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技術評価委員会 
第１回「エネルギー使用合理化新規冷媒等研究開発」（事後評価）分科会 議事録 

 
開催日時  平成１４年１月１６日（水）１０：００～１７：００ 
場  所  かんぽヘルスプラザ東京 はくちょう 
 
分科会出席者（敬称略順不同） 
分科会長  ：富永 健   東京大学名誉教授 

分科会長代理：鳥井 弘之  日本経済新聞論説委員 

委 員   ：小口 幸成  神奈川工科大学教授 

       堅田 晃英  三菱電機リビング・デジタルメディア事業本部渉外部長 

       高柳 雄一  文部科学省高エネルギー加速器研究機構広報室広報室長 

       田口 武夫  東京薬科大学薬学部教授 

       平塚 豊   ダン科学テクノセンター研究開発グループ研究開発部長 

       森田 昌敏  独立行政法人国立環境研究所化学環境研究領域領域長 

実施者   ：横瀬 栄二  METI 製造産業局オゾン層保護等推進室課長補佐 

       多田 佳之  METI 製造産業局オゾン層保護等推進室事務官 

       吉田 裕   NEDO 理事 

       菊岡 栄次  NEDO 環境調和型技術開発室室長 

       関屋 章   AIST フッ素系等温暖化物質対策テクノロジー研究センター

副センター長 

       三崎 進   RITE 新規冷媒等プロジェクト室室長 

       雨宮 文治  RITE 新規冷媒等プロジェクト室技術部長 

       原  穆   オゾン層保護対策産業協議会事務局長 

       中村 良   NEDO 環境調和型技術開発室主査 

       徳橋 和明  AIST フッ素系等温暖化物質対策テクノロジー研究センター

評価チ−ムチ−ムリ−ダ− 

       玉井 良一  RITE 新規冷媒等プロジェクト室つくば分室・主任研究員 

       村田 潤治  RITE 新規冷媒等プロジェクト室つくば分室・主任研究員 

       浦田 新吾  RITE 新規冷媒等プロジェクト室つくば分室・研究員 

       円尾 恵一  RITE 新規冷媒等プロジェクト室大阪分室・主任研究員 

       今須 良一  東京大学気候システム研究センタ−助教授 

       金子 明雄  NEDO 環境調和型技術開発室副主任研究員 

       佐野 浩   NEDO 環境調和型技術開発室職員 

       山辺 正顕  AIST フッ素系等温暖化物質対策テクノロジ−研究センタ−セ

ンタ−長 

       内丸 忠文  AIST フッ素系等温暖化物質対策テクノロジ−研究センタ− 

       忽那 周三  AIST フッ素系等温暖化物質対策テクノロジ−研究センタ− 

       田村 正則  AIST フッ素系等温暖化物質対策テクノロジ−研究センタ−チ−

ムリ−ダ− 
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       大竹 勝人  AIST フッ素系等温暖化物質対策テクノロジ−研究センタ−副

センタ−長 

       斉藤 和昭  RITE 新規冷媒等プロジェクト室つくば分室長 

       若林 邦俊  RITE 新規冷媒等プロジェクト室つくば分室・主任研究員 

       山田 康夫  RITE 新規冷媒等プロジェクト室つくば分室・主任研究員 

       黒河 勇治  RITE 新規冷媒等プロジェクト室つくば分室・主任研究員 

       飯島 征宏  RITE 新規冷媒等プロジェクト室つくば分室・主任研究員 

       糸賀 正浩  RITE 新規冷媒等プロジェクト室管理部長 

       菅井 巌   RITE 新規冷媒等プロジェクト室管理部次長 

       田中 久雄  RITE 新規冷媒等プロジェクト室技術部次長 

       黒嶋 信明  RITE 新規冷媒等プロジェクト室技術部次長 

       野口 真裕  RITE 新規冷媒等プロジェクト室大阪分室長 

       伊吹 忠之  旭化成研究開発本部研究開発推進センタ−主席技師 

       森田 浩   旭硝子化学品事業本部総括主管技師 

       大西 啓一  旭硝子化学品事業本部企画部主幹 

       佐久間 一雄  関東電化工業新製品開発本部研究開発部長兼知的財産部長 

       柳沢 賢治  昭和電工化学品事業部門ガス・化成品事業部開発グル−プ主

席 

       桜庭 五十司  昭和電工化学品事業部門ガス・化成品事業部開発グル−プ主

席 

       高津 俊雄  セントラル硝子化学品事業部営業課課長 

       日比野 泰雄  セントラル硝子化学品研究所副参事 

       田辺 博音  三井・デユポンフロロケミカル工場管理グル−プマネジャ− 

       井田 久雄  NEDO 技術評価部技術評価部長 

       坊田 佳紀  NEDO 技術評価部評価業務課長 

       宮崎 貴志  NEDO 技術評価部主査 

       上野 義明  NEDO 技術評価部主査 

       矢澤 信雄  NEDO 技術評価部主査 

METI 技術評価担当部署：大平 恒公  METI 技術評価調査課評価調査官 

傍聴者   ：約９名 

 

議事録 

１．開会、資料の確認について 

２．分科会の公開について 

３．評価のあり方と評価の手順について 

標記について事務局から説明がなされた後、質疑応答が行われた。 

富永分科会長：ただいま、このプロジェクトの評価を進めていくための基本的な考

え方、それから評価の手順についてご説明いただきましたが、ご意見、

ご質問等ございましたらお願いいたします。 
堅田委員  ：年度内の全体のスケジュールはわかりませんが、とりあえず評価の
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ポイントを出す機会は１月 30日までで全部ですね。 
事務局   ：適宜、この分科会の後、大体１週間以内をめどとしまして、委員の

先生方から質問をもしあれば出していただきまして、それに対して推

進部門の方にお答えいただくというふうな形式をとらせていただこ

うと思います。 
富永分科会長：ほかにございませんか。それでは、後ほどでも結構でございます。

今後の評価の進め方につきましては、基本的にはこの事務局の提案に

沿って進めていくことにさせていただきたいと思います。それから、

委員の皆様におかれましては、本日のこの分科会の後で資料３－４の

評価コメント票の作成、それから、資料３－６の評点つけ、これをひ

とつよろしくお願いいたします。ほかにご意見がなければ、次の議題

の４に移らせていただきますが、よろしいでしょうか。 
４．評価の分担及び評価の論点について 

標記について事務局から説明がなされた。 

５．評価報告書の構成について 

標記について事務局から説明がなされた後、質疑応答が行われた。 

富永分科会長：ただいまの説明につきまして何かご意見、ご質問ありましたらよろ

しくお願いします。 
小口委員  ：先ほどご紹介ありました一般というのがありましたね。この章でい

くと、「各論」というところに入るのですか。 
事務局   ：「各論」の後に各要素技術の評価は入ることとなります。 
小口委員  ：１から８の後ですか。 
事務局   ：８の後ですね。８の後に各要素技術について評価の部分が入ります。 
小口委員  ：９として入るということですか。 
事務局   ：そうです。 
小口委員  ：わかりました。 
事務局   ：それと、委員の先生方にお書きいただく場合は、ただ単純に良いと

か悪いというだけでなく、なるべく具体的な理由をお書きいただきた

いと存じます。あと、一番問題となるのが、この評価項目については

推進部門の説明が足りないために評価できないといったコメントが

出てくる場合があるのですが、それが一番問題となりますので、十分

これはこの場あるいは後の質問票で納得なさるまでというか、情報を

推進部門から説明いただきまして、お書きいただきたいと存じます。

よろしくお願いいたします。 
富永分科会長：大体よろしいでしょうか。ご意見、もうございませんか。それでは、

この評価報告書の構成につきましては、ただいまご意見いただきまし

たが、これを踏まえて、基本的には事務局の原案どおりとさせていた

だきます。 
それでは、ここで、10時 45分までですが、10分休憩をさせていただ
きます。休憩の後でプロジェクトの概要について、実施部門から説明
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をお願いいたします。 
 

６．プロジェクトの概要について 

資料 6-2 の追加資料が配布された。 

NEDO 及び財団法人地球環境産業技術研究機構より標記についてから説明がなされた後、

質疑応答が行われた。 

〔ＯＨＰ・エネルギー使用合理化新規冷媒等研究開発分科会・作業分科会 発表内容〕 
実施者   ：本日の分科会、作業分科会の発表内容でございますが、まず、私、Ｎ

ＥＤＯの中村からプロジェクトの概要説明、間を置かずに引き続きま

して、プロジェクト全般の成果につきましてＲＩＴＥ新規冷媒等プロ

ジェクト室の三崎室長、雨宮技術部長からご説明申し上げます。以上、

午前中、公開部分でございます。 
 午後、非公開部分につきましては、まず、環境影響評価技術研究につ

きまして、東京大学気候システム研究センターの今須助教授、独立行

政法人産業技術総合研究所の徳橋主任研究員からご説明いたします。 
 次に、４、５、６が応用分野でございます。代替冷媒の開発につきま

しては、新規冷媒等プロジェクト室の円尾専門部長から、代替発泡剤

の開発につきましては、プロジェクト室つくば分室の玉井主任研究員

から、代替洗浄剤の開発は、同じくプロジェクト室つくば分室の村田

主任研究員から、最後に、データベース、物性推算技術研究につきま

して、プロジェクト室つくば分室の浦田研究員からご説明いたします。 
お気づきのように必ずしも研究開発のフェーズごとの順序には並んで

おりませんが、最後のデータベース、物性推算技術研究というのは、

合成ですとか開発の本来前に来るものでございますが、すべてをカバ

ーすることと事前にいろいろな予備的な知識が必要となりますので、

最後にまとめとしましてご説明申し上げることにいたします。 
〔ＯＨＰ・フルオロカーボン（ＨＣＦＣ／ＨＦＣ）利用状況〕 

まず、フルオロカーボン類の利用状況について簡単にまとめてみまし

た。ご存じのように、まだＨＣＦＣ（ハイドロクロロ・フルオロカー

ボン）、それからＨＦＣ（ハイドロ・フルオロカーボン類）は、冷媒、

発泡剤、洗浄剤につきまして広く使われております。 
〔ＯＨＰ・フルオロカーボン類の物理・化学的な特異性〕 

なぜ、フルオロカーボン類がこのように広く使われておるかという物

理・化学的な特異性をまとめてみました。気・液二相間の変換の容易

さ、これは分子間引力が小さいことに起因いたしますが、ランキンサ

イクルを最も容易に実現できる媒体と考えております。 
それから、液相における表面張力の低さ、適度な親油性を持っており

ますので、小さい間隙にも侵入し、複雑な機器の洗浄も可能でござい

ます。気化しやすいために迅速に乾燥できることも特徴です。 
そのほか、化学的・熱的な安定さ、比重の大きさ等が特徴でございま
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す。 
〔ＯＨＰ・特定フロン、代替フロンに対する規制〕 

特定フロン、代替フロンに対する規制をまとめてございます。ＣＦＣ

（クロロフルオロカーボン）、ＨＣＦＣ（ハイドロクロロフルオロカー

ボン）は、分子内に塩素を持っておりますので、オゾン層破壊の原因

と考えられております。地球温暖化に関してもＧＷＰ（地球温暖化係

数）が非常に大きくなっております。これらにつきましては、モント

リオール議定書において、既にＣＦＣにつきましては 1995年に生産が
全廃されております。また、ＨＣＦＣにつきましても 96年に規制が開
始されており、漸次廃止に向けて、2020年に生産全廃というスケジュ
ールで進んでおります。 
これらの代替フロンとしてＨＦＣ（ハイドロフルオロカーボン）が現

在市場に広く使われておりまして、塩素を分子内に持たないため、基

本的にオゾン層破壊に関する効果はほとんどないと考えられておりま

すが、一方で、地球温暖化に関する影響はＨＣＦＣよりむしろ大きい

という結果になっております。ＨＦＣとＣＯ２などの６ガスに関しま

しては、京都議定書、いわゆるＣＯＰ３におきまして排出量の総量を

1990年を基準として一定割合を削減する。ただし、ＨＦＣ単独につき
まして減らせということにはなっておりませんが、トータルでは排出

量の総量を削減することを定められております。 
〔ＯＨＰ・フルオロカーボン国内出荷量の推移〕 

フルオロカーボン国内出荷量の推移について、これはフルオロカーボ

ン協のまとめたものをグラフにしてみましたが、既にＣＦＣは 2000年
の時点でゼロでございます。ＨＣＦＣは 1995 年、2000 年ともに４万
トン強の出荷量、それから、ＨＦＣにつきましては、1990年ではまだ
市場には出荷されておりませんでしたが、95年、2000年と出荷量が増
えております。トータルではこのようになっておりまして、以前は約

