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制度名 産業科学技術研究開発制度 事業名 超臨界流体利用環境負荷低減技術研究開発 

事業の概要 
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。 

１．国の関与の必要性・
制度への適合性 

次世代産業技術として基盤的・中核的な役割が期待できる共通基盤技術の構築は非市場事業であ
り、国として推進すべきテーマであることは勿論、超臨界流体中での未知現象の発見と解明から
実用化までを視野に入れ、汎用性・波及性の高い共通基盤技術を構築しようとする事業は世界に
おいても類がなく、わが国の産業競争力の強化等に大きく寄与するものである。 

２．事業の背景・目的・
位置付け 

水や CO２の超臨界場における種々 の現象を用いることにより、製造工程の短縮と生産性の向上、
有機溶媒や酸、アルカリ等の薬剤の大幅な削減、廃棄物や未利用資源の有効利用等、省エネルギ
ー、省資源、環境負荷低減が期待される。 
本事業は科学的成果と産業技術を融合し、シーズとニーズを有機的に結びつけることにより実用
化を加速し、真に汎用性・波及性の高い共通基盤技術の構築を目的とし、次世代産業プロセスの
開発拠点形成の重要な核の一つとして位置付けられる。 

３．事業の目標 超臨界流体中での未知現象の発見・解明・実用化を支援しうる共通基盤技術の構築。 

４．事業の計画内容 
  （単位：百万円） 

H12fy H13fy 
H14fy 
 

H15fy 
（未定） 

H16fy 
（未定） 

総額 
（５年間） 

石特（補助or継続） 985 1,300 1,300    

総予算額（計） 985 1,300 1,300    

省内担当原課 
産業技術環境局研究開発課 
製造産業局化学課 

運営機関 新エネルギー・産業技術総合開発機構 
NEDO委託先 (財)化学技術戦略推進機構 

研究開発体制 
参加法人研究所
及び共同研究
先、及び再委託
先 

独立行政法人産業技術総合研究所（東北センター、筑波センター）、（財）
高温高圧流体研究所、東北大学、東京大学、東京工業大学、静岡大学、九州
大学、近畿大学九州、新日鉄化学㈱、㈱東芝、日機装㈱、㈱日本触媒、㈱日
本製鋼所、三井化学㈱、三菱マテリアル㈱、日本酸素㈱ 

５. 実用化、事業化の見
通し 

本事業に係わるテーマから本事業終了後５年以内に１～３件、種々 の産業分野での波及効果を
含めて10年以内には多数の実用化、事業化が期待される。 

６．今後の展開 

個別テーマの目標達成度を常時、評価・判断し、必要であれば個別テーマを見直す。本事業内で
のシーズの創生をさらに活発化し、ニーズを踏まえた上でブレークスルーすべき技術課題と有機
的に結びつけた研究・開発を推進する。得られた結果と超臨界流体の特性との関係を解明し、超
臨界流体の特性を最大限に発揮しうる温度･圧力制御技術、要素･システム技術を確立し、共通基
盤技術の体系化を行い、その成果を随時公開する。 

７．中間・事後評価 中間評価（なし） 

８．研究開発成果 特許（出願）数：２７、論文数：７７、口頭発表：１５６、新聞発表数：１２                                         
基本計画の変更 なし 
変更内容  ９．情勢変化への対応 

評価履歴 なし 

10.今後の事業の方向性 実用化の見通しがついた研究に関しては、企業内開発あるいは実用化補助事業等に随時移行する。 

作成日 平成１４年 ３月 １日 
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「超臨界流体利用環境負荷低減技術研究開発」 
（中間評価）評価概要（案） 

 

１．プロジェクト全体に関する評価 
１．１ 総論 
１）総合評価 

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。 

 

２）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、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
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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。 
 
