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「環境負荷抑制対応廃棄物エネルギー利用促進調査研究」 

事後評価分科会委員名簿 

（平成 14年 12月現在） 
 

氏名 所属、役職 

分科会長 指宿 堯嗣 産業技術総合研究所 環境管理研究部門長 

分科会長 
代理 田中 信壽 北海道大学 工学系研究科 教授 

葛西 栄輝 東北大学 多元物質科学研究所 助教授 分
科
会
委
員 春名 徹 旭電化工業 株式会社 研究開発本部 副本部長 

 
敬称略、五十音順 
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制度名  事業名 環境負荷抑制対応廃棄物エネルギー利用促進

調査研究 
事業の概要 ダイオキシン発生抑制対策に必要な知見を得るため、廃熱回収施

設を含む廃棄物処理設備における焼却時のダイオキシン発生機構
を解明するとともに、併せて安全な非臭素系難燃材料の調査研究を
行う。 

１．国の関与の必要性・
制度への適合性 

ダイオキシン問題は国民に対して大きな不安を与えており、廃熱
回収施設を含む廃棄物処理施設の設置計画にも深刻な影響を及ぼ
す事態が生じている。 
さらに、現在広く使用されているプラスチックは、火災時や焼却
時に臭素系ダイオキシン等の有害物質を発生させる可能性が指摘
されていることから、ダイオキシン発生抑制ならびに代替難燃材料
については、国が関与して緊急に解決する必要がある。 

２．事業の背景・目的・
位置付け 

廃プラスチックを含む廃棄物の焼却に伴う廃熱を回収し、熱エネ
ルギーとして有効利用を図ることは、石油代替エネルギーの利用促
進のために重要な課題となっている。しかし、近年、ごみ焼却に係
るダイオキシンの発生に関する問題が指摘されており、熱エネルギ
ーとして利用促進を図るためにはダイオキシン発生問題を解決し、
安全な焼却を可能として行くことが必要である。 

３．事業の目標 
（全体目標） 

①プラスチック等を含む廃棄物のダイオキシンを発生しない安全
な焼却を実現するため、ダイオキシンの発生挙動を調査し、ダイ
オキシンの発生抑制を可能とする廃棄物焼却条件を解明する。 
②廃棄物焼却の安全性を確保し、サーマルリサイクルにより石油代
替エネルギーとしての廃棄物発電を実現するための知見を得る。
③プラスチック焼却時に臭素系ダイオキシン等の有害物質が発生
しない非臭素系難燃材料の難燃・燃焼メカニズムを明らかにし、
新規難燃材料を開発することを目標として調査研究を行なう。 
④難燃剤の微量添加等を実現することにより、マテリアルリサイク
ルの容易さ、サーマルリサイクル時の焼却負担の軽減化を実現す
るための基礎的知見を得る。 

４．事業の計画内容 
補助率 3分の 2 
(単位：百万円) 

H11fy H12fy H13fy H14fy H15fy 総 額 
(３年間) 

一般会計                  
特別会計（電特）         
特別会計（石特）     31   94   137        262 
特別会計(エネ高)         
総予算額（計）     31   94   137            262 
   

（次ページにつづく） 
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省内担当原課 製造産業局化学課、産業技術環境局環境指導室 
運営機関 新エネルギー・産業技術総合開発機構 
委託先 
再委託先 

（社）産業環境管理協会 
立命館大学、芝浦工業大学 

共同研究先 （社）産業環境管理協会の共同研究先：電源開発
(株) 
芝浦工業大学の共同研究先：松下電器産業(株)、松
下電工(株)、日本電気(株)、キャノン(株)、(株)
フジクラ、積水化学工業(株)、旭化成(株)、帝人
(株)、チッソ(株)、味の素ファインテクノ(株)、(株)
東洋精機製作所、鐘淵化学工業(株) 

研究開発体制 
 
(実態に併せて記載) 

研究協力先 （社）産業環境管理協会：塩ビ工業・環境協会、
塩化ビニリデン衛生協議会 

５．実用化、事業化の見
通し 

廃棄物焼却施設におけるダイオキシン類生成・排出抑制に有用な方
策を与える。プラスチックを含む廃棄物の安全な焼却を実現しサー
マルリサイクルの実用化に資する。新規難燃材料の実用化が可能な
基礎開発を完了。 

