
整理
番号 ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ名 プロジェクトの概要 備考

　本事業は、省エネルギー達成を目的としていること、ガラス産業界全
体に波及する研究開発であることから、政策および社会ニーズと合致
している。
　研究開発段階では、研究推進委員会などからの提言により、研究
方針や方法の見直しがなされており、マネイジメント手法は評　価でき
る。
　最終成果として、新しい計測技術を開発し、高温ガラス融液の流速
データを取得したことは、世界でも初めてのケースであり、事業全体
の目標は概ね達成しているが、微小重力施設を使用して行った熱物
性計測に関しては、目標の達成度が低い。
実用化や事業化に関しては、基礎的研究に重点が置かれていたた
め、実現までには多少の時間を要することは否めないものの、商業炉
への展開など、各開発技術の実用性は高い。
　以上のことから、本事業は、的確なマネイジメントにより所期の目標
を達成した。ガラス業界全体のレベルアップを図るため、実用化を視
野に入れた研究が継続されることを期待する。

「微小重力環
境を利用した
燃料多様化対
応燃焼技術の
研究開発」

期間：1999-
2001年
総額：7億円

　近年の卸売り電力の自由化、大規
模電源の立地難、電気料金の低減化
要請等に伴い、各産業や地域に特色
のある多様かつ安価な燃料による地
域分散型エネルギー供給が、今後増
大していくことが見込まれる。地域分
散型エネルギー供給のための多様な
燃料に適合した燃焼条件の把握、燃
焼設備の最適設計手法の確立等によ
り、CO2 、NOx等の環境負荷物質の
低減化にも留意しつつ、更なる有用資
源の活用を図る基盤的燃焼技術を開
発する。

　エネルギー問題と環境負荷低減に対応する燃料多様化燃焼技術
の開発は、国の政策にかなった妥当なものであり、運営を含む事業
体制も評価できる。
　微小重力環境を利用して未利用燃料の燃焼基礎データが精力的
に収集され、世界的に注目されうる成果が得られた。また、応用技術
としてガスタービン燃焼器も平行して開発され成果を修めている。燃
焼モデルや燃焼特性の予測等は目標にいたっていない部分もあった
が、全体としては当初の目的をほぼ達成している。基礎データと利用
技術の開発が行われたことにより産業技術基盤が作られたと考えら
れ、実用化の見通しは明るい。
　基礎データと応用技術の間の結びつきが若干不十分であるように
思われ、この基礎データがガスタービン燃焼器の開発にどの程度寄
与したかについては必ずしも肯定的ではない面があるが、微小重力
場で得られている高い研究成果から、長期的には今後のこれらの基
礎データが実用に活かされることが期待できる。

　今後のエネルギー事情やガスタービンの需要拡大等より、本プロ
ジェクトの目的は今後更に国内、国外を含め重要性が増大すると考
えられる。今後も基礎と応用を組み合わせた燃料多様化燃焼技術の
研究開発を継続するための国の支援が望まれる。その際、研究開発
の効率化のため、適用機種をある程度視野に入れた研究テーマの細
分化と体系化、更に多くの研究者（大学）、企業、研究所等を巻き込
んだ産学協力体制による研究戦略とマネジメントが切に望まれる。

　国内全体の省エネルギーの観点からすると、ランニングコストという
点で事業化できるのかの見極めと、溶融炉を構成する炉材の侵食な
ど、設備の耐久性についても評価が必要である。
　ソフトウェアベースとなる数値解析技術は、開発したソースコードの
整備・マニュアル化によって実用的な研究成果があがる。今後の同様
なプロジェクトにおいては、企画立案段階からそのシミュレーション
コードの公開法を検討する必要がある。
　欧米との競争を考えると、本技術開発の成果を踏まえて、高度なプ
ロセス・シミュレータの開発に、直ちに着手することが強く望まれる。
　また、微小重力施設は実験遂行上の制約が多く、費用も高いことか
ら、今後の同様なプロジェクトに関しては、使用頻度などを柔軟に検
討する必要がある。

「微小重力環
境を利用した
ガラス融液内
対流制御技術
の研究開発」

期間：1999-
2001年
総額：4億円

　ガラス製造において最も多くのエネ
ルギーを消費する溶融プロセスの省
エネ・高効率化のため、ガラス溶融炉
内の対流制御技術に関する研究開発
を米国の研究機関との共同研究により
実施する。具体的には、ガラスの高温
領域の物性値を微小重力環境を利用
して精密に測定する手法・装置を開発
し、測定を行う。また、ガラス融液内の
対流を計測する手法・装置を開発し、
測定を行う。これらの結果をもとに、シ
ミュレーションにより熱対流及びマラン
ゴニ対流の影響を明確にし、新しい対
流制御技術を確立する。
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平成１４年度事後評価　報告対象プロジェクトの総合評価一覧