１．２ 各論 
１）事業の目的・政策的位置付けについて 
このプロジェクトの目的である超臨界流体利用技術開発は、国の重要な政策であ

る省資源、省エネルギー、環境負荷低減技術の開発につながる可能性が高く、十分

妥当なものである。しかし、まったくの新規プロセスであるために実用化への距離

が長いものが多く、民間の活動のみでは実現が困難であり、我が国のこの分野にお

ける国際競争力を保つためにも国の関与が必要である。とくに、超臨界水の環境溶

媒としての重要性に鑑み、ナショナルプロジェクトとしての責任から、日本が先導

的役割を担うべく、是非進めるべきである。 
幅広い分野での利用が期待される共通基盤技術を確立することを事業目的とし

ている点は良い。しかし、現実に行われている研究・開発の中には、共通要素とし

てまとめるのが困難なものがみられる。基礎基盤技術との連携を一層図る他、テー

マの見直し、変更を検討する必要があると思われる。 
分野により、開発中に発見した新規現象あるいは新規アイデアの発表や報告の量

にばらつきがある。超臨界流体として二酸化炭素、水、メタノールに限定せず、少

量の有機溶媒との超臨界混合溶媒に範囲を拡大してもよいのではないか。有機化合

物の溶解度が上がり可能性は著しく拡大すると予想できる。また、経済性評価の際、

従来の経済性の指標だけでなく、環境経済からの視点も必要である。 

 
２）研究開発のマネジメントについて 
本プロジェクトの主たる目的は、基盤的プロセス技術の確立にあるため、初期段

階における可能性あるいは基本的な原理の解明・基本的なプロセス設計のための最

適条件探索などの目標についてはおおむね妥当である。研究開発実施者の選定に関

しては、超臨界流体の研究分野では国内でトップクラスの研究機関が選定されてい

る。1.5 年の経過で、十分な判断はできないが、計画と比較した達成度はおおむね

良好と思われる。全体の企画・運営の指導・統括に関わる業務委員会と総合調査研

究委員会、実施面での運営・管理に関わるグループごとの分科会と研究プロジェク

ト推進ＷＧなどの事業体制の構成は妥当である。しかし、事業体制要素相互の関係

やそれによる事業の進め方についてはよく理解できない点もある。 
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本プロジェクトの目的の一つである実用化に関しては、それに向けてのシナリオ

