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制度名  事業名 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 
事業の概要 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。 

１．ＮＥＤＯの関与の必
要性・制度への適合
性 

本技術開発は基本的な物性の測定方法とシミュレーション技
術を開発し、対流制御技術を実証するものであり、その開発リス
クは大きく、また、結果も一企業というよりはガラス業界全体の
省エネルギーに帰すものであって国が関与することが適当であ
ると判断する。 

２．事業の背景・目的・
位置付け 

エネルギー利用の効率化と地球環境の保全を図るため、ガラス
製造業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・高効率化が求められている。 
しかしながら、ガラス溶融プロセスの省エネ・高効率化は従来
技術の改善に留まっているのが現状である。これは、ガラスの溶
融・脱泡・清澄過程からなる製造プロセスの解明が不十分であり、
ガラス溶融炉内の対流制御技術が確立されていないことによる
ものである。 
本研究開発においては、ガラスの高温領域（1000℃～1500℃）
における物性値を正確に測定可能な手法・装置を開発するととも
に、測定した物性値を基にしてシミュレーションを行い、熱対流
及びマランゴニ対流の影響を明確にすることにより、新たな対流
制御技術を確立する。さらに、ガラス融液の脱泡・均質化の促進
について、その対流制御技術の適用性を評価することにより、ガ
ラス製造プロセスの省エネルギー化に資することを目的とする。 

３．事業の目標 
（全体目標） 

ａａａａ    ．微小重力環境を利用したガラス融液の高温物性の測定．微小重力環境を利用したガラス融液の高温物性の測定．微小重力環境を利用したガラス融液の高温物性の測定．微小重力環境を利用したガラス融液の高温物性の測定    
ソーダ石灰系ガラスの高温領域（1000 ℃～1500 ℃）における
表面張力・粘性率を正確に測定可能な手法・装置の開発と測定を
行う。 
ｂｂｂｂ    ．ガラス融液内の対流の計測と制御技術の検討．ガラス融液内の対流の計測と制御技術の検討．ガラス融液内の対流の計測と制御技術の検討．ガラス融液内の対流の計測と制御技術の検討    
正確な物性値を使用したシミュレーション技術を開発し、熱対
流及びマランゴニ対流の影響を明確にすることにより、新しい対
流制御方法を確立する。 
ｃｃｃｃ    ．脱泡・均質化促進への新対流制御技．脱泡・均質化促進への新対流制御技．脱泡・均質化促進への新対流制御技．脱泡・均質化促進への新対流制御技術の適用性評価術の適用性評価術の適用性評価術の適用性評価    
本研究開発により提案された新しいガラス融液内対流制御方法
の適用性を評価し、ガラス製造プロセスの省エネルギー効果を試
算する。 
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４．事業の計画内容 
（単位：百万円） 

Ｈ11fy Ｈ12fy Ｈ13fy   総額 
（３年間） 

一般会計       
特別会計（電多）       
特別会計（石油）       
特別会計（エネ高） 132 116 112   361 
総予算額（計） 132 116 112   361 

省内担当原課 産業技術環境局 研究開発課 
運営機関 新エネルギー・産業技術総合開発機構 

研究開発業務部 研究助成課 
委託先 日本山村硝子株式会社 
再委託先 大阪府立大学 

研究開発体制 
 
 

共同研究 工業技術院大阪工業技術研究所(H12年度まで) 
５．実用化、事業化の見
通し 

操炉および設計の要となる計算機シミュレーションがまだ発
展途上の段階にあるので、さらに、その精度の向上と信頼性の
獲得に努めることが急務である。そのためには更に、炉構造や
その規模を変えて実験と計算による流れの解析結果を蓄積する
過程が必要である。その結果、多様な炉構造に適応した流れの
解析シミュレーションが可能になり、更に発想を異にする新規
な構造・システムを有する炉の提案を含めて、硝種、溶解規模
に対応した最適な炉設計技術を確立することができる。 