総合評価

　ガスタービン熱効率の飛躍的向上を実現するため、現用超合金の
使用温度をはるかに超える1500℃で無冷却使用可能な合金の開発
が求められている。このような高温材料の有力候補として期待されるＮ
ｂ基合金の強度と耐酸化性に関する基礎的知見を蓄積し、Ｎｂ基合
金の開発に一定の方向を示唆し得たことを評価する。特に、高強度
合金の開発に見るべき成果が上がっている。
耐酸化性の改良にも将来性のある成果が上がっているが、個別目標
への研究資源と時間の配分を誤ったため、耐酸化性問題に対して十
分な研究時間をとれず、目標達成には至らなかった。
　Ｎｂ基合金の実用化・事業化には、更なる基礎・開発研究の積み上
げが求められる。本研究の成果をもってこの目標へ数歩前進し得たと
言える。多大なリスクを抱える研究開発であることを考え、国家プロ
ジェクトとしてこの研究が取り上げられたことを高く評価したい。何らか
の形で、研究の継続が図られることを望む。

　Ni基超合金に置き換えてガスタービ
ンの一層の高温化に対応できる高融
点金属系部材の創製技術の研究開
発を行う。

「高融点金属
系部材の高度
加工技術開
発」

期間：1996-
2001年
総額：8億円

今後への提言

　Ｎｂ基合金の実用化・事業化に短期間で到達することは難しい。む
しろ長期的目標として捉え、地道な研究を続行すべきで、将来性のあ
る材料の基礎的知見を蓄積することこそ、科学技術立国を目指す我
が国の国力あるいは研究基盤の高さを示すものと考えるべきである。
　しかし、経済の混迷が続き疲労困憊状態にある関連の民間企業
に、長期間の研究を要する基礎研究への投資を期待することはでき
ない。したがって、基礎研究レベルでも重要なテーマに絞り、国家プ
ロジェクトの一部として研究の継続を図るべきである。特に、Ｎｂ基合
金の実用化・事業化への鍵となる耐酸化性改良に関する基礎研究に
注力すべきである。もしこの問題に大きなブレークスルーがあれば、
耐熱材料の世界が一変する。
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総合評価 今後への提言

　排ガス中ダイオキシン類測定技術の高速化・簡便化を実現する測
定技術の開発という社会的にニーズが高いテーマ設定は適当であ
る。また、達成手段としてマイクロ流体システムに着目した点も、マイク
ロ流体システム技術の基幹技術としての今後の重要性と波及効果を
考えると適切である。本プロジェクトの要素技術開発が国際的に高い
水準で行われた点は評価できる。
　その一方で、ダイキシン類の高速前処理システムを構築し事業化の
見通しが得られたとは言い難い。少なくとも個々の化学デバイス要素
技術の有効性検証を、ダイオキシン類を含む実際の測定対象を用い
て実施すべきであった。企画立案における研究開発体制と事業期間
の設定に無理があったと考えられる。少なくとも３年の実施期間とユー
ザー企業を含めた研究開発体制の構築が必要であった。

「微小重力環
境を利用した
高性能磁性材
料創製技術の
研究開発」

期間：1999-
2001年
総額：12億円

　エネルギー使用効率の向上のため、
モータ等に多く使用されエネルギー変
換効率を左右する磁石等の磁性材料
の高性能化に必要な創製技術の開発
を行う。具体的には、金属磁性材料の
溶融体を浮遊させた状態で急冷する
無容器凝固プロセス等の手法により、
今までにない特性を発揮する新しい
合金相や金属間化合物あるいはミクロ
組織を探索する。このため、微小重力
環境を利用する無容器凝固用加熱溶
解－試料形成－凝固処理が可能な
装置を開発し、これを用いて新しい磁
性材料合金系及びプロセス技術の検
討を行う。

　微小重力環境下で新材料を創製できる期待が大きいこと、高性能
磁性材料の開発は省エネルギーに有効であること、この分野の研究
には多額の費用を要し、民間企業だけでは困難であることから、本事
業の目的は明確であり、NEDOの事業としての位置付けも概ね妥当で
ある。
　所期の目標値に対して、磁歪材料は単結晶よりも磁歪率が大きい
4300ppmを達成しており、新規性と先進性を評価できる。しかしなが
ら、磁石材料の目標達成度は低い。また、基礎的研究に重点が置か
れていたため、成果を速効的に実用化へ展開することは困難である。
以上のことから、事業全体としての目標は達成していないが、個別技
術である磁歪材料の成果は、応用分野の技術に効果的な発展が期
待できる。