13 万トンのトータルの出荷量がございましたが、現在では約６万トン
強というところでございます。既に洗浄剤につきましては、ＣＦＣが

全廃された影響で、ほぼ水ですとか、無洗浄への置換等、できるとこ

ろは既に終わっているという状況と思われます。一方で、冷媒につき

ましては、依然約４万トン程度の需要がございまして、ＨＣＦＣ、HＦ
Ｃが現在でも使われておる状況でございます。 

〔ＯＨＰ・研究開発計画〕 
本研究開発の研究開発計画でございますが、これは基本計画と呼ばれ

るもの、約８年前に定められたもののそのままでございまして、今に

至るまで変更はございません。研究開発目的としましては、エネルギ

ー効率が高く、オゾン層破壊係数がゼロであって、かつ地球温暖化係

数の低い冷媒、発泡剤及び洗浄剤などの代替化合物及び技術の開発を

行う。研究開発期間は６年度から 13年度までの８年間、研究開発費は
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トータルで約 60億円でございます。 
〔ＯＨＰ・研究開発の目標〕 

研究開発の目標でございますが、エネルギー効率が高く、地球環境に

対して影響が小さい。ＯＤＰ（オゾン・デプリーティング・ポテンシ

ャル）がゼロにほぼ近く、温暖化効果は小さい。安全であり、冷媒、

発泡剤、洗浄剤に対する特性がすぐれており、さらに製造法ですとか

実用化技術に関する可能性が高い。以上の５つの条件を満たす新規代

替品の開発を目標としております。 
〔ＯＨＰ・競合する技術（１）〕 

一応、競合する技術としましてどのようなものが現状、出回っておる

かというのをまとめてみました。まず冷媒でございますが、代替冷媒

としましてはＨＦＣ－134ａ、さらにＲ－600ａと呼ばれますイソブタ
ン、Ｒ－407Ｃ、Ｒ－410Ａ、このあたりはすべてＨＦＣ（ハイドロフ
ルオロカーボン）の混合冷媒になっております。さらにパッケージエ

アコンにはやはりＲ－407Ｃ、こちらに組成を書いてございます。ＨＦ
Ｃの 23％、25％、52％等の混合冷媒です。低温冷凍機でもやはり混合
冷媒が用いられております。 

〔ＯＨＰ・競合する技術（２）〕 
発泡剤につきましては、やはり上から３つはＨＦＣ（ハイドロフルオ

ロカーボン）でございまして、４つ目がＨＣＦＣ、さらにシクロペン

タン、ノルマルペンタンという炭化水素系の発泡剤も使われておりま

す。炭化水素系につきましてはＯＤＰはゼロですし、ＧＷＰ（グロー

バルウォーミングポテンシャル）も小さくなっておりますが、可燃性

であるという点が欠点ではございます。 
〔ＯＨＰ・競合する技術（３）〕 

洗浄剤に関する競合技術につきましては、ここでもＨＦＣ、43－10ｍ
ｅｅというのは、後ほど午後の部で、この命名法につきましては詳細

をご説明しますが、さらにサイクリックＨＦＣ、環状のハイドロフル

オロカーボン、これは別名商品名、ゼオローラと呼ばれておる物質で、

工業技術院と日本ゼオンの共同開発技術です。３番目のＨＦＥ－7100
というのは、アメリカのスリーエム社の開発したヒドロフルオロエー

テルでございまして、本研究開発、私どものプロジェクトでの開発物

質等と根本的には同じ発想の開発物質でございます。 
〔ＯＨＰ・国の関与の必要性〕 

本研究開発の国の関与の必要性につきましてご説明いたします。まず、

新規構造の代替物質開発ですので、非常に失敗が多い。技術的な難度

が高いのでリスクが高いということがございます。環境影響評価技術

の確立につきまして、大気中寿命の実測、地球温暖化算出が必要とな

りますが、これら２つは民間企業の研究対象ではございません。さら

に、国際的な規制あるいは国家政策との関与が強いと考えております
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ので、以上をまとめますと、国家プロジェクトとして産学官が連携し

て推進することが妥当であると考えました。 
〔ＯＨＰ・本プロジェクトの位置づけ〕 

次に、本プロジェクトの位置づけにつきまして、先行プロジェクト「圧

縮式ヒートポンプ用新規冷媒研究開発」との比較を行います。この先

行プロジェクトと申しますのは、平成２年度から平成６年度までの５

年間、本プロジェクトに先駆けまして、やはり同じ経済産業省からＮ

ＥＤＯに補助金がおりまして、ＮＥＤＯからＲＩＴＥに委託して行わ

れた技術開発でございます。 
まず、旧プロジェクト、私ども旧プロと呼んでおりますが、この圧縮

式ヒートポンプ用新規冷媒研究開発では、対象用途分野は冷媒、さら

に研究開発の範囲は新規代替化合物の探索、化合物は含フッ素エーテ

ル及び含フッ素アルコール、含フッ素窒素化合物及び硫黄化合物、含

フッ素ケイ素化合物でございました。共同研究・再委託研究先は工業

技術院の物質研と資環研、これが青字で書きますが、本研究開発では、

まず、対象用途分野としまして、混合冷媒、発泡剤、洗浄剤を加えま

した。研究開発の範囲としましては、実用化技術の開発を加えており

ます。化合物としましては、引き続き含フッ素エーテル類の探索を大

幅に拡充して行いましたが、新たに含フッ素オレフィン、含フッ素ケ

トンおよびエステル、含フッ素ヘテロ環化合物、含フッ素複合ヘテロ

環化合物を加えました。共同研究・再委託研究としましては、名古屋

工業技術研究所と大学への再委託、ユーザーへの外注による実機評価、

関連業界団体との協力・提携を行いました。 
〔ＯＨＰ・研究開発体制（中間評価時〕 

研究開発体制、まず、平成９年度に行われました中間評価時でござい

ますが、本事業は通商産業省から補助金としてＮＥＤＯにおりまして、

ＮＥＤＯから委託の形で附帯調査はオゾン層保護対策産業協議会（Ｊ

ＩＣＯＰ）へ、それから研究開発はＲＩＴＥへ委託しております。Ｒ

ＩＴＥでは、新規冷媒等プロジェクト室というのを東京に設置いたし

まして、こちらに研究協力参加企業８社、旭化成、旭硝子、関東電化、

昭和電工、セントラル硝子、ダイキン工業、東亞合成、三井デュポン

フロロケミカルから、研究員と事務局員をそれぞれ派遣して、出向す

る形で行っております。共同研究は工業技術院の３研究所と行ってお

ります。 
プロジェクト室の中には運営委員会、業務委員会、技術委員会を設置

し、さらに技術委員会の下に合成部会から環境部会までの５部会を設

置して、さらに詳細な打ち合わせを行いました。管理部、技術部とご

ざいまして、つくば分室というのが３つ目にございます。つくば分室

というのが事実上の集中研究室でございまして、こちらに各企業から

の出向研究員が常駐する形で研究開発を行いました。名古屋分室は名



 8

工研、大阪分室はダイキン、玉川分室は旭硝子の基本的に企業分室で

ございまして、持ち帰り研究を行っております。 
再委託研究は慶應義塾と神戸大学で行った。この中間評価時の体制に

つきまして、中間評価において、本研究開発は非常に包括的なと申し

ますか、幅広い分野をカバーしているのに対し、体制として不足であ

るという評価が下されましたので、平成９年度以降、体制を拡充する

ことにいたしました。 
〔ＯＨＰ・研究開発体制（最終評価時〕 

現在の最終評価時でございますが、まず、５部会あったのですが、そ

の下に熱物性、データベース作業部会を加えました。これは本日、午

後の最後に出てまいりますが、データベースあるいは熱物性プログラ

ム、ＴＨＥＤＹＮＡと呼びますが、これらの一般公開に向けて新たに

検討するための作業部会でございます。 
再委託研究ですが、２大学からさらに７大学１協議会を加えまして、

大幅に拡充いたしました。さらに、中間評価以降は実用化予備試験の

割合が増しましたので、蓄熱式給湯器メーカー、あるいは日本ヒート

パイプ協会、日本電機工業会（ＪＥＭＡ）に対して実用試験の外注を

行っております。蓄熱式給湯器メーカーにつきましては、昨今、昨年

売り出されましたＣＯ２冷媒を用いた給湯器を実際につくっておるメ

ーカーですので、これとの比較データ等もとられております。午後の

冷媒の部分でご説明いたします。あとは名前の変更でございます。 
〔ＯＨＰ・研究管理体制（最終評価時）〕 

見づらくて恐縮ですが、研究管理体制ということで、今の運営委員会、

業務委員会、技術委員会、さらに５部会１作業部会、どのような頻度

でだれが出たかというのを一覧表にしましたので、後ほどごらんくだ

さい。運営委員会は年１回、業務委員会と技術委員会は合わせて合同

委員会と称しまして丸１日、年に５回、部会、合成から洗浄までの４

部会も年に５回、環境部会が年に２回、熱物性、データベース作業部

会は、これは実は１つの作業部会ですが、年に４回開催しております。

運営委員会につきましては、経済省オゾン室長や産総研のセンター長、

ＮＥＤＯの室長・主任研究員、ＲＩＴＥの専務理事等出席いたしまし

て、前年度成果の承認と当年度実施計画の審議を行いました。業務委

員会につきましては、産総研副センター長、ＮＥＤＯの主査、ＲＩＴ

Ｅの業務課長、プロジェクト室長以下が出席いたしまして、予算及び

資産管理、事務局運営に係る各社の役割を審議いたしました。技術委

員会は、ほぼ同じ出席者でございますが、研究開発の進捗状況を報告

し、開発計画を審議いたしました。より詳細なブレークダウンは部会

で行っております。 
さらに各部会につきましては、合成から洗浄までの部会は、企業から

の技術委員の方に各部会長を選任いたしまして、全体の取りまとめを
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委嘱しております。それから、環境部会につきましては、産総研の環

境管理部門長が部会長といたしまして、全体の取りまとめを行ってお

ります。作業部会につきましても、産総研、それからこちらにはちょ

っと忘れましたが、大学からの参加もございました。 
〔ＯＨＰ・研究開発のスキーム（１）〕 

研究開発のスキームについて、見にくいと思いましたので３つに分け

ましたが、まず設計研究の部分につきまして、新規候補化合物につき

ましては、データベース、物性推算プログラムを用いまして化合物の

選定を行いました。 
〔ＯＨＰ・研究開発のスキーム（２）〕 

化合物の合成を行いまして、次に、用途別候補化合物の選定というこ

とで、合成ルートの設計、合成方法の開発を行っております。本日こ

の部分につきましては、各応用分野の３つの冷媒、洗浄剤、発泡剤の

ところにすべて分散する形でご説明いたしております。得られた化合

物につきましては、物性測定、物性評価、環境影響評価等を行ってお

ります。これらによって化合物の選定を行うというサイクルを繰り返

して行ったということでございます。 
〔ＯＨＰ・研究開発のスキーム（３）〕 

３番目、最後に、化合物を選定しますと、それぞれ冷媒候補、発泡剤

候補、洗浄剤候補といたしまして実用化試験、経済的合成ルートの開

拓を行っております。冷媒につきましては、潤滑油の選択ですとか冷

媒性能試験、発泡剤は気体熱伝導率、ポリオール選択、発泡成形性等

のチェックを行っております。洗浄剤につきましては、洗浄性試験、

実機性能試験を行いました。 
〔ＯＨＰ・研究開発項目毎の内容詳細と経過〕 

以上が、研究開発の開発ステージにおける流れなのですが、ＮＥＤＯ

の事業としましてはちょっと違う分類になっておりまして、研究開発

項目といって４分類になっております。１番が、代替方法の現状調査

及び新規候補化合物の設計研究、２番が、新規化合物の合成及び物性・

安全性等評価、３番が、新規候補化合物の温暖化効果等環境影響評価

技術研究、４番が実用試験・総合評価ということで、これが平成６年

度から平成１３年度まで各年度すべて行われたということで、委員の

先生方のお手元に、各年度の実施計画書と実績報告書が技術評価部を

通してご提出しておりますが、こちらには毎年この４つの名前が出て

きているということになります。見づらいところで恐縮ですが、より

詳細に、今の４つの各項目を分類しますと、中項目、小項目、このよ

うになりますので、本日は時間の関係と細かいので省略させていただ

きます。 
〔ＯＨＰ・研究開発成果〕 

研究開発成果につきまして、特許、論文、対外発表などを昨年 10月５
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日現在で数をまとめました。この分類は先ほどの４つの分類に分けて