６．今後の展開 （１）ガラス組成や投入される原料の形態によってはサイズな
どの変更は必要かもしれないが、小型連続溶融炉の開発という
観点から本成果は充分活用できる。（委託先では同規模の溶融炉
を設計して、電気用ガラスの生産に用いる予定） 
（２）生産炉において計測データの取り方（種類、場所など）
を検討することが次の段階として必要である。その結果、シミ
ュレーションの実行にそれらの結果を逐次与えながら、その場
で炉内流れを可視化して炉操作に適宜判断を下せるようになれ
ば、計算機シミュレーション技術の本来の姿となる。 
（３）今回の流れ計測技術では水平面内の方向と強さが測定で
きる。今後鉛直方向の計測技術の開発が必要である。 
（４）本研究ではガラス融液自体が発熱体となるジュール発熱
を用いることは、対流を制御する目的から非常に優れているこ
とが分かった。また、そのことを融液内部で発熱させるという
意味に解釈すると、液中燃焼方式も再度検討の価値があるかも
しれない。また、炉構造の検討に加えて、全酸素燃焼、減圧脱
泡技術、脱泡剤・ガラス組成の検討など個別の要素技術の検討
が残されていると思われる。 

７．中間・事後評価 プレ事後評価（内部委員会）実施 
８．研究開発成果 特許（出願）数：０（１）、査読論文：３、学会発表：１０ 
９．状況変化への対応 基本計画の変

更 
なし 

 変更内容  
 評価履歴  
10.今後の事業の方向性  

作成日 平成１４年１０月９日 
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「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」 

（事後評価）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。 
 
２）今後の研究開発の方向性等に関する提言 
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。 
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１．２ 各論 
１）事業の目的・政策的位置付けについて 
本事業のような共通基盤技術の成果は、ガラス産業界全体に波及するもので
あること、シミュレーション手法の確立と基礎物性の将来的な必要性が明確に
記されていることから、設定した目的は的確であると判断する。また、省エネ
ルギーを達成するという方針は、国の施策と合致しており、政策的位置付けも
妥当である。 

 
２）研究開発のマネジメントについて 
研究推進委員会などのメンバーからの助言を得つつ、定期的な研究推進会議
が開かれ、研究目的達成に向けての真摯な議論がなされている。その結果、研
究方針や方法の柔軟な見直しがなされており、研究成果を生み出す大きな原動
力となっている。したがって、本事業におけるマネイジメント手法は評価でき
る。 
一方、海外研究組織との連携は密接とは言えず、「国際研究協力事業」としての
位置付けが曖昧であった。 
 
３）研究開発成果について 
新しい計測技術（振り子棒式流速計と表面流速観察技術）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、高
く評価できる。小型実験炉を製作して、流速計測とシミュレーションの比較検
討を行い、溶融炉内の熱対流をほぼ正確に評価できることを検証したことによ
り、シミュレータの高精度化と炉の対流制御技術の発展に、大きな貢献が期待
できる。事業全体の目標は、概ね達成しているが、微小重力下で行ったガラス
融液の熱物性計測は、従来技術を凌駕する結果になっておらず、目標の達成度
は低い。 
 
４）実用化、事業化の見通しについて 
シミュレーションに関しては、基本的要素技術の構築ができており、今後は
汎用なモデルへと進化させることによって、商業炉への展開など、実用的なプ
ロセスシミュレータへと発展することが期待できる。流速計測技術は、ガラス
融液以外の高温融液や高粘性・不透明流体への適用が可能である。 
本事業は、基礎的研究に重点が置かれており、実用化と事業化への移行には、
多少の時間を要することは否めない。今後も、ガラス業界全体のレベルアップ
を図るため、継続した研究を期待する。 
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2.2

2.2

2.3

3.0

0.0 1.0 2.0 3.0

4.実用化･事業化の見通し

3.研究開発成果

2.研究開発マネジメント

1.事業の目的・政策的位置付け

平均値

 
 
 
 

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 3.0 A A A A     
２．研究開発マネジメントについて 2.3 C B A A    
３．研究開発成果について 2.2 B A B B B  
４．実用化・事業化の見通しについて 2.2 B A B B B  

 
 
（注）Ａ＝３，Ｂ＝２，Ｃ＝１，Ｄ＝０として事務局が数値に換算。 