　策定時における、達成目標とプロジェクト期間との整合性を確保す
るための企画立案スキームについては改善を要する。本プロジェクト
の達成目標は「高速測定技術の研究開発」であるが、「マイクロ流体
システムの研究開発」に留まっている。短期事業であっても、当初の
研究開発課題を十分達成される事業計画を策定すべきである。補正
予算などの短期間プロジェクトでは、研究開発体制の中にエンドユー
ザに近い企業を参画させた産業応用フェーズに近い研究開発要素
の設定が必要である。

　基礎科学的な立場から、今後も、本事業のような基礎的分野に重点
を置く研究開発は、別な形ででも継続的に実施されるべきである。
対象とする分野について深い見識を持つ研究者で構成された研究
開発体制の中で、研究者間の連携と協力を十分に図りながら、研究
開発を推進させるべきである。
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「マイクロ流体
システムを応用
したダイオキシ
ン類の高速測
定技術の研究
開発」

期間：2000年-
総額：5億円

　ダイオキシン類対策特別措置法の
体系においては、事業者及び行政機
関等がダイオキシン類の濃度を測定
する際の方法として日本工業標準に
定められたものを用いるよう規定して
いるが、従来の分析手法では、これに
要する期間・コストの面で、的確な対
応が困難となりかねない。本事業で
は、マイクロ流体システムを応用するこ
とにより、分析試料の前処理工程を大
幅に短縮し、分析に要する期間の短
縮とコストの低減を実現すると同時に、
日本工業標準に適合する分析手法を
確立するための要素技術を開発する
ことを目的とする。具体的には、マイク
ロ流体の特性とマイクロ流体中の分子
挙動を利用して、排ガス中のダイオキ
シン類測定の所要時間短縮に最も効
果的な前処理工程の飛躍的高効率
化を実現するため以下の研究開発を
実施する。
①マイクロ流体システムの仕様設定
②マイクロ流体デバイスの個別仕様設
定
③マイクロ流体デバイス プロトタイプ
の試作・評価
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総合評価 今後への提言

　実用化に近い段階にあるものは民間企業に任せ、基盤技術は確立
しているが未解決の問題が残されているテ－マについては、実用化
補助金に申請するか後継プロジェクト立ち上げ等による開発の継続
を期待する。材料開発までは成功しても、実用化段階で製造プロセ
ス､歩留まり､コストなどに課題が残る場合が多い。これを克服するた
め、素材メーカーからデバイス､セットメーカーまでの「垂直連携」､ベ
ンチスケールのプラント設置まで含めた産学官の実用化プロジェクト
が望ましい。
　一方で、研究成果が出ており、もう少し続ければさらなる成果が期待
できるプロジェクトを、期限という理由で終了するのはいかがなものか
という意見もあった。また、プロジェクトから副次的に得られた萌芽を
育てるためのサポート体制の整備も希望する。

　本プロジェクトのユニークな点は、末梢血における遊離DNA量のみ
で癌の検出が出来るということにあるが、これを汎用性のある技術へ
発展させれば血中遊離DNAを腫瘍マーカーとして使用し癌患者の病
態経過観察を行う、あるいはこの技術による一般集団を対象とした癌
の検診システムを開発することが可能になると考えられ、関連分野へ
のインパクトは極めて大きいと思われる。しかし、血中遊離DNA定量
法が腫瘍マーカーとして臨床検査に応用されるためには、感度が高
いということと同時に、特異性も高くなければならない。
　現時点では臨床情報が不十分であり、したがって、さらに臨床検体
の解析を進め、診断可能な癌患者の病期等の詳細な情報を集積し、
この技術の臨床的意義や有効性を確立することが必須であり、DNA
測定量の変動要因、測定された血中遊離DNA量の変化の疾患特異
性などについて、さらに臨床情報の収集・解析を進めてもらいたい。

　実用機の開発を進めるにあたって、本機を汎用の高級機種、叉は
将来的一般機種とするのか、特定臓器・目的に特化した機種とするの
か、実用化には幾つかの方向があり得るため、実用化のための戦略
を明確にして、早い時期の実用化、社会への還元が望まれる。
　また、実用化までに十分な臨床評価を重ね、映像化領域の大きさ
や映像化に必要となる時間、空間分解能など、実用機の仕様の策定
において多数の臨床家の意見を参考にすることと、これからの臨床評
価の結果をもとに、さらに完成度の高い技術の追求を期待したい。
　技術的には、検出器の大面積化と信号応答、及び信号取り出しの
高速化など、検出器回りの技術のさらなる発展、更に管球側の新たな
開発、画像再構成に関するソフトの新たな開発や導入の研究も必要
と思われる。被曝線量の面からの検討も必要であろう。
　今後、国内外での追撃が活発になると考えられるが、マルチスライス
ヘリカルCTの動向に注目しながら、コーンビームCTの適応を検討
し、実用化を推進して欲しい。
特許等の充実も不可欠である。