ございます。まず、特許につきまして出願が、合成及び物性、安全性

評価のところで 41件、実用化研究・総合評価で 42件、合わせて 83件
ございます。このうち公告になったものが 58件ございます。査読論文
につきましては、合成及び物性、安全性評価で 26、環境影響評価技術
のところで 17、実用化で６と、合わせて 50、これはすべてレフェリー
のつく論文でございます。研究発表につきましては、これは学会等あ

るいはセミナー、講演会、展示会等の発表、すべて含めておりますが、

国内で 106件、英語で海外で行ったものが 70件、合わせて 176件の対
外発表を行いました。テレビ発表が、合成及び物性、安全性評価につ

きまして３件ございます。 
〔ＯＨＰ・国内での実用化、事業化の見通しと今後の展開〕 

国内での実用化、事業化の見通しと今後の展開でございますが、基本

的にＨＣＦＣを代替するということを目的としておりましたので、当

初 2020年程度の実用化を目指しておりましたが、諸般の事情から実用
化時期を前倒しいたしまして、ここにございます洗浄から発泡までの

５候補化合物につきまして、あるものは次年度 14年度以降にも実用化
が開始されると見込んでいるものもございます。ほかの、ここに書い

ております 143ｍあるいは 55－10mec－fcにつきましても、2010年度
には実用化が開始されると見込んでおります。 
冷媒につきましては、最初は廃熱回収用ヒートポンプ、発泡剤につき

ましては住宅建材、洗浄剤につきましては精密機器の洗浄に使われる

ものと見込んでおります。この部分の詳細につきまして、これから引

き続きＲＩＴＥの三崎室長、雨宮技術部長からご説明申し上げます。 

実施者   ：ＲＩＴＥの三崎です。それでは、私どもが実施しております新規冷媒

プロジェクトの開発成果をご報告いたします。先ほどもご説明ありま

したように我々のプロジェクトでは、環境に影響の少ない冷媒、発泡、

ソルベントの分野に今後の展開が期待される化合物を目標としまして、

現時点では主としてエーテル系の化合物の開発を進めております。 
〔ＯＨＰ・新規冷媒等プロジェクトの開発項目〕 

新規冷媒等プロジェクトの開発項目としましては、先ほどご説明があ

りました４つの開発項目を設定して、研究開発を実施しております。 
代替方法の現状調査及び新規候補化合物設計研究につきましては、既

にご説明がありましたプロジェクトの全般の成果の中で、特に当初ス

タートする化合物としまして、現状調査を実施いたしますが、約 3500
のデータベースを構築しまして、それに基づいて設計研究を行ってお

ります。 
第２開発項目としましては、新規化合物の合成及び物性・安全性等の

評価でございます。これらについては、既に支援データベースの作成

を行っておりますので、それに基づいてこういった合成安全性等の評
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価を実施しております。 
次に、含フッ素エーテル系化合物を含むこのような新しい化合物につ

いては、昨今のように地球温暖化の効果等が云々されるようになりま

すので、私どものプロジェクトではこういった面での影響評価を実施

しておりまして、これは産総研はじめ諸大学の先生方のご協力を得て、

実施しております。 
その際に、ＯＨラジカルの反応速度、あるいはＧＷＰの推算等もあわ

せて日本で初めての研究課題としての評価も得ておりまして、そちら

のほうの検討も次第に進めております。 
実用試験・総合評価につきましては、得られた化合物の実機に応用し

た場合の成果等につきまして実施しております。 
〔ＯＨＰ・研究開発の目標〕 

代替候補化合物に要求される用途別の特性をここに掲げております。

沸点的には、冷媒、発泡剤、洗浄剤ともに室温ないしそれより低いか

あるいは高いかの、この範疇のものが主としてねらっておるところで

ございまして、代替目標としましては、CFC-114とか HFC-134ａある
いは HFC-245fa等々が一応目標として挙げられております。 

〔ＯＨＰ・冷媒候補化合物の探索〕 
ここで４種の評価項目を取り上げまして、エーテル系の化合物の特異

性をご説明いたしたいと思います。ここに挙げましたのは、化合物の

沸点でございまして、この段階、左端の赤丸が現在、使われておりま

す、あるいは使われていた冷媒、発泡、ソルベントの沸点を示してお

ります。R-22 の代替については混合冷媒としてここにあらわれており
ますが、エーテル系の化合物につきましては非常にユニークな特性が

ありまして、この分野、ブルーの分野が主として冷媒の用途、それか

ら、黄色の部分が主として発泡剤、それから、グリーンの部分が主と

して洗浄剤に区分けできる部分かと思います。それらについてエーテ

ル系の化合物は、すべての分野にわたってその特性を有する可能性が

あるというユニークな化合物であります。 
〔ＯＨＰ・発泡剤候補化合物の探索〕 

次に、発泡剤の分野で非常に重要な点は、気体の熱伝導率が低いもの

が必要です。ここにエーテル系の化合物の断熱の能力を示します気体

の熱伝導率をあらわしておりまして、これが CFC-11、これが
HCFC-141ｂ、よく使われていた発泡剤ですが、それよりも少し落ちま
すが、ＨＦＣ、このブルーの四角の点ですが、この分野に比べまして

少しいい、相当いいという結果になっておりまして、後ほどご説明い

たしますが、この分野の展開を図っています。 
〔ＯＨＰ・洗浄剤候補化合物の探索〕 

続きまして、洗浄剤目標としましては、化合物の表面張力が非常に重

要な役割を示しますが、ここにあらわされている CFC-113 に比べて、
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環状エーテル以外は表面張力はいい。すなわち細かい細孔表面に浸透

して効果を発揮する洗浄剤としての役割が非常に期待されるという分

野でございます。 
〔ＯＨＰ・含フッ素化合物の大気寿命〕 

続きまして、含フッ素化合物の大気寿命でございますが、エーテル系

の化合物、ここに大体集中して重なっておりまして、大気寿命が非常

に短く、我々の目標とする化合物に近い特性を持っている、そういう

ことがわかります。 
〔ＯＨＰ・開発成果の概要〕 

続きまして、開発成果の概要でございますが、代替品の開発につきま

しては、冷媒、エーテル系で HFE-245mc、これは先ほどご説明ありま
したヒートポンプの実証試験機として約7000時間の成果を達成してお
ります。これらは貯湯式給湯機、その実証試験ではＣＯＰがそのよう

な値になっておりますし、あるいはＨＦＥ－143ｍ、これは家庭用電気
冷蔵庫で、ドロップインテストで 134ａに匹敵する性能を有するという
ことが報告されています。 
発泡剤につきましても、マシン発泡での実証試験を実施いたしまして、

254ｐｃで非常にいい結果が得られております。 
洗浄剤としましては、やはりＨＦＥ系で２種類、いい結果が得られて

おりまして、これらの実証試験を実施しています。 
〔ＯＨＰ・開発成果の概要〕 

次に、開発成果のもう一つの要素技術の面でございますが、要素技術

の面では、データベースの作成、約 3500の化合物から作成しておりま
して、独自測定データを中心に約 600 化合物については公開予定をし
ております。 
熱物性推算プログラムＴＨＥＤＹＮＡにつきましても開発評価を進め

ております。 
それから、環境影響評価のＯＨラジカルとの反応速度、これは正確な

大気寿命の算出に必要不可欠なものでございますが、そういった観点

の研究を進めております。 
最後に、ＧＷＰモデルの確立も進めておりまして、この分野での貢献

も非常に大きくなっております。 
以上でございます。 

実施者   ：それでは、選手が交代いたします。雨宮と申します。各項目について

やや詳細に説明を進めていきたいと思います。 
〔ＯＨＰ・代替方法の現状 冷媒〕 

これが冷媒の調査の現状ですが、注目点は、この炭化水素の動向であ

ります。ヨーロッパでは冷蔵庫用に既にメジャーなシェアとして使わ

れております。私どももこの可燃性の冷媒につきましては当初から注

目しておりまして、私どもも燃える、燃えないというような単純な分
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類ではなくて、この化合物はどういうふうに燃えるのかというふうに

難燃性というか、燃焼性をどうとらえるかということを私どものプロ

ジェクトの補助線として終始採用して、評価を進めてまいりました。 
〔ＯＨＰ・代替方法の現状 発泡剤〕 

これが発泡剤の現状で、先ほども説明がありましたが、これも炭化水

素が既に世界中、特に日本では電気冷蔵庫等に多く使われております。

ただし、エネルギーのバルブというか、エネルギー効率を今後、日本

といいますか、人類としては効率を上げていくわけですが、そういう

過程では現在、ハイドロカーボンが使われているから、そのまま永久

に使われているということではありませんので、技術は、非可逆的に

ある技術に行っておるわけでありませんので、可逆的にとらえる必要

があると考えておりまして、私ども、ハイドロカーボンに将来取って

かわる発泡剤はないかと着目をしております。米国などの動向を詳細

に調査を進めておりますが、建築用の断熱材として炭化水素系のもの

が使われ始めようとしております。しかし、現在、このマーケットは

非常に流動的でありまして、きょうの常識はあしたの非常識と言うぐ

らい今、流動的に変化をしておりまして、私どもプロジェクトは今回

終了いたしますが、政策立案を進める皆さんも含めまして、政策誤謬

がないようにこの問題は考えていく必要があると発泡剤については思

っております。 
〔ＯＨＰ・代替方法の現状 洗浄剤〕 

洗浄剤の、大きな動向がこれであります。ここも炭化水素があります

し、ＨＦＥ、これは某社が 7100番として既に世にマーケットに問うて
おります。しかし、グレードが非常に限られております。それから、

沸点領域も極めて狭い領域にあります。したがいまして、私どもＨＦ

エーテル系をこれからお話を進めますが、先行するこの人たちという

か、こういう候補化合物に匹敵する、またそれを凌駕するマーケット

を獲得していきたいと考えております。 
〔ＯＨＰ・情勢変化への対応、実用化時期の見直し〕 

先ほど話がありましたが、マーケットも極めて流動的ですし、ユーザ

ーも非常にアクティブであります。したがいまして、私ども当初考え

ていたようなタイムスケジュールでは、これが当初の計画ですが、こ

れよりも、先ほども話が出ましたが、プロジェクト終了し次第、直ち

に実用化に入っていただくという情報発信をしていきたいと思ってお

ります。後ほど話をいたしますが、各マーケットごとにそれぞれすぐ

にでも実用化の検討に入りたいという意見も寄せられておりますので、

期待をしております。 
〔ＯＨＰ・新規候補化合物の設計研究〕 

さて、先ほど三崎室長からも話がありましたが、設計研究のところか

らちょっと時間をかけて話を進めたいと思います。この分野、大がか
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りにやっていますのは世界でも、私どものプロジェクトだけでござい