６．今後の展開 シュレッダーダスト等の難処理化合物の安全焼却処理技術開発、簡
易測定法の開発、トリガー効果等のナノスケール反応機構の詳細な
研究と微量添加による難燃化機構の確立、住環境での火災安全性に
関する研究等 

７．中間・事後評価 事後評価：平成１４年度 
８．研究開発成果 特許（出願）数 0(2)、論文数 12、著書 3、新聞発表数 0、口頭発表

数 39 
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  
10． 今後の事業の方向
性 

廃棄物焼却におけるダイオキシン類生成問題を解決し、焼却の健
全性を確保できたので、大牟田リサイクル発電事業等、廃棄物発電
の事業化に知見を生かし、その他啓蒙普及により、廃棄物焼却施設
おけるダイオキシン類対策にも成果を反映させる。 
非臭素系難燃材料に関しては微量添加による新規の難燃化機構
に基づく難燃剤の目処がついたので、強度、生産技術等の実用化開
発を経て製品化が期待でき、もって住環境の火災安全性の向上、環
境・循環型社会に調和した難燃材料の実現に寄与する。さらにはこ
うした難燃材料が金属材料に代替できれば、社会における材料の比
重の低下によりモノの移動に係る省エネルギーが図られる。 

作成日 平成１４年 ７月３１日 
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「環境負荷抑制対応廃棄物エネルギー利用促進調査研究」 

（事後評価）評価概要（案） 
 

評価概要 
 
１．総論 
１）総合評価 

異なるスキームの研究課題２つを１つにまとめたことにより、プロジェ
クト全体のまとまりが十分に取れていない問題はあるが、廃棄物焼却炉か
らのダイオキシン類発生を抑制するためにダイオキシン類発生機構を明ら
かにすること及び臭素系ダイオキシン類発生抑制につながる非臭素系難燃
材料の開発は、ともに開始当時の社会ニーズ（ダイオキシン類の排出抑制）
に対応した公共性の高いものであり、研究開発マネジメントも適切に行わ
れた。 
ダイオキシン発生機構調査研究の成果はダイオキシン類発生抑制燃焼に
関する知的基盤を提供しており、非臭素系難燃材料の調査研究の成果は企
業における実用化研究開発を促進する下地となると高く評価できる。特に
非臭素系難燃材料調査研究の成果は、プラスチックの難燃焼化の革新的な
シーズを提供できる可能性があり、実用化への期待は大きい。 

 
２）今後の方向等に対する提言 

ダイオキシン発生機構調査研究に関しては、サーマルリサイクルあるい
は効率的な熱回収の観点から、このプロジェクトの成果を活用して、ボイ
ラーや熱交換器の温度設定や具体的なダイオキシン類生成抑制技術の開発
が望まれる。また、高温プロセス内での（ダイオキシン類など有機ハロゲ
ン化物を含む）ハロゲン物質の挙動と制御に関する研究が極めて重要にな
ると考える。 
非臭素系難燃材料調査研究については、材質や耐久性を含めた検討を行
い、実用化へ向かうものと考えられ、そのためのケアーの必要性に応じた
対応が望ましい。 
今後とも、NEDO（国）は、企業では経済的に取り組み難い社会ニーズの
高いテーマの基礎・基盤的な部分を取り上げ、その成果を活用することに
より実用化への見通しを示し、多くの企業等に実用化への意欲を持たせる
ような研究開発の企画立案を進めていただきたい。 
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２．各論 
Ⅰダイオキシン発生機構調査研究 
１）事業の目的・政策的位置付けについて 
廃棄物焼却によるダイオキシン類の発生は、本事業開始当時、大きな社会問題で
あった。廃棄物焼却に伴うダイオキシン類発生メカニズムの解明は、ダイオキシン
類排出量低減対策の確立や高効率なゴミ固形燃料(RDF)発電の実現に向けて重要な
研究課題であり、公共性も高く、NEDO 事業として推進することは妥当であった。 
 