「高速コーン
ビーム３次元Ｘ
線ＣＴ」
期間：1998-
2001年
総額：9億円

　高い３軸方向の空間分解能と高画
像階調を有する３次元画像を、高速で
撮影し表現する「高速コーンビーム３
次元Ｘ線ＣＴ」を研究開発する。本事
業では、胸部や腹部などの広い範囲
や心臓などの動きのある臓器が撮影
できる大面積で高速にデータ収集の
できるＸ線検出器と、３次元画像診断
に求められる膨大なデータを高速で
処理するための並列演算装置や画像
処理システムを開発し、これらを統合
して次世代のＸ線ＣＴシステムの実現
を目指す。

　４列のマルチスライスCT商用機が漸く登場しようとした時期に、従来
型のCTと同じlow - contrast resolutionを有す大視野のコーンビーム
３次元CTを作製するという野心的な立案を行い、三次元的な空間分
解能、密度分解能、時間分解能ともども、当時の技術から見て限界に
近い高い目標を掲げ、それを達成するためさまざまな工夫を凝らして
実用化のメドを達成した事は高く評価できる。
臨床に有用な3次元X線CT画像を得る装置を完成させており、種々
の要素技術の問題点を回避しながらトータルシステムとして実現でき
ている点も評価できる。
　臨床データは十分ではないが、このプロジェクトによって、新しい診
療技術を発展させるシーズが医療現場に提供され、検出器等のハー
ドを中心とし、周辺ソフトを含めた技術開発により、産業界および医
学、医療の進歩に寄与するところも大きいと思われる。

１４

「血中遊離ＤＮ
Ａによる癌の高
感度遺伝子診
断システムに
関する基盤研
究」
期間：1999-
2001年
総額：2億円

　悪性腫瘍は、我が国の死亡率第一
位を占めているが、早期発見・早期治
療により治癒を実現できる可能性が高
くなってきており、それによる患者のＱ
ＯＬ向上や医療費の低減が期待され
ている。早期発見のためには、初期の
癌が的確に診断できる方法の確立が
極めて重要な課題である。従来からＸ
線による画像診断や血液中の腫瘍
マーカー測定による診断が実施され
ているが、多様、多種類の悪性腫瘍を
網羅的診断することはできず、また初
期の癌を見逃すことも多い。担癌患者
の末梢血には健常人よりも高濃度の
遊離DNAが存在することが示唆されて
いるため、末梢血中の遊離DNAを高
感度に検出・定量でき、更にその癌特
異的遺伝子異常を総合的に検出でき
る系を開発し、癌の早期発見診断を
実現するための医学・工学連携型研
究を行なう。

　Intra-Alu-PCRを基本にした高感度の血中遊離DNA定量法ならび
に診断システムの開発は、当初掲げた目標「血中遊離DNAを高感度
に検出・定量でき、さらにその遺伝子異常を総合的に検出できる技術
を開発し、癌の早期診断を実現するための基盤技術を確立する」に
対して、一部不透明な部分は残るものの、おおよそ成功したと評価で
きる。
　高感度DNA検出システムの開発は既存の技術を組み合わせたもの
であるが、その技術を利用することにより血中遊離DNAによる癌の高
感度遺伝子診断が有効であること、および将来、血中遊離DNAを腫
瘍マーカーとして使用することができる可能性を示したことは注目す
べき研究成果と言え、この技術を用いた癌のスクリーニングシステム
の開発へと発展させることが期待される。
　しかし、血液試料取り扱い条件の差による数値変動の問題、および
血中遊離DNA量が腫瘍マーカーとして利用できるか否かといった、技
術上・医学上の基礎的な問題が未解決のまま残っていると考えられる
ため、今後、臨床検体の解析、さらに詳しい臨床情報との相関を検討
する必要がある。また、癌の種類を限定し、そのステージや悪性度に
つき層別化して、十分な試料数を用いた、統計的にも信頼しうるデー
タを出すことも必要と考える。