ます。某米国のフッ素系のユーザーさんもいろいろやってはおります

が、これだけ徹底してサーベイを進めるという研究は私どもが唯一の

プロジェクトでございます。したがいまして、例えば熱物性であれば

3500件ぐらいの情報を活用いたしました。それから、合成につきまし
ては、フッ素系の名立たる名著書も含めまして、名論文も含めまして

580件ぐらい、ほとんど網羅的に収集して活用いたしました。 
なお、先ほどデータベースの話が出ましたが、収集したデータは非常

に多いのですが、一応精査して、世間の専門家に使っていただけそう

なデータというのを選りすぐりまして、データベースの公開のシステ

ムを開発いたしました。既にいつでも公開できる状況まで出来ており

まして、精査したフッ素系の物質約数百をリストアップしております。

この評価委員会の結論を待ちまして、オーケーというか、流れがはっ

きりいたしましたら直ちに公開を進めたいと思っております。 
物性推算法の開発、きょう非公開の場で浦田研究員のほうから説明は

いたしますが、ここでは要約してお話をいたしますが、原子団寄与法

を使った重回帰分析、非常にオーソドックスな方法ですが、こういう

方法から今はやりというか、注目を集めておりますニューラルネット、

こういう手法を大胆に取り入りまして、ほとんどの物性値につきまし

て、ニューラルネットを使って精度の高い推算を進める。またそれを

合成あるいは物性の評価にフィードバックするということで、ニュー

ラルネットをこれほど使い込んだプロジェクトもそうないのではない

かと自負しております。 
熱物性の推算プログラム、これは最小のデータでパフォーマンス、熱

物性というか、特に冷媒のパフォーマンスを調べるソフトですが、Ｔ

ＨＥＤＹＮＡと言いますが、これもプロジェクトの開始以来、着々と

いうか、データを積み重ねてきておりまして、今の段階は、おかげさ

まで現在、英訳、英語バージョンの開発をほぼ終了しております。こ

れもプロジェクトが終了し次第、先ほどのデータベースはそういう性

格上、インターネットで公開するというシステムにいたしますが、こ

のＴＨＥＤＹＮＡにつきましては、そこまでいたしますとハードが重

たいので、これは別の形のパッケージとして関係者に公開できる体制

を整えております。 
プロジェクトが始まった時点では、英語バージョン、要らないよとい

う状況が確かにありましたが、今やプロジェクトは地球環境問題等を

解決する上では世界に情報発信をする必要があるということで、英語

バージョンもほぼ完成しております。できるだけ早く公開をしたいと

思っております。 
〔ＯＨＰ・新規候補化合物の合成〕 

合成の話ですが、先ほど出ましたようにいろいろな情報を使いまして、
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ここに書きましたように主たる候補化合物、エーテルから始まりまし

て、ケトン、オレフィンも含めまして探索を徹底的にいたしました。

特にこういう化合物系で冷媒とか発泡剤とか、あるいは特にソルベン

トのようなものには特異的な性能を持ったものがどこかにありはしな

いかということで、徹底的にサーベイをいたしました。結論は、実は

平凡な常識のものでございまして、エーテル系を中心としたもので大

体の複雑なものもカバーできる。つまり、エーテル系の化合物がこの

全体を代表するパフォーマンスを持っているということがはっきりい

たしますので、１ｇをつくるのにダイヤモンド並みにかかるという特

異点なものを探す必要は、私どもの今の結論としてはないのではない

か。つまり今、経済的にできるポテンシャルを持ったエーテル系の化

合物を使い込んでいくということで十分この全体を代表するパフォー

マンスを使い切ることができると思っております。新規化合物も 21、
トータルでも約 100弱の合成実験を進めております。 

〔ＯＨＰ・候補化合物の経済性評価〕 
今、出ました経済合成法でありますが、こちらに幾つかの、後ほど出

ますが、候補化合物を挙げてみました。原料の入手可能性、市場価格

の点、合成法の段数、段数といいましても、螢石からスタートすれば

何十段あるいは数段ありますが、手に入る中間原料からスタートした

ら、うちのプロジェクトのためには何段でこの化合物ができるかとい

うのが、この段数であります。私どものものにつきましては、ほぼ１

段で最終候補化合物をつくることができる。つまり中間原料はマーケ

ットに今はなくても、非常にポテンシャルがあるので、そこからスタ

ートすれば１段でできるということであります。 
したがいまして、総合評価、三角、三角とありますが、三角も含めま

して、きょう午後からも含めまして、最終候補化合物の有力なものを

お話をいたしますが、いずれも経済的には十分工業化できるポテンシ

ャルを持っているということで情報発信をしたいと思います。 
実は協力会社さんのほうもこのプロセスには非常に注目しておりまし

て、直ちに経済的な工業的な製法にすぐにでも検討に入りたいという、

会社のことですからそう明確にお顔には出しませんが、そういう意欲

が協力会社さんにも見られますので、非常に私どもとしてはいい情報

が発信できているなと思っております。 
〔ＯＨＰ・基本物性の測定〕 

基本物性、先ほど徹底的にサーベイすると申し上げましたが、一応こ

こにありますような項目は、作ったものについてはすべてこの項目を

評価しております。先ほど申し上げましたように、いろいろなものも、

化合物もトライしました。特に環式複合ヘテロ原子系の化合物、ここ

にありますね。こういうものの中には溶剤として特異的にすばらしい

性能パフォーマンスを持ったものが、もしあっては大変だということ
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で、代表的な化合物を名工研の協力を得て探索をいたしました。残念

ながらというか、窒素を含んだり、複合ヘテロにいたしましても、フ

ッ素系のもの、トータルとしては極めて特異点というのは実は存在し

なかったということで、私どもとしては永遠に限りなく集約して研究

開発のスピードーアップを図ったということでございます。探索、物

性推算ですね。 
〔ＯＨＰ・用途毎の基本性能評価 冷媒〕 

さて、冷媒のところですが、先ほど三崎室長もお話ししましたが、私

ども候補化合物の１つが HFE-143ｍであります。その上にＨＦＣ－
134aがありますが、ごらんいただくとおりこれは極めて似たパフォー
マンスを持っております。ただＧＷＰは HFC-134a の約半分でありま
す。先ほど燃えるか燃えないかだけで判断するのは非常にリスクが高

いとお話ししましたが、ある方法ではかりますと、私どものものは可

燃性でありますが、これは午後の話になりますが、別のものと混合系

にすることで容易に不燃化するということはできます。したがって、

トータルのパフォーマンスと難燃性との兼ね合いという問題で、その

中に解があると考えております。 
HFE-245ｍｃ、もう一つのヒートポンプ用の候補化合物ですが、その
上に CFC-114 があります。パフォーマンスは非常に似ておりますが、
ＧＷＰで比較してもらいますと、CFC-114 は、ＧＷＰの高いものです
が、これは比較する意味もありませんが、１万のＧＷＰのものを 530
のもので置きかえることができるということであります。 
それから、可燃性の冷媒もこれから注目を浴びると申し上げています

が、ペンタン、こういうものにつきましても、きょうは使わなくても

あしたは使うとか、あした使わなくても別のもので使う。単に作動さ

せたときの音が小さいというだけでも使うかもしれないというふうに、

マーケットはいろいろなパフォーマンスを見ておりますので、代替と

してすべて物を置き換えるという技術を非可逆的に考えるのではなく

て、代替という言葉は私は非常に誤解があると思いますが、ぜひ技術

の多様化というふうに私どもが使う代替という言葉をそういうふうに

翻訳してご評価もお願いしたいと思います。 
〔ＯＨＰ・用途毎の基本性能評価 冷媒〕 

冷媒につきましては熱物性をはかります。輸送物性、これは九州大学

等の協力、それから、特に慶應の協力等々がありまして、進みました。

難燃性につきましても、いろいろな評価を進めておりまして、これは

午後から特に詳しく話があると思います。ただ、燃える、燃えないで

は意味がないよということを申し上げましたが、日本の高圧ガス保安

基準法では、私どものも可燃性ガスではないのです。だから、浴びる

ほどその辺にばらまいてもいいかというと、決してそうじゃありませ

ん。どういうふうに可燃性かということが議論で、それに見合った安
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全技術を組み合わせれば実用化できるわけでありまして、アメリカの

ＡＳＨＲＡＥ、ご専門の方で説明は省きますが、スタンダードがあり

ますが、これは気体の燃焼性をはかる、評価する方法ですが、そこで

私どものは微燃性というふうに分類をされます。つまり燃える、燃え

ない、燃えるものが悪くて、燃えないものがいいということでは、地

球環境問題はクリアできないんじゃないかということで、もし不燃が

必要であればパフォーマンスを考えながら不燃化組成を選べばいいと

いうことになります。 
〔ＯＨＰ・用途毎の基本性能評価 発泡剤〕 

発泡剤は、気体の熱伝導率が全体の使命を決します。今、使われてい

るＨＣＦＣ－141ｂよりも総じて私どものほうが熱伝導率が高いが、代
替候補として有力なシクロペンタンとかよりは低い、これはパフォー

マンスが高いという意味であります。このウレタンを中心として探索

が進みましたが、主要原料であるポリオールとどう溶け合うかという

ことが重大でありまして、パフォーマンスがいかによくても、アプリ

ケーションサイドの溶解性というものでパフォーマンスが決まるとい

うことがありまして、この辺には担当の研究者も知恵を絞ったかと思

います。 
〔ＯＨＰ・用途毎の基本性能評価 発泡剤〕 

午後の話にも出ますが、こちらがＣ－Ｏ－Ｃから始まって、カーボン

２つ、３つ、これは２つ、２つですね、こういうことで全体をとらえ

ていきますと、私どものサーベイの結果によれば、Ｃ－Ｃ－Ｏ－Ｃま

たはＣ－Ｃ－Ｃ－Ｏ－Ｃの領域の中に発泡剤としてすぐれたパフォー

マンスを持っているものがありそうだ、あるいはあったということで

あります。挙げますと、254－ｐｃ、236－ｐｃ、347－ｍｃｃ等であ
ります。 
先ほど経済的ポテンシャルがあるというお話を申し上げましたが、こ

れは、これがご専門の先生はすぐわかると思いますが、こちら側は業

界で言う４Fモノマーベースということになります。これも４Ｆモノベ
ースになります。等々、時間がありませんので省きますが、私どもの

新しい候補化合物は、これまでのように塩素系の化合物を経由してつ

くるという候補化合物群ではありませんので、４Ｆモノマーとか、業

界の言葉を使って申しわけないですが、６弗化プロピレンのような既

にマーケットが確立している中間原料をスタートにしてつくっていく

という分野に総じて集中しております。したがって、塩素系の化合物

を失うということで、インダストリーとしてもケミストリーとしても

非常にひ弱になったフッ素系の化合物の仕事というものを、今、私ど

もの候補化合物の群のようなものをわきに添えることで大変多様化が

できるし、いろいろなパフォーマンスの比較もできますし、今後の複

雑な地球環境、温暖化問題への解も、私どもが見つけられなくても、
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今後の中で皆さんが探していただけるのではないかと思います。 
〔ＯＨＰ・用途毎の基本性能評価 洗浄剤〕 

洗浄剤、午後も出ますが、共沸系、このエーテル系の候補化合物の中

には共沸系が非常にたくさん、全体として化合物がそういう能力をパ

フォーマンスを持っているということでありますが、たくさんの共沸

系を発見しております。その１つ１つにアプリケーションを考えたい

ところですが、これは今後の各社のコンペに問いたいと思いまして、

すべては評価はしておりませんが、共沸系を含めましてたくさんの候

補化合物を選ぶことができております。 
ここに書きました「経済的合成面の優れているものを中心に検討」と

言いましたのは、結果としてそうでもあるし、またそういうふうに考

えたいということもあります。つまり、モノマーを中心とするモノマ

ーツリーのようなところで、たくさんの候補化合物が探索できたとい

うことであります。 
〔ＯＨＰ・洗浄剤用途候補化合物の選定〕 

次を説明しますが、グリーンのラインが入ったところが私どもの候補

化合物であります。専門の評価の先生方は、これがモノマーの何ベー

スからスタートしたかとかいうことがおわかりになるかと思いますが、

総じてそういうタイプになっています。新しい、塩素系は失ったが、

モノマーツリーという側の候補化合物というものの中に、非常にたく

さんのポテンシャルがあるということを感じておりますし、事実、そ

うなったということであります。 
〔ＯＨＰ・燃焼性評価〕 

さて、燃焼性であります。評価法につきましては、世界的にも何をも

ってどう燃焼するかということが今、盛んに議論になっております。

評価法につきましては、非常にベーシックな着火方法、容器サイズ等

を厳正に評価技術を確立いたしました。燃焼爆発性の指標開発という

ことで、詳細な説明は時間がないのでできませんが、Ｆナンバーの提

案もしていますし、特にＲＦナンバーというのを物質研の先生の努力

で情報発信をしております。これは着火危険性がどのぐらいあるのか

という物の考え方と、もしそれが強引にでも燃焼したときにどういう

危険があるのかということの両方を織り込んだ指標でありまして、こ

ういうものである化合物が燃焼する、しないということを相対的に比

較して、それに見合った技術と組み合わせるということを提案をして

おります。 
事務局   ：済みません。説明時間が過ぎておりますので、あと５分程度でお願い

できますでしょうか。 
実施者   ：はい。12時にまでに終わろうと思いまして、45分まで説明しようか

と思いましたが、済みませんでした。 
〔ＯＨＰ・毒性評価〕 
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毒性につきましては、たくさんの毒性を評価をしております。 
〔ＯＨＰ・環境影響評価の技術研究〕 

