
ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ名 プロジェクトの概要

石炭利用技術振興
事業/石炭利用次世
代技術開発調査＜
環境調和型石炭燃
焼技術分野（微量元
素の測定及び除去
技術）
（中間評価）

期間
　1999～2003

当初予算額
　3億円

実績額('99～'01)
　2億円

　石炭及び石炭燃焼灰に含ま
れる微量元素を迅速に抽出
し、一括分析することにより、
分析時間を短縮するとともに、
水銀については、連続モニタリ
ング技術の開発を行い、その
燃焼挙動を解析するとともに、
除去技術を開発する。

　今後の我が国における石炭の利用は、環境との共存を考慮して
いかなければならず、微量元素の規制は今後避けて通れないと
考えられる。本プロジェクトの微量元素測定および除去技術は、
未規制物質に対する技術の先取りの思想として評価すべきであ
り、石炭利用技術における最重要課題の一つと考えられる。
　一方で取り上げている炭種および元素の種類が少なく、分析お
よび除去ともに、炭種と元素の多様性への対応が十分でない。微
量元素分析では、上記を含め、データの信頼性に対する検証が
不十分である。複数の認証物質の使用、同一石炭に対する複数
の分析手段での比較、同一石炭に対する複数機関におけるデー
タのばらつきの検討等が望まれる。本プロジェクトの規模では微量
物質測定の標準化までは望めないが、それに資する成果となるこ
とを望む。
　除去技術として検討しているのは水銀のみであることもやむを得
ない状況は理解できる。物性の多様な石炭を使用し、一般的な適
用性を検証すべきである。水銀除去技術が単なる分離技術にす
ぎないとも取れるので、最終的に除去した水銀をどのように処分
するのかの検討も重要である。また、企業の警戒感など困難な面
もあるが、電気事業者との密接な連携を構築し、実機への適用試
験を行うことが望まれる。

　石炭中の微量元素に関する本研究は、現在までに得られている成果はやや断
片的なきらいがあり、また新規性という観点からも問題点が感じられるが、石炭の
環境調和型利用における最重要課題の一つである。微量元素測定に関して
は、炭種および元素の種類の拡大、同一石炭による複数分析法での比較およ
び複数機関での比較を通して、検証を進めるべきである。除去技術に関しては、
単なる分離・除去技術だけではなく、分離・除去から最終処分までのトータルシ
ステムとしての検討が重要である。また、可能であれば実機での検証試験が望ま
れる。
　微量元素測定の開発を縮小・中止して、水銀除去技術開発に資源を集中すべ
しという意見があることを念頭に置き、今後の残された期間内に以下に上げる項
目を確実に実施していただきたい。
(1) 微量元素の測定方法を評価でき、将来の標準化に資するまで確実に開発を
推進する。（石炭やフライアッシュ等について）
(2) 水銀除去に関しては、除去から処理までの技術を確立する見通しがつくまで
推進する。
(3) 微量元素測定方法の世界規模での比較。（文献調査）
(4) 微量元素全体の挙動に関する研究動向。（文献調査、世界ではどこまで開
発済みか）
(5) 微量元素全体の処理に関する研究動向。（文献調査、同上）

　その上で、水銀以外の微量元素除去物質の拡大およびゼロエミッション化まで
見据えたトータルプロセスの開発へプロジェクトを拡大・発展させる希望が多かっ

平成14年度中間評価／審議対象プロジェクトの総合評価一覧

　省エネ・環境保全に向けて燃料電池の高効率化開発は国の関
与により実施すべき重要なテーマであり、小・中規模分散電源とし
て次世代発電技術の用件を備えかつ高圧化による高性能化が見
込まれるMCFCを選択したことは妥当であり、その事業体制として
研究組合方式をとり、メーカーおよびユーザーが十分に連携を図
り実施できている点は評価できる。今回の1.2MPaMCFCは魅力的
で、それを達成する要素技術として、高性能モジュール開発に必
要なニッケル短絡抑制を含めた長寿命化や長時間安定性の実
証、高積層スタックの製作技術等でほぼ当初目標値を達成しつ
つある。
　商用化のためには、本プロジェクトで開発する300kW級発電シ
ステムをベースに起動停止、負荷変動、負荷遮断、メンテナンス
等の視点からの詳細な検討が今後必要である。また商業化へ向
けての民間への技術移転、受け皿となる民間企業での体制作り
が進められているが、他の発電技術や外国のMCFC開発戦略と
の比較、米国での企業化実績の検討等により、さらなる事業化に
ついて民間企業を中心に推進すべきである。