　プロジェクトとしては目標値を概ね達成しているばかりでなく幾つか
の世界的レベルの成果も挙げており、中には新規材料創製のための
基盤技術を確立したものもあり、全体的に概ね成功したと判断でき
る。立体テレビなど次世代製品の開発につながる先導技術･素材の
開発､位相差フィルムなど国際的シェアの確保が見込まれる機能性製
品の開発､新規構造ゼオライトの世界初の合成等が特筆できる｡また
プロジェクト外部の研究機関､企業からの要請に答え、積極的に試料
提供したことは実用化への芽を広げるばかりでなく､基礎･基盤研究の
応用分野を拡大し多岐にわたる市場開拓につながる可能性も創造
し､その姿勢を高く評価する｡
　但し、独創的高機能材料の分子協調以外のテーマとの関わりが見
られないとの指摘があった。分子協調の３要素研究間では情報交換
が十分に行われていたが、相互乗り入れ型の研究成果ももっと欲し
かった。

１３

１５

「独創的高機
能材料創製技
術」（分子協調
材料）

期間：1997-
2001年
総額：21億円

　有機分子、金属、無機物質等の分
子協調作用によって構造を形成し機
能を発現する高機能材料の創製とそ
の応用に係わる基盤的技術の確立を
図る。



整理
番号 ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ名 プロジェクトの概要 備考

平成１４年度事後評価　報告対象プロジェクトの総合評価一覧

総合評価 今後への提言

　本プロジェクト全体の目的は十分に有用であったが、人工関節の性
能の評価方法や評価法の規格やガイドラインの策定に限った形で実
施するべきであった。事後評価におけるこうした問題を防ぐために、
単年度の予算で現実に達成可能な成果は何かという観点で事前評
価を実施するべきである。
　国家プロジェクトにおける成果の還元をどのような形で求めるのかと
いうことは難しい問題であるが、本プロジェクトのように、事業原簿およ
び報告会程度の義務の下で数億円の予算が行使されるのでは不十
分である。実施者はプロジェクト実施に関する責任に加え、成果を社
会に還元する責務を負うべきである。

　研究の主体性や開発した評価手法のユーザを明確にすべきであ
り、スピーディで効率のよい開発を推進するには、本評価、解析を必
要としているメーカやユーザの参画が不可欠である。
　また波及効果をもたらすには、公開データのフォーマットの整備、
データ公開の手段と公共への浸透効果などの具体的なアクションプ
ランが必要である。今後は、ＮＥＤＯの他プロジェクトにて、実機テスト
の導入などを検討し、本事業の成果をさらに実証していくことが望ま
れる。さらに石炭利用に限らず広く廃棄物燃焼・ガス化などへの適用
拡大をめざして、高温集塵技術の可能性評価や普遍的な評価手法、
高性能フィルタ設計指針の開発を目的にした基盤研究として展開す
ることが望まれる。

　人工関節の長期耐久性を評価するための幾つかの機械的試験方
法を検証し、評価基準や尺度の規格化等についての有用な成果が
得られている。また、人工関節摩耗粉の生体反応メカニズムの研究に
ついても新しい成果を得ており、その点では十分に評価できる。
　その一方で、人体に封埋する医用材料の耐用性の検証及び耐久
性向上を目指す研究開発は、長期間が必須であるにもかかわらず、
単年度での実施であり、目的設定に問題がある。結果として、この点
に関しては十分な成果が得られていない。

　高温集塵技術は石炭高効率利用技術のキーテクノロジーとして不
可欠であること、及びプロジェクト開始時点では集塵フィルタの問題で
PFBCの信頼性が損なわれがちであるという課題があり、これは、民間
企業のみでの解決は困難であった。従って、プロジェクトの必要性と
目的は明確であり、得られた研究成果も相対的評価とはいえデータ
ベースの量、評価手法の確かさは公共財としての価値は十分認めら
れる。
　しかし、成果としては過酷な条件で使用する場合のフィルタ特性の
評価試験法をはじめて提案した段階であり、評価手法の検証には実
機試験を十分行うことが望ましかった。プロセスの効率向上に最も有
効な耐熱温度の目標を設定し、運転中のトラブルから得た実用上の
真の課題を事前に十分抽出して、評価手法の確立に向け、他のプロ
ジェクトとの緊密な連携が必要であったと思われる。
　また、対象をPFBCおよびIGCCへの高温集塵技術の適用に限定し
ているが、廃棄物燃焼などの集塵技術開発への応用も考えられ、広く
成果の普及を検討すべきであった。

１６

　実機試験を行うことが困難な高温集
塵用フィルタ材について小型試験装
置を用いた基礎物性試験、脱塵、腐
食試験類を行うことにより、実機での
使用の可否判断ができる性能評価手
法を開発する。