大気寿命の話は、午後も詳細に出ますが、おかげさまで日本初のＧＷ

Ｐの計算法を発信することができております。 
〔ＯＨＰ・ＯＨラジカルとの反応速度の測定〕 

ＯＨとの反応速度につきましても、絶対法と相対法という２つの方法

で蓄積をしております。また、測定するだけではなくて必ずしも全部

測定できるとは限りませんので、推算技術も開発をしております。 
〔ＯＨＰ・ＯＨラジカルとの反応速度の推算〕 

遷移状態理論を使った厳密法、あるいは反応性指標に基づく理論を使

った簡便法等で、午後も詳細な説明があります。これらを通して実験

データの正当性あるいは測定できないものの推算等というものを確

立しております。 
〔ＯＨＰ・環境からの除去過程〕 

環境からの除去過程につきましても、ラジカルとの反応、光分解、水

との反応、固体との反応等々、説明は省略しますが、こういうことで

私ども候補化合物の評価を進めております。 
〔ＯＨＰ・ＧＷＰ評価問題開発〕 
〔ＯＨＰ・候補化合物のＧＷＰ値〕 

ＧＷＰ評価システムの中にそのデータを入れ込んで、GWPの計算を
しております。例えば我々の候補化合物、左側に書いてありますが、

ＧＷＰ100のところ、私どもはこういうデータを内外に発信を始めた
ところであります。 

〔ＯＨＰ・実用化予備試験〕 
実用化につきましては、先ほど三崎のほうから説明がありましたので

詳しくは説明しませんが、245ｍｃ、これが１つ。それから 143ｍ、
これが１つ。特にこの２つを情報発信をしております。新しい話とし

ては、ヒートパイプ用に私どもの冷媒の候補化合物が使えますよとい

うことで、これは日本ヒートパイプ協会さんのほうで評価を進めてお

りまして、実用化のポテンシャルありという評価をいただいておりま

す。 
〔ＯＨＰ・実用化予備試験 発泡剤〕 

発泡につきましては、幾つかの候補化合物が午後からも説明されます

が、HFE-254pc というものでパフォーマンステストを進めておりま
して、これに書いてありますとおりマシン発泡のレベルで評価を進め

ておりまして、発泡体性能を実証しております。これはハイドロカー

ボン系よりもはるかにすぐれたデータが出ております。きょうは公開

ということで、データはずばり申し上げられませんが、午後からデー

タがあろうかと思います。 
〔ＯＨＰ・実用化予備試験 洗浄剤〕 
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洗浄剤につきましては、候補化合物６つ挙げておりますが、

HFE-347pc-fと HFE-55-10mec-fcにつきまして幾つかの試験をして
おります。こちらは炭化水素系と組み合わせた洗浄剤、こちらは水切

り洗浄剤というアプリケーションに使ったらどうなるかということ

を評価いたしました。 
〔ＯＨＰ・他分野への波及および今後の展開〕 

これはここで説明する必要があるかどうかわかりませんが、他分野へ

の波及については、半導体クリーニング用の実用化の可能性というの

を私どものプロジェクトが開始した直後に言われまして、結構おもし

ろいねという話がありまして、ＣＶＤプロジェクトへ展開をしており

ます。ここで改めて提案というか、私ども思いますのに、私どもの成

果ももう一度ＣＶＤサイドでも技術の並べかえをしていただいて、も

う一度私ども、成果もＣＶＤとしても評価をしていただきたいと思い

ます。消火剤としての評価もデータを出しておりますが、これも私ど

ものプロジェクトそのものでありませんので、これも専門家の今後の

評価にゆだねたいと思います。 
ケミストリーの確立といった意味は、先ほど言ったそういう意味であ

りまして、４Fとか６Fを使ったモノマーのツリーというふうにとら
えると、非常におもしろいポテンシャルの領域ができましたというこ

とであります。後ほどＩＰＣＣの件も出ますが、ＧＷＰの私どものデ

ータもＩＰＣＣのレポート等にも順次掲載されるという段取りにな

っております。 
以上であります。 

富永分科会長：ありがとうございました。 
ただいまプロジェクトの概要につきましてご説明をいただきました

が、ご意見、ご質問ございましたら、どうぞよろしくお願いいたしま

す。 
小口委員  ：細かいことになってしまうので資料を見るときに迷うことになると思

って、前もって質問させていただきますが、「研究開発の目標」という

ところで、一番初めですね。「エネルギー効率」とあって、その下に「エ

ネルギー消費 小」という、この辺の説明がわからなかったのですが、

エネルギー消費を少なくする。つまり、エネルギー効率を高効率にし

ていくという意味でございますか。 
実施者   ：その通りです。例を挙げますと、例えば洗浄剤のところでございまし

て、例えば水で乾燥させた場合には、蒸発等に非常にエネルギーを要

するというところで、本研究開発の洗浄剤であれば、水切り洗浄に関

しては、エネルギーの消費が少なくて済むというようなイメージでご

ざいます。 
小口委員  ：例えば圧縮式の冷凍機の場合、効果が、ＣＯＰが大きくなるわけです

が、そういう物質を見つけようという意味ではないのですね。 
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実施者   ：冷媒につきましては、必ずしも効率がいいというものが見つかったと

いうことではございません。 
小口委員  ：わかりました。後ほど詳しく教えていただきたいと思います。それか

ら、次の「競合する技術」の中でパッケージエアコンが 407ｃ、１つ載
っているのですが、たしか東芝で 410ａが出たのではないかと思いまし
たが、そういうのがこういう表の中には生きてこない。 

実施者   ：ルームエアコンとしまして、パッケージエアコンですか。先生のお

話ですと R-410ａもあるということですか。 
小口委員  ：出ていたと思います。 
実施者   ：わかりました。 
小口委員  ：細かくなってしまうので、後でゆっくり時間をかけてと思いますが、

最後のほうのご説明の表の中で、白と黄緑の「洗浄剤用途候補化合物

の選定」という。 
実施者   ：25ページですね。 
小口委員  ：その上の、ここに構造式と書いてあって、その下にＲＩＴＥ ｎａ

ｍｅと書いてあるのですが、ここにはさっきのような番号が入るので

すね。 
実施者   ：ＲＩＴＥ ｎａｍｅというのをすべて外してございますので。 
小口委員  ：これは候補化合物のＲＩＴＥ ｎａｍｅを入れるところですか。 
実施者   ：はい、構造式だけを挙げてございます。 
小口委員  ：ありがとうございました。 
富永分科会長：よろしゅうございますか。 
堅田委員  ：21 ページの「経済性評価」は、先ほど既存というか、モノマー系か

らスタートするとかいろいろなことをおっしゃいましたが、この三角

とペケとか丸とか、総合評価が三角、丸のところで実用性があると思

うのですが、どの程度の三角と丸のギャップとか、あるいはブレーク

スルーがどの程度ないとどうなるのかというのは、市場でどのぐらい

の用途というか、量が出るかということによっていろいろ変わると思

うのですが、現時点で三角と丸のバツの評価というのはどういう尺度

なのか、教えてください。 
実施者   ：具体的な数字をご質問でしたら、午後のときに非公開部分でお答え

させていただきますが、ただ、先ほど雨宮部長からもご説明いたしま

したが、４弗化エチレンとメタノールの合成で済むというものは、ど

ちらも工業原料で入手が非常にたやすいということで、丸としており

ます。三角は、一般に工業原料で入手可能なものではない原料を使っ

ております。市場価格につきましてはそういうことで、午後の部でご

説明申し上げるということでお願いしたいと思います。 
堅田委員  ：午後のほうかもわからないですが、発泡剤のそういう性能をポリオ

ールは、あえてエーテル系だけではなくて、いろいろなものでやられ

ているのでしょうね。とりあえずありがとうございました。 
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田中委員  ：資料で言いますと「実用化時期の見通し」ということで、当初の計

画からかなり前倒しになる可能性をお話しいただきましたが、実際に

実用化に向けてどの程度までＲＩＴＥのプロジェクトあるいはその

後継の体制というか、それがかかわっていくのか、あるいはそこから

出てくるデータ等を含めてどういうふうに生かしていくのか、その辺

のお考えはどういうふうになっていますでしょうか。 
実施者   ：先ほどの話にもありましたが、基本的には業界あるいは学会の今後、

コンペで問いたいというのが第１点であります。しかし、評価技術あ

るいは先ほど申し上げましたモノマーツリーのような領域について

の基礎的な合成の本格的な研究のようなものは別の形で、どなたかに

というと言い方がおかしいですが、バックアップしていただいて、も

っと深めていただきたいと思っております。ただし、アプリケーショ

ンにつきましては、基本的にはコンペに耐えられるだろうと思ってお

ります。したがいまして、きょう公開ですから私の言い方が歯切れが

悪いのですが、冷媒につきましては、１候補化合物について化審法の

申請をして、実用化のプロモーションの一端にしたいと思って、終了

までに化審法のオーケーを取りたいと思っています。 
それから、発泡剤につきましても、１候補化合物につきまして化審法

の申請を今、進めておりまして、終了までにオーケーをいただくとい

うことは、４月１日から言っておりましたが、つくって売ろうと思っ

たら売りますということですね。 
それから、ソルベントにつきましては、２つの候補化合物につきまし

て同じく事務局、努力をしまして、化審の申請を済ませております。

進めております。したがいまして、ある会社さん、はっきり申し上げ

られないですが、それは合成して早々にでもマーケットにインプット

したいというような意欲、技術もありますので、お顔にはなかなかそ

うは出しませんが、そういう動きを察知しておりまして、私どもとし

ては４月１日からアプリケーションのコンペが始まると期待してお

ります。 
田中委員  ：わかりました。 
高柳委員  ：細かいことが聞けないのでラフな質問なのですが、「環境影響評価の

技術研究」のところのＧＷＰ評価モデルのところで、「国内ではＧＷ

Ｐの算出は出来なかった」という文章と「独自の評価モデルを構築」

という、その非常に矛盾した表現が気になりまして、つまりＧＷＰが

計算できないかわりに何かそれ相当の指標を構築しようとしていら

っしゃるのか、それとも、そこらの背景を知りたいのですが。 
実施者   ：ＧＷＰにつきましては、これは現在でもそういう部分はあるのです

が、例えばＡＥＲですとか、アメリカの私企業に、ある新しい化合物

ができたらそれを送って、ＧＷＰを報告してくれという、8年前です
とそういうやり方をしておりました。ですから、何百万から何千万か
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払って、どういうふうに計算されるかというのは一切ブラックボック

スで、結果だけアウトプットを得られる。国内ですから、独自にＧＷ

Ｐが幾つというふうに数字で報告することが８年前まではできませ

んでした。一々お金を払って結果を得ていたわけです。やはりこのよ

うな重要な指標につきまして、日本国内で、しかも公開のというか、

一般に中身のわかるやり方ではかれないのはおかしいのではないか

ということで、当時の経済産業省から、このプロジェクトへの１つの

宿題として必ずインハウスのというか、ＧＷＰの推算モデルを開発し

なさい。なおかつ中身をブラックボックスでなくてトレースできるよ

うにという指示を受けて、それでこの研究開発で新たに開発したとい

うのがバックグラウンドでございます。 
高柳先生がおっしゃられたＧＷＰのほかに何かというお話につきま

しては、私どもこれは実は産総研の関屋副センター長からご説明申し

上げるほうがよろしいかと思うのですが、どうしましょう。 
実施者   ：ＧＷＰを開発しました今須さんが一番適任と思いますので。 
実施者   ：東京大学の今須と申します。一昨年まで工業技術院のほうで、その