が見えにくい技術分野もみられる。特に実用化に大きな役割を有する企業サイドの

研究開発と本プロジェクトとの関連がよくわからない。 

産総研・大学などの基盤技術開発の体制は妥当であるが、他班との連携、特に第

1班と 4班、2班と 4班の連携は重要である。 

各領域での開発に関する自己評価が徹底していない。まずかった点・失敗したあ

るいは改革すべき点と改革・改良した点などの報告があまり見られない。 

 
３）研究開発成果について 
2 年弱の間の成果として、ある程度の目標達成は評価できる。学術的な成果につ

いてはグループ（班）間でばらつきがあるが概ね十分に成果が出ている。グループ

間で差異があるが学会発表、論文発表などについては概ね十分である。超臨界水中

の有機合成プロセスに関する研究では、非常に優れた世界的レベルの成果が上げら

れている。装置材料の腐食のデータベースや、高圧酸素等のガス供給に関わる安全

性等の工学基盤技術開発は、産業界に及ぼす波及効果が大きい。本プロジェクトは、

関連分野の国際的な先端研究開発を牽引する役割を果たしていると評価できる。今

後、一層の成果発表・情報発信の増加を期待する。 

本プロジェクトの開始時点で、ニーズに基づいて新たにスタートした研究テーマ

「材料プロセッシング」や「エネルギー・物質変換プロセス」については研究期間

が短いため十分な論文成果が得られていないが、論文成果として発表できる素地は

できている。また、全体として特許申請はあまりないようであるが、もっと申請で

きるような技術開発が望まれる。現時点でのコストダウンを図る段階のテーマは少

ないが、それを推進するために反応速度を高め、効率化を図る目標設定も必要であ

る。プラント開発のための流体力学や材料力学、破壊力学などの要素技術が今後必

要であると考えられる。装置・プロセス条件の構築方法、in situ の測定法・生成

物同定法およびプロセス条件・反応挙動の評価法を含め、今後一層技術標準化に注

力することを期待したい。研究開発成果の利用・適用の促進、シーズ・ニーズ両面

でのアイデアの取り込み、成果情報の効果的な普及・広報、基盤技術データの知的

資産共有化のため、プロジェクトホームページ(WEB サイト)を構築し、情報発信、

情報交流していくことを提言する。 

期間が短いため、派生技術や新規発見技術はまだ少ないものの、開発の場合には

派生技術が本来の目的を凌駕することが多く、また新規商品は派生技術の中に重要

なものがあるのでリーダーは新規現象に目を配らねばならない。世界最高水準の成

果もいくつか出ているが、基礎分野であり、実用性、実現性にはまだ多くの問題が

ある。こうした成果を実用化にむけた視点でとらえる必要がある。 

 

４）実用化、事業化の見通しについて 
産業化の可能性については、基本的な見通しについて明確に表現されている。波
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及効果では、方法としての新規性と展開については無数の応用が考えられ、成果の

公表によって数多くの新規起業の可能性があり得る。事業化までのシナリオでは、

基盤技術までのシナリオは十分に描かれている。 
将来的に実用化に向かうと思われるシーズは生まれてきている。共通基礎基盤技

術の確立やデータベースの構築などの地味な成果が今後波及効果を生み、実用化す

る場合においても重要な指針を与えるだろうと予想している。 
基盤技術までの充実がこの中間評価の重点であり、その点は評価できる。しかし、

全体として実用化に向けてのシナリオ作りが遅れている。それを今後できるだけ早

く構築すべきであろう。 
今後は、テーマを絞って集中的に実用化研究を進めるべきと考える。もちろん、

平行して共通基礎基盤技術の確立やシーズ的研究も進め、相互補完的な効果が生ま

れるようにすべきであろう。 
微粒子・薄膜等の機能性材料、廃棄物・未利用資源・エネルギー回収に関わるテ

ーマなどは、ニーズ強度のみでなく技術・プロセスの適用上の制約条件、利用上の

仕様限定があることが多いので、具体的な事業想定と、適用条件の実現化可能性の

確認が必要である。 
実用化に近いと想定されるプロセスについて、コスト試算を含めた適用・設計条

件の概要を先行的事業モデルとして提示すれば、企業等による当該分野への早期開

発参入を促進できると考える。最終段階ではこのようなプロジェクト展開にも期待

したい。 
難しい研究分野であるため実用化にはまだ多くの課題がある。しかし、本プロジ

ェクトが目指す環境低負荷の技術は、ナショナルプロジェクトとして長期的ビジョ

ンに立って進めるべきである。



 

 

要素技術に関する評価 

 

 
 

 成果に対する評価 実用化の見通しに関する評価 今後の研究開発の方向性等に関する提言 

有機合成プロセス技

術 

 