「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　＜
石炭燃焼ガス
集塵技術＞」

期間：1996-
2001年
総額：9億円

１７

「生体用人工
関節の開発・
評価等技術の
開発」
期間：2000-
2001年
総額：5億円

　高齢者の身体機能の衰えを補い、
寝たきり等を防ぐため、身体への毒性
や負荷が少なく周辺の組織とよくなじ
み、かつ長期間に亘って安定的に使
用できる生体用材料の摩耗特性評価
技術の開発を行う。　具体的には、市
販の人工関節の摩耗特性や摩耗粉
の毒性を、生体内環境や行動に伴う
応力パターンを考慮した上で、客観的
基準によって統一的に評価する技術
を開発する。また、得られたデータを
蓄積することにより、材料開発の基盤
を構築する。さらに、耐摩耗性に優れ
るオールセラミックス製股関節の試作
を行う。研究項目は以下のとおり。
（１）生体内模擬摩耗特性評価法の開
発
　・ﾋｯﾌﾟｼﾐｭﾚｰﾀ評価技術開発
　・ﾋﾟﾝｵﾝﾃﾞｨｽｸ法評価技術開発
　・市販股関節の摩耗特性評価とﾃﾞｰ
ﾀ蓄積
　・新規股関節の開発・試作
　・摩耗特性ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽｼｽﾃﾑ構築
　・股関節の摩耗ﾒｶﾆｽﾞﾑの解析
　・摩耗粉の評価方法の開発
（２）動物試験(摩耗粉の生体毒性評
価技術開発)
（３）骨融解現象の遺伝子レベルでの
評価技術開発



整理
番号 ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ名 プロジェクトの概要 備考

平成１４年度事後評価　報告対象プロジェクトの総合評価一覧

総合評価 今後への提言

　実用化に当たっては多炭種適用性検討や製品カテコールの用途
開発、及び技術的にブレークスルーすべき課題の解決などが残され
ており、次の実証ステップへ進むか否かの判断は周辺の諸事情を勘
案して慎重に行うべきである。また他の低品位炭前処理技術との融合
の可能性や、低品位炭とバイオマスとの共処理技術の可能性などの
調査研究を進め、今後、どのような形で実用化を図るべきか十分な検
討が必要である。

　地熱資源の開発は、我が国のエネルギー政策にとって重要であり、
マネジメント面の改善を前提として、引き続き検討していくべき課題で
ある。既存の技術を総括して体系付け、地熱開発の全体像を再構築
することが望まれる。
　現状では、本事業で開発された技術はまだ実用化のリスクが高いの
で、経済性と持続性とを実証するような研究開発が望まれる。事業化
には、派生熱を利用したバイオマス利活用技術とのハイブリッド化や、
地方自治体との連携、国際協力も考慮していくべきであろう。
　なお、本事業では、高度技術の狭間で起こる既存技術の軽視により
トラブルを惹起したものと言えるが、今後とも必要な技術は目的完遂
までやり抜くという視点が必要である。また、責任者不在が開発を長
期化させ、最終の技術評価をも困難にしている。今後の国のプロジェ
クトにおいては、最後まで責任を持って全体に目を配る統括責任者
の配置を強く求めたい。

　これまでのプロジェクト成果を国内外へ発信するとともに、地熱技術
開発プロジェクトにおける成果の継承をきちんと行うことが重要であ
る。
　実用化のためには、開発したシステムの実績を積むことが必要不可
欠であるが、システム全体とは別に、解析システム単独での実用化も
期待できる。
　また、石油資源開発等の地熱井以外の他分野への応用や、開発途
上国への技術移転等を検討することが望まれる。

「熱水利用発
電プラント等開
発／バイナリー
サイクル発電
プラントの開発
／10MW級プラ
ントの開発」

期間：1983-
2000年
総額：112億円

　大量に賦存しながらも、未利用に
なっている中高温熱水(150～200℃)
型地熱資源の有効利用を図るため、
地熱熱水を強制的に汲み上げ、熱水
の持つ熱エネルギーを熱交換器にお
いて二次媒体(低沸点媒体)と熱交換
して、二次媒体の蒸気により発電する
ダウンホールポンプ適用バイナリーサ
イクル発電プラントの開発を行い、地
熱バイナリー発電の有用性を実証し
た。

　未利用地熱（国産）エネルギーの活用、ＣＯ２排出量の削減などの
観点から重要な国のプロジェクトであったと言えるが、多額、長期にわ
たる研究開発事業にも拘わらず、所定の成果を得ることが出来ないま
ま終了してしまった。
　これは、全ての試験項目がDHP（ダウンホールポンプ）の健全運転
を前提として計画されたためであり、その長期耐久試験における故障
の原因は、技術の狭間の問題に起因するところが大きい。すなわち、
マネジメント体制に問題があり、特に全体を統括できる責任者が最後
まで設置されなかった影響が大きかったものと思量する。
　なお、従来、着目されていなかった中高温熱水を利用した地熱発電
をターゲットとした点や、世界に類をみないDHPの開発は、独創的か
つチャレンジ性が高いものと評価できる。