プロジェクトに参加させていただきましたので、今回、午後一番に発

表させていただきますが、独自という部分がどういうものを独自とい

うか、まあ、一応自分たちで今までの人たちがやったようなのと同じ

ような計算ができるようにモデルをつくった。さらにそれでは評価が

不十分ではないかと思われる部分もあって、新たな視点で評価項目を

つけ加えて論文発表等をしたり、その成果がＩＰＣＣの報告書などに

反映されたりはしているということで、今までの計算手法も自分たち

で公開した形で計算できるようにつくりました。さらに新しい視点も

加えてこの分野をリードしていけるようになりましたということで

あります。 
富永分科会長：よろしいでしょうか。ほかにご質問、ご意見ございますか。よろし

ゅうございますか。 
  それでは、まだ多分ほかにもいろいろご意見、ご質問があろうかと思

いますが、一応このプロジェクトの内容につきましては、午後の部で、

またさらに詳しくご説明いただきますので、そのときに引き続きご質

問いただくということにさせていただきたいと思います。なお、評価

分科会は原則公開でございますが、先ほど議題２のところで決めまし

たように知的財産権の保護等のために、午後の議題の７は非公開とい

うことにさせていただきます。したがいまして、一般傍聴の方はご退

席をお願いすることになります。 
  これで午前の部は終わります。午後は予定どおり 13時からというこ

とでございます。 
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８．周辺動向調査について 

事務局より標記について説明がなされた後、質疑応答が行われた。 

事務局   ：それでは、今回のプロジェクトの周辺動向調査ということで、主に技

術的な面というよりは、政策的な面ですとか、あるいは国の類似プロ

ジェクトですとか、そういった観点から取りまとめた結果をご報告い

たします。 
  大きく４つの項目に分かれています。 
  １番目が「フロン等にかかる規制・取組の概要」ということで、国際

的なもの、国内で行われているものということで、大きくは、オゾン

層破壊と地球温暖化について述べております。 
  ２番目には「公的な研究開発の状況」ということで、フロンに関連し

て、代替物質、あるいは、破壊、回収といったものが、どういうもの

が今まで行われてきているかということを簡単にまとめております。 
  ３番目に、「フロン等の使用の現状」ということで、フロン全体、ある

いは今回の応用分野として考えられています冷媒、発泡剤、洗浄剤の

フロンの使用状況、あるいは、フロンを使わずに、自然冷媒ですとか、

そういったものにどのような形で使われているかということを簡単に

ご説明いたします。 
  最後に、当該プロジェクトの開発物質とある程度競合するのではない

かという製品の概要について簡単にご紹介させていただきます。 
〔ＯＨＰ・１．フロン等にかかる規制・取組の概要〕 

  まず、「フロン等にかかる規制・取組の概要」ですが、皆さんご存じの

ように、ウィーン条約、モントリオール議定書ということで、先進国

はもうＣＦＣについては全廃が終了しておりますし、ＨＣＦＣにつき

ましても、今後規制がなされる計画となっています。 
〔ＯＨＰ・（２）京都議定書〕 

  一方で、今回、オゾン破壊係数はゼロだが、地球温暖化係数が高いと

いうことに関連しましては、こちらもご存じのように、日本は基準年

次比６％減ということが定められているということになっております。 
〔ＯＨＰ・国内の規制〕 

  これに関連いたしまして、国際的なもの、国内的なものということで、

特に国内ですと、オゾンに関する法律というものは、モントリオール

議定書の後、すぐできておりますし、近年、フロン類の回収及び破壊

に関する法律等もできていると。それに基づきまして、通産省あるい

は経済産業省がフロン関連のプログラムを実施してきていると。ただ

し、温暖化対策という意味では、具体的な規制というよりは、業界の

自主行動計画ということに任されているのが現状かと思われます。 
〔ＯＨＰ・（４）海外の取組〕 

  一方で、海外でも、基本的にはオゾン層破壊に関して規制が加えられ
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ておりまして、これはモントリオール議定書を前倒しするようなスケ

ジュールで対策を講じているという状況でございます。 
〔ＯＨＰ・（５）業界の目標、取組の概要〕 

  実際のＨＣＦＣの代替スケジュールにつきましては、これは実施者側

の資料にもありましたが、このようなスケジュールになっていると。

これに基づいて、経済産業省では年１回、オゾン層保護対策月間とい

うことで、これまで業界がどういう取り組みをしているのかというこ

とをモニタリングを行っているということと、化学品審議会の地球温

暖化防止対策部会で、ＨＦＣ等は温暖化物質でもございますので、そ

ちらの行動計画のフォローアップが行われているという状況でござい

ます。 
〔ＯＨＰ・２．公的な研究開発の状況（１）類似する公的研究開発の概要〕 

  公的な研究開発の状況ですが、フロンに関しましては代替物質、代替

プロセス、破壊技術といったようなことで、さまざまなものが行われ

ております。関連するところといたしましては、エッチングガスの代

替ガスですとか、電子デバイスのクリーニングプロセス、前段階であ

りました「先行プロジェクト」という言い方をされていましたが、圧

縮式ヒートポンプ用新規冷媒研究開発というようなものがなされてお

ります。 
  また、特許庁の報告によれば、政府が民間企業と共同で、新たなフロ

ン代替物質を研究しているのは日本が唯一であるというような報告が

ございます。 
〔ＯＨＰ・（２）政府のプロジェクト①圧縮式ヒートポンプ用冷媒開発〕 

  圧縮式ヒートポンプ用冷媒開発ですが、これは先ほど、若干ご説明が

ありましたので詳しくは説明いたしませんが、ここでは、基本的には

もうオゾン層を破壊しない、温暖化効果が小さいというもので、冷媒

の代替物質のスクリーニングをメーンに行っている。 
〔ＯＨＰ・（３）政府のプロジェクト②ＳＦ６等に代替するガス〕 

  また、ＳＦ６等に代替するガスということで、実際のこのプロジェク

ト内で開発する候補物質について、性能評価ということで、さまざま

な項目について５段階の点数化をしていて、その中で、温暖化係数と

いうものも当然行っております。ここでは、５段階評価の一番高い５

点というのは、ＧＷＰで 1190未満ということを１つの目安としている
というものが挙げられます。 

〔ＯＨＰ・３．フロン等の使用の現状（１）フロン等の出荷量・排出量①オゾン層破

壊関連〕 

  フロン等の使用の現状につきましても、先ほどありましたように、特

定物質以外のものについてはほとんどもう全廃されていると。一方、

ＨＣＦＣにつきましては、５万トン内外で、減少している傾向は特に

見られないと。 
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  また、温暖化ということで考えますと、全体、ほとんど９割方はＣＯ

２なんですが、ＨＦＣ、ＰＦＣ、ＳＦ６というものも温暖化物質に含

まれております。ですので、仮にですが、ＨＦＣの温暖化係数の 10分
の１の代替物質というものができて、それで全体の 50％が代替すれば、
日本全体としてはＧＨＧ全体の 0.7％減ということが達成できるとい
うような単純な計算も可能ではあります。 

  一方で、具体的な排出量をＣＯ２換算で見ますと、ハイドロフルオロ

カーボンというのが一番多くて、これも特に横ばいであるという状況

でございます。 
〔ＯＨＰ・（２）フロン等の特許出願の動向〕 

  また、こういう代替フロンに関する特許の出願者ということで、特許

庁のデータから見ますと、これが出願数の多い件数順に並べている資

料ですが、この特に濃い紺色になっている部分というのが、今回、プ

ロジェクトの参加企業ということで、主要企業がここの中に含まれて

いるということが言えるのではないかということです。 
〔ＯＨＰ・（３）フロン等が使用される分野〕 

  また、フロン等が使用される分野ということで、出荷量で見ると、冷

媒が半分以上、発泡剤、洗浄剤がそれに次ぐと。一方で、特許出願に

関しては、冷媒、発泡剤、ドライエッチングガス、洗浄溶剤というよ

うなところが大きな分類となっております。 
〔ＯＨＰ・（４）分野別のフロン等を取り巻く状況①冷媒（出荷量）〕 

  まず、冷媒について見ますと、こちらについては、フロン類というこ

とで見ると、ＣＦＣ全廃前よりも逆に増えているという状況でござい

ます。 
〔ＯＨＰ・（４）分野別のフロン等を取り巻く状況①冷媒（代替候補）〕 

  これにつきましては、フロンが、特定フロンですとか、あるいは代替

フロンと言われる物質が開発されるとともに、冷媒としては、炭化水

素系、二酸化炭素、アンモニアなどの自然冷媒に関連するものの出願

件数が近年少し増えてきているというような状況でございます。 
〔ＯＨＰ・（４）分野別のフロン等を取り巻く状況①冷媒（製品）〕 

  具体的な製品としては、３ＭさんのノベックＨＦＥですとか、ほかに

も、アンモニアですとか、ＣＯ２、あるいはプロパンを使った製品等

が出てきている状況でございます。 
〔ＯＨＰ・（４）分野別のフロン等を取り巻く状況①冷媒（自然冷媒の使用例 家庭用

冷蔵庫）〕 

  先ほど、ちょっとお話にありましたが、Ｒ－600ａのイソブタンを使っ
た冷蔵庫ということで、松下、日立より製品が発表されているという

状況でございます。これにつきましても、ヨーロッパについては、か

なりグリーンフリーズというような形で、こういった冷媒が普及して

いるという状況でございます。 
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〔ＯＨＰ・（４）分野別のフロン等を取り巻く状況②発泡剤（出荷量）〕 

  次に発泡剤ですが、発泡剤自身として使われるフロンといたしまして

は、ＣＦＣ全廃前に比べると、約半減しているという状況にございま

す。 
〔ＯＨＰ・（４）分野別のフロン等を取り巻く状況②発泡剤（代替候補）〕 

  こちらにつきましては、発泡剤としては、水ですとか、炭酸ガスとい

ったようなものが若干増加傾向にあるという状況にございます。 
〔ＯＨＰ・（４）分野別のフロン等を取り巻く状況②発泡剤（製品）〕 

  具体的な製品としては、シクロペンタンですとか、炭化水素系のもの、

あるいは水を使ったものということが実用化されている状況でござい

ます。 
〔ＯＨＰ・（４）分野別のフロン等を取り巻く状況②発泡剤（炭化水素ガス（グリーン

ガスによる発泡の例 ネオマフォーム）） 

  こちら、旭化成さんから出されているものですが、こういった製品が

出ているということでございます。 
〔ＯＨＰ・（４）分野別のフロン等を取り巻く状況③洗浄剤（出荷量）〕 

  次に洗浄剤ですが、洗浄剤につきましては、見ていただくとわかりま

すように、もう、かなり水系ですとか、そういうところに代替されて、

全体量としてはかなり減っているという状況でございます。これにつ

きましても、大体、水系の洗浄剤ですとかアルコール系、あるいは、

炭化水素は現在少し減少傾向ですが、そういったものの特許出願が増

えてきているという状況でございます。 
〔ＯＨＰ・（４）分野別のフロン等を取り巻く状況③洗浄剤（代替候補、製品）〕 

  下のほうに、こういったような製品が、現在実用化されているという

ところでございます。 
〔ＯＨＰ・（４）分野別のフロン等を取り巻く状況④その他（エアゾル）〕 

  あと、直接は関係ありませんが、エアゾルなどでも、こういった形で、

かなり他物質に代替が進んでいるというものがございます。 
〔ＯＨＰ・４．当該プロジェクトの開発物質と類似した製品（１）類似製品①３Ｍの

ＨＦＥ〕 

  最後に、今までの中で出てきた中で、３ＭのＨＦＥということがござ

いましたが、こちらの製品の物性について、こちらのほうに載せてお

ります。経済性が評価に当たっても関連するかということで、価格を

問い合わせましたところ、一応、7100のほうが、5000円／ｋｇ、7200
のほうが6000円／ｋｇといったような価格で販売しているということ
でございました。 

〔ＯＨＰ・（２）類似製品②日本ゼオンのゼオローラ〕 

  日本ゼオンのゼオローラにつきましては、これは物質工学工業技術研

究所との共同開発で研究開発がなされてできた化合物であるというよ

うなことで、オゾン層破壊係数はゼロであって、温暖化係数もかなり
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小さいものができていると。こちらも、ＥＰＡの成層圏オゾン層保護

賞というのを 98年に受賞したというようなことが書いてございました。 
〔ＯＨＰ・（３）類似製品③三井・デュポン・フロロケミカルのフォーマセルＺ－２〕 

  最後に、三井・デュポン・フロロケミカルのフォーマセルＺ－２です

が、こちらも発泡剤として、こういったようなものが出されています

ということで、これもオゾンが破壊しませんと。地球温暖化係数は 140
ですというような形でうたっているということが、今、もう既に市場

に出ている製品としては、例えば、こういうものがあるということで

ご報告させていただきました。 
  非常に簡単ですが、以上でございます。 
富永分科会長：ありがとうございました。 
  ただいまのご説明につきまして、ご意見、ご質問がございましたらお

