油脂）
化粧品（サンスター）
化粧品（ロート製薬）
化粧品（常盤薬品）
化粧品（小林製薬）
化粧品（東レ・ダウコーニング）
化粧品（セーレン）
化粧品（第一薬品製薬）
化粧品（ナリス化粧品）

ダイアモンド
カーボン
フラーレン
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共通基盤技術検討ワーキンググループ
（出典）2009.5.25 JST研究開発戦略センター 中山智弘
「ナノテクノロジー・材料分野の研究開発のアウトプットに関する事例調査（中間報告）」
（ナノテクノロジー・材料）