２）研究開発のマネジメントについて 
パイロットスケールの流動床式燃焼実験炉を用い、焼却物の組成（塩素源の種類
や量など）を変化させて、ダイオキシン類の発生機構を明らかにする基礎的ながら
実用規模の燃焼炉に関する知見を得るという課題は、かなりの複雑性と困難性をも
つものであり、事業を委託された社団法人産業環境管理協会及び実施者である立命
館大学による研究開発マネジメントはほぼ妥当であったと考えられる。 
その一方で、事業を委託されている社団法人産業環境管理協会の役割をより一層
明確にすべきであった。 
 
３）研究開発成果について 
ダイオキシン類の一次生成、二次生成に分けた形でパイロットスケールの流動床
式燃焼実験炉により、塩素量、塩素源、Cu 等の影響を定量的に明らかにした成果
は、ダイオキシン類発生を抑制する燃焼技術、燃焼条件に関する知的基盤として高
く評価できる。特に、200℃における顕著なダイオキシン類生成など、一般的には
知られていない事象についてパイロットスケールの実験で確認した成果は大きい。 
今後は研究成果全体を国際的に発信するとともに、分かりやすく一般の人にも伝
える努力を続けていって欲しい。 
 
４）実用化、事業化の見通しについて 
本研究はダイオキシン類生成に与える影響因子を明確にし、ダイオキシン類発生
抑制に関する技術的指針を示しており、実規模の燃焼発電システムの設計、運転条
件の適正管理、燃料成分の管理などに役立つものと考えられる。 
その一方で、実用化に向けては、ゴミ固形燃料中の塩素量の上限、ゴミ固形燃料
そのものの成分比などがダイオキシン類生成に及ぼす影響の定量的評価等が不足
しており、今後、一層の検討を要すると思われる。 
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Ⅱ非臭素系難燃材料調査研究 
１）事業の目的・政策的位置付けについて 
プロジェクト開始当時は、臭素系難燃剤を含むプラスチックの燃焼処理による臭
素系ダイオキシン類の発生には大きな懸念が持たれる一方で、十分な情報がなく、
新たな難燃性高分子材料の開発研究は時宜を得たものであり、社会ニーズも高く事
業目的は妥当である。 
 
２）研究開発マネジメントについて 
研究プロジェクト長が卓越したリーダーシップを発揮して多くの共同研究先と
の連携を円滑に実施しており、良いスキームで行われたと思われる。 
 
３）研究開発成果について 
難燃におけるトリガー効果（超微量添加での難燃化）の発見、金属触媒による難
燃化の実現など、新たな知見を見出すとともに、多種類の樹脂の難燃化に目途をつ
けた成果は、難燃性プラスチック材料のマテリアルリサイクルだけでなく、本成果
の難燃剤以外の難燃剤開発にも有益であると考えられ、研究目標をほぼ達成したと
高く評価できる。 
 
４）実用化、事業化の見通しについて 
具体的な難燃剤の種類や妥当な添加濃度などのデータが得られた本研究の成果
により、非臭素系難燃性高分子材料の実用化に企業が積極的に取り組む下地が形成
されており、今後、企業における研究開発を期待したい。 
また、超微量添加で難燃性が発現するメカニズムを明確化できれば、さらに可能
性が広がる技術シーズである。 
今後は、材料系のデータベースとしては多少データ数が不足している点を解決し 
さらに経済性や毒性等の安全性、環境への影響等も精査していくことが重要であ
る。 
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評点結果 
 
Ⅰダイオキシン発生機構調査研究 
 

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

 

0.0 1.0 2.0 3.0

４．実用化・事業化の見通しについて

３．研究開発成果について

２．研究開発マネジメントについて

１．事業の目的・政策的位置付けについて
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Ⅱ非臭素系難燃材料調査研究 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0.0 1.0 2.0 3.0

４．実用化・事業化の見通しについて

３．研究開発成果について

２．研究開発マネジメントについて

１．事業の目的・政策的位置付けについて

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

 
 
 
（注）Ａ＝３，Ｂ＝２，Ｃ＝１，Ｄ＝０として事務局が数値に換算。 