願いいたします。 
小口委員  ：終わりのほうでいろいろ、既に市販といいますか、市場に出ている例

についてお話しいただいたわけですが、例えば、私どもが評価する対

象の中に、ＮＥＤＯの関与が必要とされるテーマかどうかというのが

あって、「民間のみでは改善できないものであって」という、こういう

のがついているわけです。スタートはそうであったかもしれないが、

そのうち世の中にどんどん出てきて、果たして、今の時点で民間だけ

ではできないんだろうかと、こう考えたときに、ああ、２年前にもっ

と出しておけば、確かにこれに当てはまるけど、８年かかってしまっ

たからというような、そういうジレンマも一部に出てくるような気も

しないでもないわけなんです。 
  それで、ここにご紹介いただいた幾つかの、例えば、１つははっきり

と、「共同で」という表現があって、ああ、これは、じゃあ、国の研究

所と一緒に開発したと。それは民間だけではできないと判断するのか、

ＮＥＤＯからの研究費がサポートになっているのが民間だけではでき

ないという表現なのかというところが、ちょっとひっかからないでも

ないんですけれど、ほかのものは、そういう公の研究所であるとか、

あるいは、公のところからの補助金であるとかというのが、これは関

係していないのでしょうか。 
事務局   ：いわゆる、今回のプロジェクトのような形では関連はしていないと思

われます。ただし、そういった国立研究所が自主的に共同研究をされ

ているですとかということは、すべての情報が必ずしも拾い上げられ

るわけではございませんので、その点については不明です。ただし、

こういった数億単位でお金がついているようなものでは、少なくとも

ないということは言えようかと思います。 
富永分科会長：よろしいでしょうか。ほかにご質問ございますか。 
  それでは、どうもありがとうございました。 
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９．コメント、質疑応答 

富永分科会長：そうしますと、今日は、これまで伺ったプロジェクト全般について、

あと少しの時間でご意見、ご質問などを委員から承りたいと思います。

先ほど、聞き漏らしたというようなところでも構いません。 
  それでは、ちょっと私のほうからまた感想を申し上げてよろしゅうご

ざいましょうか。 
  １つは、さっき申し上げてしまいましたので、公開、せっかく、これ

だけの成果ですので、それをぜひ一般に公開していただきたい。その

方法については、いろいろ工夫していただくのがよろしいかと思いま

すが、ネットだけに頼るということじゃなしに。 
  それから、もう一つは、これも先ほどのご質問ともちょっと関係があ

るようなあれですが、まあ、何分、８年間という長い間かかったプロ

ジェクトですし、その間、国際的な情勢とか、そういったものが非常

に目まぐるしく変わっておりますので、最初の思っていたのとだんだ

ん状況が変わってきたという大変厳しいこともあろうかと思いますが、

やはり新しい代替品を開発するというものをつくる、見出すというよ

うなテーマになっておりますので、その中では、先ほど、例えば丸と

か三角ということで総合的な評価を伺ったんですが、丸というのは、

少なくとも、これは商品化ということに対してかなり前向きであるよ

というふうに一応お考えになっていると考えてよろしいかと思います

が、例えば冷媒なんかで三角というところですね。性能的には非常に

いいものが見つかったんだが、例えば、経済的な意味とか、そういう

意味でちょっとというふうな意味で三角がついている。 
  ただ、私ども、評価する立場といたしましては、ですから、このプロ

ジェクト自体がどこまでのところで一応目標になっているか。つまり、

性能としていいものを開発されたということまでで一応完結している

のか、それとも、次の段階として、最終的にはやはり商品化というか、

これは例えば、国の政策でも、例の温暖化防止ということからすると、

どの部門についても排出抑制と同時に、新しいフロンの代替品の開発

というようなことがいつも柱に入ってきておりますので、その線に沿

って、じゃあ、そういうものがうまく実際に市場に出て、ある程度や

はり出ないと柱とはなりませんので、そういう意味で商品化できるか

という問いが出てくるわけですが、それに答える場合に、つまり、候

補がこれだけありますよというふうに伺っただけでは、じゃあ、それ

をどこが商品化できるかどうかという判断をするかというのがちょっ

と問題になってくるかと思うんですね。 
  それで、このプロジェクトの場合は、ですから、丸をつけたのだけが、

一応そういう意味で商品化できますよという結論であって、三角とい

うものについては、その辺の判断は一応、必ずしもポジティブじゃな

いというふうにお考えなのか、あるいは、その辺は、むしろ例えば市
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場に任せるというか、あるいは企業に任せるというか、そういうお立

場であるのかという、そこのところについて、ちょっと最初からの方

針というのは必ずしもよく伺っていませんのでね。それを伺うことに

よって、つまり、達成度というのが大分評価が違ってくるんだと思う

んですね。 
  それから、ちょっと私の個人的な感じから申し上げると、今、そこま

で希望するのは少し酷かと思いますけれど、やはり当節、こういうよ

うな仕事としては、最終的に、やはりいいものができたんだが、経済

性とかコストとか、いろいろ総合的に判断して、これはやはりこうで

すよという判断のところまでプロジェクトの中でかなりはっきりと打

ち出していただけるということがやはり望ましいんだろうなと思うん

ですが、最初のご計画では一体どこまでで目標として達成ということ

になるのであったか、その辺のことをちょっと、どなたかから、実施

者側のほうから伺えるかなということが１つあります。 
  それから、周辺状況という意味では、もう既に、たった今のところで

もお話がありましたように、それから、例えば、午前中の冷媒の話で

もありましたように、最近、炭化水素というようなものが出てまいり

ましたですね。それで、先ほどの三角のついた２つの冷媒については、

冷媒としての性能はすぐれていると。それから、温暖化という意味か

らすると、従来のＨＦＣに比べてまさっているということであったわ

けですが、例えば、ブタン系とかペンタンというふうなものが、それ

と競合するものとして出てきた場合に、温暖化という意味での優位と

いうのはちょっと出なくなりますね。ですから、そこら辺で性能とし

ての優位性があるのか。逆に言いますと、炭化水素には可燃性という、

もちろんウイークポイントはあるわけですが、そこら辺のところとか

いろいろ含めますと、なかなか経済性というか、実際にほかのそうい

う競合するものとどこまで実際に市場に出て、メジャーなものとして

出ていけるかというところがなかなか判断が難しいと思います。ちょ

っと、その辺あたりについて、先ほどあまりはっきり伺ってないので、

もし伺えれば伺いたいなという、その２点です。 
事務局   ：では、推進部門の方の、まず、計画に対しての達成度という意味で、

どこまでが目標になっているのかということと、あと、後者の質問に

ついて、ちょっとお答えいただけませんでしょうか。 
富永分科会長：達成度という意味でどこまでいったかというのは私どもが判断するん

ですが、最初の目標として、ですから、どこまでやろうというふうに

目標として考えられたかということですね。つまり、最後のそういう

判断のところまで含めてやるよというのか、あるいは、非常に性能の

いいものを見出して、幾つかの候補を出すというところ、ポジティブ

な候補を出すというところまでで一応目標としては終わりということ

であったのか、その辺の最初の事情でございます。 
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実施者   ：本日お配りした資料の中には含まれていないのですが、８年前には、

基本計画が策定されております。そちらに触れておる事業の目標とい

うものにつきましては、午前中の発表でも使いましたが、「エネルギー

効率が高くオゾン層破壊係数がゼロであって、かつ地球温暖化係数も

低い冷媒、発泡剤及び洗浄剤などの液体化合物及び技術の開発を行う」

となっておりまして、あと１から５番まで、エネルギー効率から特性

となっております。必ずしも、実用化したものを、市場に出しなさい

というところまではうたっておりません。 
  また、ちょっと先般では、経済性について、先生方から確かに厳しい

ご意見をいただきまして、８年前とは状況が変わっております。当時

は、競合はございませんでしたので、そこまで考えていなかったんで

すが、経済性につきましても、この基本計画の段階では、それほどは

っきりうたってはおりませんでした。しかし、中間評価の段階で、や

はりこの辺は、より具体的な目標を掲げよというご指摘をいただきま

して、それで、実は午前中、何回か用いまして、代替候補化合物それ

ぞれに要求される基本特性というところを数値であらわしたのは、実

は平成９年度に行われました中間評価以降でございます。ですから、

率直に申し上げますと、８年前の基本計画策定時には、かなり言葉は

悪いんですが、漠然としたといいますか、より定性的な技術開発だっ

たんですが、約４年前から、定量的な目標値を掲げまして、さらに昨

今の競合技術の市場化の状況を見まして、実用化を急いでいるという

ところでございます。ですから、８年前の基本計画にとらわれますと、

実用化しようというところまではうたっておりません。 
富永分科会長：ありがとうございました。私も実は中間評価を拝見しまして、それで、

あとの４年間では、ある程度実用化というところにかなりウエートを

置きなさいよという意見でありましたので、その点についてどうかな

ということを一応含めた上で伺ったんですが、ありがとうございまし

た。 
  それで、２番目のことについては、ですから、これは午前中、冷媒に

ついての話を伺いましたが、その中でちらっと、例えば、あれはイソ

ブタンでしたかしら、物性の比較というのが出てきましたが、実際に、

例えばブタン系、今度、来月から市販されるというようなことがあり

ますが、そういう物性面で比較して、新しい、先ほど、三角のついて

いるような候補のものがどうであろうかというふうなお話。 
  それから、経済性ということからすると、多分、ちょっとやはり難し

い面があるわけですね。 
  それから、先ほどの温暖化係数ということからいってもちょっとあれ

なので、ですから、物性面ということで、例えば何かすぐれた点があ

るとかということがないと、かなり厳しい競争になるかなという気が

したんだが、ちょっと、その辺についてあまり、先ほど詳しいコメン
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トがなかったので、今の周辺状況ということとも関連がございますの

で、もし何かコメントがいただければということです。 
実施者   ：冷媒のところで三角をつけましたので、三角にちょっと引っ張られて

いるといいますか、傾斜している感じが皆さんあろうかと思うんです

が、現在入手可能、しかも工業原料として、現にいつでもバルブをあ

けて出てくるという原料でないということで三角をいたしましたが、

我々としては、今日はインダストリーの方がたくさん来ておられます

けれど、インダストリーとしては、これは経済性に耐え得るスタート

原料だと考えておりますので、総合的には、あそこが三角だから、丸

のものよりも経済性が劣るとは当事者としては考えておりませんで、

これから各社がコンペをしていく際に、それは十分な競争力を考える

ときの要素にはなるでしょう。私どもとしては、十分、大きなツリー

になるポテンシャルを持っていると評価をしておりますので、冷媒の

三角のところが、評価としてマイナス側で気持ちの中にあるとは思っ

ておりませんで、むしろ冷媒こそ全プロジェクトが進めてきています

ので、明日にでも使ってみたいという方もおるぐらいですから、三角

ということで特にマイナスな気持ちは全然ないので、正直に申し上げ

たいと思います。 
富永分科会長：むしろ判断は企業に任せるというとこでしょうか。 
実施者   ：私どもの目標も、実用化そのもの、つまり、製品としての最適化を図

るようなことは、当初、実用化を検討するといっても、それはやるべ

きではないと。しかし、明日から競争できるところまでの条件出しは

してやる必要があるということで、私どもとしては、先ほど、午前中

の説明でも私が申し上げましたが、明日からでも各社が、あるいは海

外ともコンペになるという、そこまでを最終目標にしてきていまして、

そういう意味では各社とも、これはやろうかなというようなことを早

速考える場面に来ているのではないか。ただ、製品としての最適化は、

コンペの中でやってくださいということでして、各社ともひそかにい

ろいろ考えておられるんじゃないでしょうか。 
富永分科会長：ありがとうございました。私ばかり発言してしまいました。ほかの委

員の先生方、どうぞ。 
実施者   ：環境影響の話ですけれども、我々が考えて開発しているターゲットは、

大気時間が短い化合物は、安全性の問題がありますし、それから、Ｖ

ＯＣの問題もあると言われています。それで、我々はＩＰＣＣでも推

奨している持続可能な社会を構築していこうと考えています。その社

会構築にはどういうものがいいか考えると、大気中にある化合物を放

出しても、大気中の濃度が変化しないことが重要と思います。化合物

は使用すると回収をしても１００％回収でないので必ず大気に放出し

ます。要するに、大気中に蓄積しない様にすることが重要です。その

ためには、大気中で分解する量と放出する量をできるだけつり合わせ
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るということができれば、大気中にはたまってこないということにな