要素技術からみた成果は、それぞれ目標値を達成し

ている。成果は国際水準以上であろう。論文および特

許申請も順調である。二酸化炭素・メタノールについ

ては反応の選択性と同時に速度論的な内容から反応機

構およびプラント化の好適条件を押さえるという共通

基盤的な成果はよく進んでいる。ただし、目標として、

高収率、高選択性、高速を謳っている。高収率、高選

択性は実現できているものがあるが、反応速度に関し

ての目標値を設定すべきものと考える。 

超臨界水による低環境負荷型の無触媒プロセスは、

超臨界水の基礎的な物性研究から酸あるいは塩基触媒

機能を見出し、それを合成プロセス技術に巧みに応用

している点が高く評価でき、新たな技術領域を拓く可

能性大である。実用化の側面からは、極度に有価性の

高い物質変換をターゲットにし、このプロジェクト完

了時には大きな可能性を明示する方が望ましいと思わ

れる。超臨界水反応場での水和反応では、実用化可能

性のある反応系の探索・絞込みを行い、加えて反応収

率、反応制御要因等についての基礎的データの取得を

加速する必要がある。 

二酸化炭素・メタノールプロセスでは、どれもがコ

ストを焦点にしたものであって、超臨界溶液でなけれ

ば合成が不可能であると言う内容を含んでいるわけで

はない。超臨界流体を用いる特徴の本質を明確にして

欲しい。2,6-ジメチルナフタレン（2,6-DMN）の製造に

関しては、2,7-DMN との分離が容易ではないため尚一

層の収率および選択性の改善が期待される。 

開発中のプロセスに対する企業の関心、開発参

入・実用化に対するニーズに対する感度を高め、

企業サイドの参入ネックの把握とそのブレークス

ルー課題の検討を進める必要がある。 

超臨界水は基礎的なデータがあまりに不足して

おり、実用化のためには今後解決すべき問題点が

多い。 

二酸化炭素・メタノールについては反応がマイ

ルドな点や溶媒が無毒かつ廉価・腐食性が低いこ

となどから、また収率や選択性が高いという側面

からも、実用化の見通しは比較的高いといえる。

環状エステルや 2,6-ジメチルナフタレンの合成は

将来の実用化の核となるものと思われる。 

要素基盤技術としてはできるだけ共通的な内容

であることが望ましい。「超臨界流体に適する触媒

とは何か」の視点で基盤技術としてまとめるため、

CO2 およびメタノールの反応はそれを意識して研

究を進めるべきと思う。 

実施者側で掲げている、実用化開発段階への円滑な移行

をめざしたプロセス構築の推進の方針、研究開発の展開の

方向性は妥当である。実用化の可能性のある反応系など

は、実用化を視野に入れて研究をスタートすべきである。 

超臨界水は温度圧力などを勘案すれば、連続式のチュー

ブリアクターとせざるを得ないので特に反応を伴った熱

と物質の流れを把握しなければならず、混相流などの流体

力学からのアプローチも必要である。超臨界水を酸あるい

は塩基触媒とする反応は興味深くもっときちんと研究を

進めるべきである。 

メタノール系では、超臨界メタノールとそうでないメタ

ノールの比較をもっときちんと行うべきである(同じ触媒

系で)。 ７
 



 

 

 

要素技術に関する評価 

 

 成果に対する評価 実用化の見通しに関する評価 今後の研究開発の方向性等に関する提言 

材料プロセッシング

技術 

初期の設定目標に対する到達度はクリアしている。

以前より行われている超臨界水反応場を利用した無

機微粒子の合成以外のテーマについては、特許あるい

は論文発表もまだ少ない。 

超臨界流体技術によって新製品ができればすばら

しいが、従来技術に比べ、より低環境負荷、高品質、

低コストな新しいプロセスを開発することに意義が

ある。開発ターゲットの明確化のために、技術利用サ

イドにおける製品ニーズおよび要求材料スペックと

開発シーズとのマッチング検討が重要である。 

超微細発泡成形技術が開発できれば、プラスチック

産業界に及ぼす波及効果は大きい。 

超臨界二酸化炭素中での金属アルコキシドの噴射

による新規パターニング技術を開発したことは評価

できる。 

熱可塑性高分子の発泡成形技術は様々な分野で

実用化が期待され、実用化に向けた要素技術は評

価できる。 

本分野の中のテーマである無機/有機高分子複

合化技術については、実用化をめざす機能の明確

化を一層はかる必要がある。 

既存技術の問題点と超臨界法の優位点を前面に

押し出せるような新規性の明確化を図り、関連特

許調査に注力する必要がある。 

微細発泡技術と製膜技術の開発が完成すれば波及効果

は大きいと思われる。集中的に研究を行うべきであろう。

前者は装置開発が重点課題となるため、民間企業を積極的

に活用することを望む。二酸化炭素を利用した高分子微細

発泡成形については、要素技術について成果を出してお

り、実プラントへの展開を一刻も早く急ぐべきである。 

超臨界流体を使う材料創成法としてアピールするため

にはどんな課題を設定したらいいのか、もう一度精査し、

ニーズを明確にし、新たな課題づくりをすべきである。 
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要素技術に関する評価 