　初期の開発目標である火力代替大型電源への適用は、分散型電源の進歩や
電力自由化などの情勢変化の中で見直しが必要であり、中規模用の高性能モ
ジュールへの方向転換は理解できる。その意味からも現在の開発内容は基本的
には長寿命化、小型化を目指すものであって妥当である。また高性能モジュー
ルについては平成14年度以降重点的に取り組むことで良いが、運転検証で開
発の目処をつけた段階で民間に任せるのも一つの考え方である。より中大型クラ
スでの高効率化に絞り込んだ開発を進めるべきとの意見もある。
　商用化に向けての問題として、今後、第Ⅲ期の研究開発が終了する2005年以
降の製品化計画においてターゲットを明確にする必要がある。その中で300kW
級発電システムは実用化の至近距離にあり、コージェネ用電源としての製品化
が期待されるが、その場合競合技術との関係を十分議論した上で、固定費削減
を中心としたより詳細な経済性評価及び運用面における優位性を明らかにする
必要がある。
　最大の需要先である電力会社での採用見通しは2010年以降と思われる状況
や本プロジェクトでは既に既存技術による発電コストの２倍程度にまでの経済性
改善が認められることより、今回のMCFC第Ⅲ期開発をもって国プロとしての開
発は完了し、以降は民間での開発推進および競争原理にまかせることを提言す
る。

総合評価 今後の研究開発の方向性等に関する提言

溶融炭酸塩型燃料
電池発電技術開発
（中間評価）

期間
　2000～2004

当初予算額
　127億円

実績額（'00～'01)
　38億円

　高性能・高圧スタック技術開
発を行い、開発されたスタック
をショートスタックによる信頼性
評価により検証する。あわせて
加圧小型発電システムを開発
し、これらを集大成して750kW
級の高性能モジュールの開発
を行う。構成材料のリサイクル
技術の研究、実用化システム
の経済性評価と概念設計、内
部改質方式に関するシステム
の研究、石炭ガス化ガス利用
技術開発を行う。
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総合評価 今後の研究開発の方向性等に関する提言

　本プロジェクトは、新規な環境負荷低減技術として超臨界流体
を用いた新技術開発を目指したものである。基礎的研究をも含め
た中長期的な基盤的技術開発として位置付けられ、技術の体系
化にも重点を置いて進められている。国・NEDOの関与の必要性
等は明確であり、超臨界流体を用いた研究・技術開発は、日本が
先導的役割を果たせるよう進めるべきである。
　研究開発の項目・テーマは、超臨界流体利用技術の広範な応
用・波及の可能性を見通して設定されている。研究開発の目標
も、全体として、要素技術を体系化して基盤技術の確立を目指す
ものとなっており妥当である。本プロジェクトは、概ね目標どおり進
んでおり、総合的な新規プロセスに関する可能性、クローズドシス
テムとしての技術の方向についての目の付け所やそれに伴う基礎
研究、基盤技術の整備については高く評価できる。また、個別
テーマでも、「有機合成プロセス技術」および「基礎基盤技術の開
発」などにおいて有用で評価できる成果を上げている。
　しかし、新規プロセスとしては範囲が広く、画期的で大きな内容
と個別的で小さな課題が混在している。さらに、一部の個別テー
マについては国際的な研究・技術水準と比べて、選定の重要性、
達成目標水準等明確でない部分がある。実用化については今ま
で以上の検討が必要であろう。
　超臨界といっても水と炭酸ガスとメタノールではその性質と開発
の方向が相当に異なるので、その点への考慮が望まれる。全体と
して、分光学を駆使したミクロ物性とマクロ物性の関係や実際の反
応系への解明など、これまでの成果レベルは高く、国内外の学会
への影響力もあり、数値的に表せない2次的な波及効果も大きい
と評価できる。超臨界水中での各種プロセス技術の開発では、安
定的に操業できる安価な材質の開発が極めて重要であり、これら
に関する研究成果も期待する。要素技術に関する４つの研究班
間の、より一層の緊密な連携が必要であろう。

　本事業は、超臨界流体の特
性を利用することにより革新が
期待される有機合成プロセス
技術、材料プロセッシング技
術、エネルギー・物質変換技
術分野において幾つかの代表
的プロセスを設定し、それらプ
ロセスの開発を通して実用化
に資する共通基盤技術の構築
を行う。