２０

「熱水利用発
電プラント等開
発／バイナリー
サイクル発電
プラントの開発
／地熱井掘削
時抗低」

期間：1991-
2001年
総額：26億円

　地熱井掘削の経済性を向上させる
ため、掘削時における坑底情報（方
位、傾斜、ビット荷重、トルク、温度、圧
力等）をリアルタイムで把握し、掘削の
能率・精度の向上を可能にする地熱
井掘削時坑底情報検知システム（Ｍ
ＷＤ）を開発する。

　地熱エネルギーは、我が国が自ら確保できる数少ないエネルギー
源であり、地熱エネルギー利用を促進するためのキーテクノロジーで
あるMWDシステムの開発をプロジェクトとして実施したことは妥当であ
ると判断できる。
　実証期間が短く、システム全体としての検証が不足しているが、要
素技術における目標は概ね達成されており、世界トップレベルの成果
をあげていることは高く評価できる。
　しかし、論文、特許取得等が非常に少なく、積極的な成果の公表を
行うべきであった。
　我が国の地熱開発が停滞している状況を考慮すると、今後は海外
市場や石油・天然ガス・地震調査等の他分野への応用を視野に入れ
た実用化を目指すべきである。

「石炭利用次
世代技術開発
調査
　石炭熱分解
技術分野」

期間：1996-
2001年
総額：7億円

１８

１９

　石炭の利用にあたっては単にエネ
ルギー源あるいは化学原料などの視
点に固守することなく、総合的な石炭
利用システムの構築が必要である。本
熱分解技術開発調査では、この観点
に立ち、平成8年度から平成13年度ま
で6年間に渡り研究開発を進めてき
た。付加価値の高い化学原料としての
軽質成分などの液収率を増大させる
ための新たなプロセスの構築を目指
し、超臨界流体による抽出技術の適
用、マイクロ波の利用、新たな水素化
熱分解技術の適用などに関する技術
動向調査、基礎研究、システム化調査
を行った。

　今後益々重要となる低品位炭をベースとした石炭利用技術の開発
は国にとって実施すべき公共性のある事業であり、事業の目的及び
政策的位置付けは妥当である。超臨界水分解技術を用いて、低品位
炭から付加価値の高いカテコールを選択的に得ると同時に、発熱量
の大きい改質炭を得る技術は独創性に富みかつ新規な技術であると
いえる。
　しかし、本技術は化学原料と改質炭の併産型であり、このどちらに
ウェイトを置くかによって、石炭利用技術開発事業としての政策的ある
いは技術的位置付けが変わってくる。この点を、少なくとも中間評価
時点でもっと明確にすべきであった。今後本技術の展開を図る際に
は、化学原料と改質炭のどちらにウェイトを置いて進めるべきかを明
確にした上で、国の関与の必要性を含め、十分に検討する必要があ
る。
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　塩素除去を燃料製造側で解決することが目標の一つとされたが、ダ
イオキシン等の塩素由来有害物質の無害化を利用側に一部持たせ
る、或いはRPF製造時に消石灰を加える等を検討すべきであり、さら
に、廃棄物に含まれる塩化ビニル以外の含塩素樹脂の脱塩素化も検
討する必要がある。
　トータルコストの削減のためには、粉砕、脱塩素化、排ガス処理など
の各工程の効率化、物流の見直し、ユーザーからの廃棄物の受け入
れなど、原料調達から、製品の供給、廃棄までの一連のシステムを見
直す必要がある。
　国内の二酸化炭素の排出削減は緊急の課題であり、実用化補助金
等による普及促進策も考慮すべきである。
　今後は、経済性や環境負荷低減効果の検討を通じて、海外進出を
も視野に入れた積極的な普及が望まれる。

　研究開発段階のマネイジメントに関して、本事業のような直列方式
では、各段階でのフィードバックがかかりにくく、開発された材料が試
作品に利用されないことなどの問題が生じる。計画段階で目標達成
の方策を十分に考慮して、スケジュールと体制を構築すること、材料
製造を複数研究して最も優れたものを使用することなどの工夫が必要
である。
　LCAには、どうしても不確定性が入るので、外部発表した上で、ケー
ススタディの妥当性について評価を受けるべきである。外部発表に
よって、社会的な波及効果に関し、他のLCA研究者に有用な情報提
供することができる。