 

 成果に対する評価 実用化の見通しに関する評価 今後の研究開発の方向性等に関する提言 

エネルギー・物質変

換技術 

工業化のためには反応モデル開発が必要である。現

在有効なモデルがないので、in situ での観察にもと

づいた単一の炭素球との反応モデルは反応過程解析

に不可欠である。腐食の問題は、還元性雰囲気でのデ

ータはまだ少なく、若干の成果とみることができる。 

 全体を通して、残念ながら論文発表はなく、また特

に特許申請がゼロであるのは問題である。特許出願を

積極的に行い、権利化すべきである。 

超臨界水中での反応のメカニズムについての in 

situ での観察装置とそれによる観察、モデル式との整

合性など、見るべきものがある。しかし、実際のエネ

ルギー回収は、超臨界条件下でパイプ内にスラリーを

輸送し、かつこの中に空気を圧入する方法をとるわけ

であるから、チューブリアクター内での熱と物の流れ

を詳細に検討する必要がある。 

材料腐食対応技術、高圧下でのスラリー供給技

術等は、工学基盤技術として実用化の可能性が大

きい。 

また、国の石油資源対応政策、石油製品サプラ

イヤーの需給戦略・価格戦略の影響も受け、プロ

セス構築の技術的見通しが立っても、単純な市場

性で実用化が進むとは限らない。国の関与・支援

のあり方も含め、戦略的事業として取り組める力

をもったユーザーと連携して開発を長期に継続す

ることが重要である。 

プラスチック廃棄物の化学リサイクルプロセス

は、その優位性を確認しつつ、実用化への道筋を

構築していく必要がある 

本プロジェクトはいずれも大量物質を対象とし

ているので、高温・高圧の超臨界条件でも容易に

腐食されないような材料の開発が急務であろう。 

循環型社会への転換は、わが国社会が持続的・安定的な

活動を維持していくために欠くことのできない国家的な

課題であり、未利用資源未利用廃棄物のリサイクル化を可

能なものから着実に実現していく必要がある。本研究項目

の対象プロセスは、早期に企業での実用化開発に展開する

ことが難しいものも多いが、長期的な視点で研究開発を持

続させ、導入ニーズと開発熟度のタイミングが合った時期

には速やかに実用化を実現できるように基盤技術を体系

的に確立しておくべきである。 
一部のテーマは、まだ現象解明、技術課題明確化といっ

た基礎研究型に近いフェーズにあり、現実の処理系・リサ

イクル系に適用する際想定される問題がクリアに技術開

発課題につながっていないので、この面は今後改善が必要

である。 

超臨界水プロセスは、廃棄物処理、エネルギー抽出、処

理液・排ガスの有効利用の連結技術として成立してはじめ

て本格的な実用化技術となり得る。この原理に立ったプロ

セスの構築が必要ではないだろうか。プラスチック系転

換、重質油の軽質化とならべた課題は、SCWO と有機的な

連携を取ることを提案する。 
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 成果に対する評価 実用化の見通しに関する評価 今後の研究開発の方向性等に関する提言 