　本プロジェクトは、全体としては産業基盤技術の強化に対する多大な貢献が期
待でき、この分野の研究開発で世界をリードするレベルと厚みを創り出していくこ
とが期待される。しかし研究・技術開発の内容については、以下の点で検討が必
要である。
　材料プロセッシング技術および、超臨界水を用いるエネルギー・物質変換技術
については、従来技術との差別を意識して、実用化を見据えた共通基盤技術構
築の観点からの研究の展開が望ましい。
　基礎基盤技術開発にもっと勢力をかけ、他グループとさらに密な連携体制をと
ると良い。非常に基礎的な分野では、プロジェクト外の研究グループが様々な高
水準の研究成果を出している。こうした成果を如何に取り入れ、実用化するため
の橋渡し的役割の中に如何に取り込むかを具体的に考えるべきである。
　有機合成、材料プロセッシング、エネルギー・物質転換技術の3分野でのそれ
ぞれの成果については、実用化への距離、規模、開発の展開動向に濃淡があり
すぎるように見受けられるので、良く検討されることを望む。

　事業開始時点に比べ、本技術開発はますます重要性を帯びてきている。実用
化に向けた研究開発を加速するために、基礎的な研究で得られた知見を圧入
試験にフィードバックし、各要素技術間の連携をより緊密にしていく必要がある。
　また、社会的受容性という視点に立つと、システム総合研究で二酸化炭素貯留
の潜在的な貯留能力や環境評価などを総合的に、説得力を持つ形で出せるよう
に研究内容を工夫するとともに、本事業の公開のあり方について積極的な検討
を行い、社会的な啓蒙を適切に行ってほしい。
　一方、本技術の事業性を検討する際には、誰がコストを負担するのかということ
だけでなく、炭素税など温暖化ガス関連制度がどうなるのかといったことが大きく
影響する。すなわち枠組みが決まらない限り、コスト目標などが定まらない性質
のものと思われるが、開発のリードタイムなどを考えると、当面の目標を設定した
上で取り組みを進めざるを得ないのが現状であり、今後の本技術を取り巻く条件
の推移によって、コスト目標等の計画の見直しも視野に入れる必要があると思わ
れる。
　さらに、二酸化炭素問題の社会的重要性と緊急度を勘案すると、予算規模や
研究者・技術者をさらに拡充していくべきである。

　二酸化炭素地中貯留技術は、それが実用化された場合、大量
の二酸化炭素を高速で、一括処理できる影響範囲の大きな技術
であるが、公共性の強さ、開発リスクの高さ、市場原理の働きにく
さ等を考慮すれば、今後ともＮＥＤＯの事業として積極的に推進し
ていく必要がある。
　一方、本技術開発の成果については、達成度の指標、シミュ
レーションの方向性明確化など多少の改善すべき点は見受けら
れるものの、ほぼ妥当な結果が得られていると判断できる。
　また、本技術開発のコアとなる技術は、既存の実証済み技術か
らの転用が可能であり、実用化に向けての技術的ハードルはそれ
ほど高くない。実用化へのバリアは「社会的受容性」である。安全
性評価に基づく社会的理解や社会的合意が得られるような導入
シナリオを明らかにし、啓蒙活動のあり方を踏まえた積極的な情
報開示により、本技術の必要性、安全性等をアピールする必要が
ある。
　地球環境問題はもはや一国で解決できる問題ではなく、人類共
通の課題であるという認識の下、世界で進められている地球温暖
化対策技術開発に関する情報交換をより密接に行い、緊急かつ
より効果的な取り組みを進めるべきである。

二酸化炭素地中貯
留技術開発
（中間評価）

期間
　2000～2004

当初予算額
　40億円

実績額（'00～'01)
　12億円

　大規模発生源から分離・回
収した二酸化炭素を地中帯水
層に長期に安定的かつ安全
に貯留する技術を確立するた
めの研究開発を行う。

超臨界流体利用環
境負荷低減技術開
発
（中間評価）

期間
　2000～2004

当初予算額
（'00～'01)
　23億円

実績額（'00～'01)
　23億円
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総合評価 今後の研究開発の方向性等に関する提言