ります。従って、大気寿命の短い化合物は、この考えに一番向いてい

るんじゃないかということです。ＶＯＣ、安全性、それから、そうい

うものを全部ひっくるめて、やっぱり何カ月かの大気寿命から、５年

とかその辺の大気寿命が最適な範囲と考えて、その辺のものを優先的

に開発してきました。 
       ですから、我々のコンセプトとしては、できるだけ５年以下のもの、

これはほとんど環境には影響が少ないだろうと思っています。回収・

破壊も考え、そういうのを考慮したシステムで、持続可能社会に対応

した使い方をすれば大丈夫じゃないかなということで、このプロジェ

クトで開発している化合物は５年以内の大気寿命を持つことがターゲ

ットになっています。 
鳥井委員  ：ちょっと申しわけないことを申し上げたいと思っているんですが、例

えば、今回のアウトプットと投資額の関係は妥当だったのかというこ

とは考える必要があることだと思っております。なぜそんなことを言

うかといいますと、例えば、学術振興会というお金を配る特殊法人が

あります。それから、一方、ＮＥＤＯというところがあるわけですね。

これをずっと見ていますと、ＮＥＤＯから配られるお金というのは、

学術振興会から配られるお金の大体 10 倍ぐらいの規模が多いですね、
１件当たり。なぜかというと、やっぱり製品化に近いところまでやる

とすると、途端に基礎研究から比べるとお金がかかるわけですよね。

そのとおりなので、そういうお金を使っているということで、この結

果でいいのかどうかということはしっかり考える必要があるんじゃな

いかなという気がします。 
  それから、国がこういう技術開発をなぜやるのかということの１つの

あれは、民間が、往々にして昔の大型プロジェクトとかはそういう効

果があったわけですが、国がこういうことをやるよと言うと、民間が、

「よし、これをやらなくちゃいけないんだな」と思って発奮してやる

というところがあったわけですね。つまり、主導して民間を活性化さ

せるという効果が実は、過去においては随分あったわけであります。

でも、そのときに、活性化がされたならば、だれかが類似の製品を出

すというようなことが起こってきたら、そのプロジェクトはもう必要

ないかもしれないんですね、実用までいかないんだとすると。そうい

うことを考える必要があって、続ける必要があったのかどうかという

ことはしっかり考える必要があるんだろうと。３Ｍとあれしか出てこ

なかった、外国だから日本でやってよかったのかという話もあるかと

思うんですが、これと、実は逆の効果が起こりつつあるような気がし

てしようがないのであります。 
  国がやってくれるから民間は自分でやらなくていいや、国頼りという

ところが結構強く出てきているような感じがするんですね。最近、企
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業もなかなか、自分で研究開発で投資する、それを育てていくという

余裕がなくなってきているところですね。もし、そういうことを、国

がこういうことに取り組むことで助長してしまうのだとすると、これ

はものすごい悪いことなんですね。国がそういう投資はしないほうが

ずっといいということなんだろうと思うんですね。その辺についても

今回、こういう時期のあれですから、少し考えてみる必要があるかな

という感じがしております。 
  以上であります。大変申しわけないことを申し上げました。 
実施者   ：ＮＥＤＯの環境室長の菊岡でございます。 
  今のご指摘の点はまさにごもっともかなという感じはしておりますが。

例えば、国がやり過ぎることによって民間自身の技術開発活力をそぐ。

これは、確かに一般的な技術においては、それは非常に懸念をされる

ことなんだろうと思いますが、今回のターゲットは、やはり環境がタ

ーゲットであって、しかも、一般的な環境問題ではなくて、二酸化炭

素をはじめとする地球温暖化に関する物質をどう低減をしていくのか

ということにかかる問題なんですね。これは、国のほうが先行して、

京都議定書の中で国際的に約束をしたと。その当時は、じゃあ、こう

いうことを民間が率先してやっていくのかというと、やっぱりやって

これなかっただろう。 
  それから大分時間が経過したではないか、状況は大分変わったじゃな

いかというお話もあろうかと思いますが、今、経済省で申し上げます

と、地球環境部会の中でいろいろ議論が進んでいるんですが、なおか

つ、企業においては自主的にやっていくんだと、あまり強権的にやら

ないでくれ、ややネガティブな動きがまだあるという状況でございま

すと、やっぱり、この部分に関しては、もう少し国のほうがなお先導

的にやっていく分野ではないのかなという感じがしておりまして、何

か、競争力を強化をしていくとかというところで、若干扱いが違うの

ではないかという気がしておるところです。 
鳥井委員  ：それについてはちょっと、結局、こういう分野で技術力の強い企業が

生き残っていくということが、やっぱり地球環境とかそういうことを

考えるときに大切なことだと思うんですよね。そこで、護送船団方式

で国が面倒を見ますよと最後まで面倒を見ちゃうのがいいかどうかと

いうのはやっぱり別でして、最初の段階で動機づけをしていくという

のは非常に意味があるんだと思うんですよ。 
  それで、さっきも申し上げたように、動機づけの効果というのは大変

大きなものがあるわけです。そこは、どこまでがそうなのかというこ

とをきちんと見きわめないと、ずるずるずるっと、始まったからずっ

とやるよという話じゃないんだと思うんですね。その中で、やっぱり

競争原理が働いていって、競争で、そういうところに関心が強くて技

術力があるところが生き残っていくというのが本来の姿だと私は思っ
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ておりますので、国が全部出てくるというのは反対ですね。 
実施者   ：それには全く同感でございます。そういう意味では、このプロジェク

トも、最後までという話になりますと、代替物質を完全に商品化する

ところまで国が面倒を見るのかと。それはあり得ないわけでして、や

っぱり共通基盤的なところまでは国がやりますと。あとは、これはも

う各企業が競争的に、そういう新規代替物質をいかに安い値段で供給

していくのかというステージに移っていくんだろうと思いますね。そ

ういう意味で、まさにこれからは各企業の中で競争的にやっていただ

くということを期待をしている、そんな感じかと思いますので、先生

のおっしゃっていることとあまり違いはないのかなという気がいたし

ます。 
森田委員  ：私も鳥井先生のおっしゃった意見とほとんど同じような感じを少し持

ってしまうんですが、この三菱総研のほうで調査されてきた特許のパ

テントの出願で、国内ではかなりの数が、旭硝子だとかダイキンから

出ておりますし、ダイキンさんは、むしろ国際特許を含めて、相当一

生懸命やっているという話というのはうかがえるんですが、質問は、

この種の開発プロジェクトというのはいつもそうなんですが、メーカ

ーは、実は非常に自分がやって成功の高いやつは自分のところでとに

かく開発すると。国のほうでは、できればそれを支援するような基盤

的なところを、あるいは、国のそのプログラムにはある程度つき合う

けれど、本丸は自分のところでやるということが少なからずあります

し、多いんですね。今の質問は、こういったプロジェクトの、１つは、

建前上は、「開発」と言わないと予算がつかないということで「開発」

と書いてしまう。しかしながら、実態的には、開発の支援のようなと

ころに実はポイントがあるんだということがもう一つあり得るかもし

れないと思うんです。 
  質問は２つありまして、１つは、こういう代替フロンの開発を、旭硝

子さんとかダイキンのパテントがされていて、まあ、ほかの会社もさ

れていますが、そういったものに対して、この研究は役立ったのかど

うか。 
  第２の質問は、支援という考え方でこの仕事というものを、あるいは

評価するのが正しいのか。それとも、もともと文書に書かれているよ

うな開発という視点で成功したかどうかというのを考えるのが正しい

のか、このあたりのポジションはちょっと明確にしておいたほうがい

いかなという気持ちですが。 
実施者   ：２点言われましたうちの１点目につきまして、ちょっと難しいのです

が、支援したということではない、と思います。あくまで、やはり今

後は、先ほども環境室の菊岡室長から申しましたが、競争であって、

ここに、必ずしも旭硝子でなくても、ダイキンでもなくても、ほかに

参加企業６社ございます。ですから、こちらの企業が、参加企業同士
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であって競争して実用化するというのが本来あるべき姿でございます。 
  それから、２点目につきましては、ここに候補化合物を最初から５つ

か６つか出してきたので、委員の先生方からもこのような、じゃあ、

実用化はどうなのかと、そういうお話になっておるかと思うんですが、

８年前、果たしてどうであったかというと、まだ、候補化合物として

ここに載せられるようなものが、１つあるかないかという状況でした。

245mc という冷媒候補がかろうじて、旧プロジェクトからの遺産と申
しますか、１つだけ引き続いて候補化合物として取り扱っていまして、

ほかはすべて本プロジェクトの中で新たに開発したものでございまし

て、果たして 245ｍｃ以外、ほんとうに物になるかどうか全くわからな
い状況でございます。そのようなうちに失敗するか、ほんとうに成功

するかどうかわからないものに関して、これをいきなり民間企業に、

「まあ、できるかどうかわからないけれどやってみろよ」と投げ出す

のは、さすがにちょっとできなかったのかなと、こう考えております。

ですから、今回は技術開発で、実用化の一歩手前までを国のプロジェ

クトとして取り扱うというところがフェーズであったと考えておりま

す。 
実施者   ：私からも一言申し上げたいと思います。 
  今、各社からのパテントの話が出ましたけれど、各社のパテント状況

は、この 10年間どうであったかということを振り返ってみたいと思い
ます。ＣＦＣが全廃になります。ＨＦＣをいかに使い込むかというこ

とで、それぞれ地をはうように死に物狂いでやった結果が特許に反映

されています。私どもの今やっているプロジェクトに相当する特許は、

ぜひあったら言っていただきたいんですけれど、各社の中すべてを出

しても、私どもと、プロジェクトの始まる前にやった特許があるかも

しれませんが、１つあるか、全くないかだと思います。 
  つまり、各社の特許は死に物狂いでやる地球温暖化の対策にＨＦＣを

オゾン層のために生かし込む、そのための特許が 99.9％であります。
したがって、２つ目の今の答えにもなるんですが、我々としては、各

社を支援したということは１％もありません。あくまでも、新しいジ

ャンルで果たして代替物があるのかないのかということを専念したと

いうことになります。特許的なことには１％もないと言うと１％あっ

たことになりますが、０％でありますということで２つの質問に答え

たいと思いますが、あくまでもインディペンデントですね。新しいジ

ャンルとして、そこのブラックボックスの中が果たしてどの程度の価

値があるものかということを考えてきたということであります。 
  実施者としては、発言を留保していることも確かにたくさんあります

が、それはこういうシステムの発言で、果たして時代に対応できたか

等々、三日三晩お話ししたいぐらい、実施者としては発言を留保して

いることもたくさんありますが、それはまた別の機会がいいかと思い
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ますので、差し控えたいと思います。 
富永分科会長：ありがとうございました。会場が５時までと切られているそうでござ

いますので、せっかくいろいろ、今ご意見をいただいたところですが、

一応、質疑応答はここで打ち切らせていただいて、ほかにご意見、ご

質問等がございましたら、質問票がお手元にあるかと思いますので、

後日でも結構でございますので、事務局のほうに、記入してご提出い

ただきたいと思います。 
  また、事務局、実施部門は、委員から質問がございましたら、ひとつ

適切に対応していただきたいと思います。 
 

10．今後の予定、その他 

富永分科会長：それでは、本日の審議、大変長時間にわたりまして、ご協力いただ

きまして、ありがとうございました。これで終わらせていただきます

が、委員の皆様は、ちょっと事務的な連絡がございますので、ちょっ

とお残り下さい。 
事務局   ：では、資料 10をごらんください。ここに、今後の予定が入っており

ます。 
  今日、第１回評価分科会を開きまして、質問票についてなんですが、

委員の先生方のお手元に、別の封筒がフロッピーとともに入っており

まして、その中の質問の締め切り、来週の火曜日までとなっておりま

すので、それまでにお出しくださいませ。そして、その質問に対しま

して、推進部門の方々に迅速に回答していただくということになって

おります。 
  次に、１月 30日の水曜日までに、評価コメント票・評点法シートを

提出していただきたく存じます。 
  さらに、２月 13日ごろまでに、評価書（案）を作成いたしまして、

委員の先生方に配付させていただきます。 
  続きまして、２月 27日ごろまでに、評価書（案）を調整いたしまし

て、推進部門の方々にお配りいたします。 
  そして、コメント・応答等を経まして、３月８日ごろまでに、事実誤

認の確認を終了し、３月の中旬ごろに第２回の評価分科会を開きたい

と存じます。具体的な第２回の評価分科会の日程につきましては、ち

ょっと申しわけないんですが、この場で分科会長と委員の先生方と調

整をお願いしたいと存じます。よろしくお願い申し上げます。 
富永分科会長：それでは、どうもありがとうございました。本日の評価会をこれで

閉じさせていただきます。 
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