基礎基盤技術の開発 計画の達成度、進捗状況ともに問題はなく、全ての

グループの中で際立って良い成果をあげていると判

断できる。ミクロ特性に関しては構造解析ばかりでな

く反応過程をも in- situ で直接観察と測定ができる

画期的な内容をもつもので、この分野でのパイオニア

的なものであると判断できる。マクロ特性については

超臨界二酸化炭素については地味な基礎資料を精力

的に集積し、他のグループ（班）への重要なデータを

提供しつつある。 

高圧ガス安全技術に関する研究手法・測定手法の確

立に関しては、NEDO ならではのプロジェクトであり評

価できる。 

物性データはもっと多くのデータを取り、精度など

を明らかにし、困難とは考えられるがシミュレーショ

ンを含む物性の推算や計算も行うべきである。 

内圧のかかる金属厚肉円筒の温度に関する応力―

歪についてのデータなどの材料評価は、超臨界水領域

ではほとんどデータがないので、安全設計上問題があ

り、データ集積が望まれる。 

第 1班の均一触媒設計・開発では触媒の溶解度も重

要な因子の一つである。さらに、本班の課題は他班へ

の寄与という意味を有しており、他班との緊密な連携

が大きな成果を生むと考えられる。 

超臨界流体のミクロ物性、マクロ物性の研究法の確

立および特性の解明においては、本プロジェクトに参

加していない大学や研究機関で独自に数多くの研究

が行なわれている。 

得られた成果は早期に公表し、共有化できる仕組み

の構築が望まれる。 

物性は要素技術としてではなくそれらを支える

基盤データであり、実用化にあたっては絶対に必

要なデータである。高圧の酸素の問題はどこにも

データがなくぜひ実用化に向けて測定すべきデー

タである。 

In situ での解析装置の開発は、機器分析メーカ

ーとタイアップすることにより、新規商品となる

可能性を有している。 

他の 3 つのグループ(班)で必要な物性データを

取るような連携が必要である。高温高圧水を用い

た物質転換技術は、未来の重要な課題になる可能

性を秘めており、特許などの取得も考慮に入れて

おく必要がある。 

本プロジェクトの成果のみでデータベースを作

るのか、それとも、世界中で発表されるデータを

網羅する計画なのか、明確にして着手すべきであ

る。データの信頼性へのチェック機能を検討すべ

きである。 

当初の目標・計画に沿って、現在の進め方を継続して、

基盤技術の体系化、データベース化に向けて研究開発を進

めるという実施側の方向性は妥当である。プロジェクトの

最終段階では、利用・参照利便性の高いデータベースが情

報共有化システム上に実現されることを期待する。高温高

圧ガスの供給・操作の安全性を確保する装置・システムに

ついても、現実の利用を想定してより信頼性と実用性を高

めたシステムの開発へと展開しようとする実施側の方向

性は妥当である。その他のグループ(班)との有機的な連携

がもっと必要である。 

課題としては以下があげられる。 

ミクロ特性では、測定の機器開発に特徴があり、新規測

定原理や技術開発のこの方向は維持して欲しい。マクロ特

性では、測定装置の開発を伴った実データによるデータべ

ース化の方向を堅持して欲しい。超臨界流体は、その対象

はあまりに広いので、当面は本プロジェクト内の他グルー

プ(班)の対象課題に限定して、データを提供すべきである 

なお、困難とは考えられるが新たな混合系の開発もぜひ

挑戦してほしい。 

材料の腐食・損傷についてのデータベース作りは貴重で

あり、ぜひ進めるべきであると考えるが、利用者側にたっ

た使いやすいデータベースとすることが肝要である。 
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（注）Ａ＝３，Ｂ＝２，Ｃ＝１，Ｄ＝０として事務局が数値に換算。 

 

評価項目 平均値 素点（注） 

１．事業の目的・政策的位置付けについて 
 

2.7 A A A A A B B 

２．研究開発マネジメントについて 
 

2.0 B B B B B B B 

３．研究開発成果について 
 

2.0 A B B B B B C 

４．実用化・事業化の見通しについて 
 

1.0 B C C C C C D 

 