光学的血糖値測定
システムを応用した
埋込み型インスリン
注入システム
（中間評価）

期間
2000～2004

当初予算額
　6億円

実績額（'00～'01)
　2億円

　連続的に測定された血糖値
をもとにClosed Loop制御でイ
ンスリンを門脈に注入すること
で、厳格な血糖値管理を行い
うる体内埋込み型人工膵臓の
実現をめざし、非観血的、非
侵襲で即時測定を連続的に
可能にする光学的血糖値測
定システム、および、生体適合
機能を有し、糖尿病患者の体
内で長期的に安定動作する体
内埋込み型インスリン注入シス
テムを開発する。

　光学的血糖値測定システム開発に重点化したNEDOの方針は正しいといえる
が、臨床応用可能なレベルの精度の実現と共に携帯可能かどうかを早急に見極
めることが必要である。
　今後のプロジェクトの方向性としては臨床応用性の観点から
　・入力系（光学的血糖測定）と出力系（インスリンポンプ）に分けて、それぞれの
臨床目的に適った研究開発
　・各要素技術を洗練し、クローズドループでなく患者本人が介在する間欠的血
糖値制御システムの開発
　・体外携帯型人工膵臓システムの開発
といった計画見直しを提言する。
　なお、臨床応用に耐えるには、安全性、信頼性、安定性、日常生活に不自由
のないことが絶対条件であり、そのためインスリン注入経路として中心静脈などの
より現実的な経路を検討することや全体システムの運用イメージを明確化して技
術的可能性を整理する必要がある。
　また効率的な開発を進めるため、各要素技術の積極的な連携やインスリンメー
カなど他種のメーカの参画を求めることも検討していただきたい。
 �

　高集積化された大規模なシ
ステムオンチップの設計生産
性を飛躍的に向上させ、チッ
プ開発期間を短縮するための
先端設計技術の開発を行う。
システムオンチップの設計にＶ
コア（Virtual Core）の概念を導
入する事により設計の最上流
領域における再利用設計技術
を確立するとともに、最上流領
域の設計自動化を進めるため
の技術を研究開発する。

　本プロジェクトは世界的にも例を見ない先進的なものであり、か
つ患者にとって意義深いにも関わらず国として投資が不十分な分
野であることからＮＥＤＯによる推進は妥当といえる。また従来不
十分であった非観血的血糖値測定精度向上にある程度目途が
得られたことやシステム化を前提にしたカテーテルやインスリン注
入ポンプにも技術的な進展が見られることは評価できる。
　ただし、臨床応用に向けては
　・血糖値測定範囲や目標精度の見直し及び精度向上と長期安
定性確認
　・血糖値センサやポンプ系の小型化、耐久性・安全性の確立
　・安全性の視点からのインスリン投与経路の再検討
　・血糖値管理アルゴリズムの確立
などの技術的課題を解決すると共に臨床データを十分蓄積する
こと及び早期実用化のためには体外式システムの検討も視野に
入れる必要がある。

　Vコアを利用した設計手法と、それによる設計生産性の向上が期待できること
が明確になりつつあり、今後の研究成果も十分期待できると考えられるため、積
極的に次段階の研究を進めるべきである。次世代設計のあるべき姿だけではな
く、あるべき姿に至るまでの過程を明確に定義することと、利用者が段階的に移
行できるようにするための技術開発が必要である。
　VCDSユーザーとしての半導体メーカー、機器メーカー、設計ベンチャーの各
システムLSI設計者に分けてVCDS仕様をまとめ、問題点の整理を行い、VCDS
開発にフィードバックできる体制の構築も必要である。さらに、アナログ機能に対
する取り組みにも力を入れていただきたい。
　これまで、日本発のEDA技術が広く使われた実績は少ないが、この分野で世
界をリードするような意気込みで、新しい成功モデルを作り上げるべく努力しても
らいたい。
　また、システムLSI設計が一つの産業となるような展開を期待する。さらに、今後
のプランニングに関し、外部の専門家による詳細な技術評価とディスカッションを
定期的に行うことが、飛躍的な研究成果の増大につながると考える。