　成果の普及を国内に限らず、開発途上国を含めた海外へも積極的
に行うとともに、技術の転用に関しても、例えば石油資源開発や学術
調査などの地熱開発以外への応用も視野に入れて実用化を目指す
べきである。
　技術面に関しては、スケール防止・除去技術は既存の地熱開発に
おいても多くのニーズがある。地熱深部井掘削におけるコスト削減の
ためにも実用化が期待されている重要な技術であるため、今後も推
進を行うべきである。
　プロジェクトで開発された成果のきちんとした継承をはかることが望
まれる。
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「即効的・革新
的エネルギー
環境技術研究
開発／超低損
失柱状トランス
用材料の研究
開発」

期間：1998-
2001年
総額：15億円

　電力供給に用いられている柱上トラ
ンスで発生している電力損失を削減
し、より効率的かつ安定な供給を実現
し、かつ温暖化対策に資するための
技術開発として、柱上トランス用の新し
い鉄心材料を開発するものである。東
北大学等において研究されているナ
ノ結晶軟磁性材料においては、従来
の珪素鋼板を用いた場合の1/10程度
まで鉄損削減が期待できる。そこで
2010年温室効果ガスの削減に寄与す
るため、このナノ結晶軟磁性材料を柱
上トランス用に適用する技術開発を実
施する。

　本事業は、我が国で発見発明されたナノ結晶軟磁性材料の有効性
を活用して省エネルギーを達成する研究開発であり、政策および社
会ニーズと合致している。配電系統の主要損失のひとつである、柱上
トランスの鉄損を削減する目標設定も、エネルギー削減の必要性か
ら、妥当であると判断する。
　超低損失を実現する可能性のある素材の組成など、基礎的な分野
では、目標を達成して成果をあげているが、事業全体における所期
の目標を達成したとは言い難い。また、試作品を完成するに至ったこ
とは評価できるが、その後の、実用化と事業化に関する検討は、具体
的になっていない。
　以上のことから、本事業は、所期の目標を完全に達成することはで
きなかったが、基礎的な研究として、超低損失の実現性が高い材料を
開発したことは評価でき、次ステップの研究開発へ道筋をつけた。

２１

「熱水利用発
電プラント等開
発／深部地熱
資源採取技
術」

期間：1992-
2001年
総額：24億円

　地下3000m以深，温度350℃程度が
想定される深部地熱資源を安全かつ
経済的に採取するために必要な，高
温高圧かつ硬質の地質環境下に適
用可能な掘削技術および生産技術を
開発する．

　石油代替及びCO2削減等の地球温暖化対策において、純国産で
環境負荷の小さい地熱エネルギーの開発は重要であり、産学官連携
による体制のもと、プロジェクトを推進したことは適切であったと思われ
る。
　プロジェクトの技術開発目標は概ね達成されており、採取技術にお
ける高温耐久性を飛躍的に高めたことは高く評価できる。しかし、成
果の普及・広報が少なく、特許取得等を含め、今後も積極的に行うべ
きである。
　実用化に関しては、PTSD検層技術、PTCモニタリング技術に関する
技術レベルが高く、商品化が期待できるが、全体的に経済面での課
題が残されている。
　また、当初の計画では当該技術の他分野への応用は十分に考慮さ
れていないため、現在の地熱開発を取り巻く環境を考慮して、プロ
ジェクトの成果を活用する方法を考えるべきである。

「即効的・革新
的エネルギー
環境技術研究
開発／可燃ご
み再資源燃料
化技術開発」

期間：1998-
2001年
総額：16億円

　更なるリサイクル社会の実現と地球
環境保護を目指して、古紙と廃プラス
チックを原料とした地球に優しい固形
燃料（ＲＰＦ：Refuse Paper & Plastic
Fuel）を製造する技術の開発を行う。

　古紙及び廃プラスチックを原料として石炭代替燃料を製造する技術
は、我が国が抱えるエネルギー問題、環境問題に鑑みて重要であ
る。本プロジェクトでは、前処理技術、脱塩素化技術等の要素技術を
開発し、目標品質を達成し、可燃ごみのサーマルリサイクルとしての
再資源化技術を確立した点で、高く評価できる。
　技術的に確立され、事業化会社が設立され、ユーザーの見極めも
できているが、課題として、粉砕、脱塩素化、排ガス処理の各工程の
効率化を含めたトータルコストの削減、および成果の開示や理論的裏
付け等が挙げられる。
　今後は、我が国の産業及び工業の発展に寄与、貢献できるように更
なる改善努力がなされ、国際的にも幅広く普及活動されることを期待
する。

２２