　設計生産性の向上率が、プロセスの微細化によるＳＯＣ規模の
増加率に追いつかず、そのギャップが年々増加すると予想されて
おり、このギャップは従来のＥＤＡ技術の延長だけでは埋めること
が出来ないと考えられる。
　我国の半導体産業はメモリー事業からシステムＬＳＩ事業へ転換
しつつあるが、ＬＳＩ設計手法という分野は競争が激化している。
　このような中で、設計生産性危機を回避すべく、より上位階層の
設計支援環境、技術を開発しつつあり、新しい設計手法を構成す
る様々な要素を計画通り開発した意義は大きく、評価できる。
　抽象度を上げたＶコアというアイデアは、将来へ向けての設計手
法の転換を狙っていることにおいて、その方向性は正しいと考え
られる。
　世界標準のシステムとなりうるかどうかが問題であり、成果を電子
産業全体に波及させるためには、国内において半導体メーカだ
けでなく、機器メーカやソフトウエア・メーカなど広い協力体制を作
る必要がある。　さらに、半導体設計者とEDA技術者との密接な連
携が必要である。
　また、開発された技術が実用に供せられるためには、現在使わ
れている手法から段階的に新技術に移行できるようなメカニズム
を考えることも、今後必要であろう。
　さらに、Vコアベース設計システム（VCDS）、Ｖコアデータベース
の公開すべき部分と非公開部分の切り分けについても今後検討
を進めるべきであろう。

システムオンチップ
先端設計技術の研
究開発（情報化）
（中間評価）

期間
2000～2004

当初予算額
　62億円

実績額（'00～'01)
　14億円

プログラム方式二酸
化炭素固定化技術
開発
（中間評価）

期間
　1999～2003

当初予算額
　9億円

実績額（'00～'01)
　5億円

広範に行われる、二酸化炭素
固定化・有効利用技術開発に
関して、テーマ探索調査に基
づいて次々に提案されてくる
研究開発テーマについて、順
次３～５年程度を目途に、研
究開発目標（この場合は二酸
化炭素固定化・有効利用）達
成に資する基盤技術の探索、
フィジビリティーの確認を行う。
この確認の結果、さらに実現
可能性が高いと判断されるも
のは、次のステップとしてパイ
ロットプラントまでも念頭にお
いたプロジェクト化の検討を行
う。

　将来可能性の見込まれる技術選択肢を探索していくため、比較
的小規模な予算で短期のサブプロジェクトを設定して効率的に展
開する点は評価できる。また、植林、バイテク並びに化学的固定・
変換を機軸としたサブプロジェクトによる技術基盤を確立しようと
する点も一般的に受け入れられよう。
　ただし、「プログラム方式」が短期（といっても５年は結構長い）の
シーズ作りの基礎研究というだけでは中長期の見通しとシナリオ
が不明確になり易い。また、成果は、全般的に当初から予想され
た結果の範囲内であり、着実な進歩は見られても画期的な新発
見はなされていない。これはプロジェクト決定時の基本方針が十
分でなく、全体的な目標設定や個々の技術開発の評価の方針が
未だ手さぐりの状況であることに由来する。さらに、上記サブプロ
ジェクトを機軸とした妥当性を明確にすべきであったが、今回の３
件がすべて妥当とは判断し難い。例えば、化学的固定・変換技術
は電気化学的固定化技術を採用しているが、最も基本的なエネ
ルギー面での社会に受け入れられる経済的条件に関する考察が
不十分で、研究開発の正当性そのものが崩壊しかねない。バイテ
クでの生物を利用した技術開発の場合、遺伝子組み換え生物の
利用が安易に考えられており、生物が自然界に流出した場合の
危険性についての事前の検討が必要不可欠となる。研究方針の
再検討、あるいは方向性を変える必要のあるサブプロジェクトが見
受けられるので、実用化に向けた基本的方針を再策定し、研究期
間以内にFSの提示が出来るよう推進すべきである。

　技術シーズの理論的効果と制約、問題解決への期待効果、産業技術として成
立するための経済的・制度的条件等を検討して技術シーズを抽出後、さらに研
究資金の投入基準を明確化して投入するという「長期的視点に立脚した基礎技
術研究の推進方針」を早急に策定する事を望む。それに基づいて技術シーズを
絞り込み、個別の基礎研究技術の研究マネジメントの方向を明確化し、トータル
システムの中での位置付けに意義があるものに優先して研究費の配分の強弱を
つけるべきである。評価対象となった「植林」、「バイテク」、「化学的手法」の３つ
の分野での各サブテーマの内、「植林」は継続、「バイテク」は要素技術の整理ま
で継続、電気化学的アプローチの「化学的手法」は継続するにしても基本方針
の再検討が要求される。少なくとも社会的に受け入れられる基本方針を明確化
し、研究期間内での実用化へ向けてのFSの提示は必要である。


