
整理番号 ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ名 プロジェクトの概要 備考

　本プロジェクトの規模は小さく、研究はモニタリング技術の開発に
とどまっているが、将来性のある成果が生み出されている。従って、
さらに成果を発展させるため、可能ならば事業規模の拡充を図り、
将来は組換え微生物の安全性を評価する総合的な研究開発につ
なげることを期待する。
　本プロジェクトの成果を環境影響評価手法の確立に向けて発展さ
せることが肝要であり、特に、モデル微生物生態系のコンセプト作り
及び確立、更に本開発技術を利用した微生物相の解析を対象とし
て、事業の拡大を検討すべきである。
　今後、本事業で検討中のモニタリング技術を、実際の環境サンプ
ルに適用し、普遍性を備えた実用的な技術を目指して欲しい。

「環境中微
生物の高精
度・高感度
モニタリング
技術の開
発」
期間（年）：
2001-2005
実績額（’
01-’02）（億
円）：1

　環境中の宿主あるいは組換
え微生物等の特定の微生物、
及びそれらを含む微生物相を
高精度・高感度・迅速に検出
し、定量解析する技術の開発、
及び、特定環境を模したモデ
ル微生物生態系を構築しそれ
らの動態を評価するための試
験手法の開発によってライフサ
イエンス分野の安全性の基盤
を整備する。

　環境中微生物モニタリングは組換え微生物利用の安全性を確
保して組換え微生物の利用を促進するためにも不可欠かつ重要
な基盤技術であり、ＮＥＤＯの事業として妥当である。研究担当
は当該分野のトップクラスの２グループで構成され、事業の趣旨
に深い関わりをもつプロジェクトリーダが選任されており、研究の
連携は良く事業体制は適切である。当該分野の核となるべき優
れた要素技術を取り上げ、オリジナリティと汎用性を備えた世界
水準の研究を実施しており、質･量ともに目標値をクリアする価値
ある成果が得られている。また成果の論文発表や特許出願など
普及活動は高いレベルで実施されている。今後の発展性も十分
に認められ、その成果は組換え微生物の閉鎖系のみならず環境
利用の推進につながると期待される。
　しかしモデル微生物生態系のコンセプトとその構築には更なる
データの収集と議論が必要であると思われる。また個別技術の
開発は組換え微生物の環境中での生残性や環境中の微生物相
解析に有効に活用できるものと理解できるが、組換え微生物の
影響評価手法確立につながるように、具体的な利用目的を想定
した上で更に技術開発を続けて欲しい。今後最終目標に向けて
各プロジェクトの成果をどのように位置付けて関連させ、まとめて
いくかをより明確にすることが望まれる。

中間評価
１２

平成１５年度中間評価　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

　２０１０年の太陽光発電システムの導入目標達成には、現時点の
状況では非常に多くの努力が必要と考えられる。この目標を達成す
るために、それぞれの個別技術が、どのように役立つのか整理が必
要である。
特に、リサイクル・リユース処理技術等に関しては、実用化のために
は経済的にも市場に受け入れられるレベルであることが必要であ
り、経済性評価とその基準の検討が望まれる。
　電磁環境性に関する研究開発では、ＥＭＣ※測定手法の一次提
案として評価できる。本テーマは、太陽光発電システムの普及のた
めに取り組まなければならない課題であるため、評価技術の標準化
などにつながる具体的なイメージを明確にすることとが必要である。
さらに今後、評価基準の明確化も望まれる。
　今後も国際的に通用する基準の確立と規格化のために技術的知
見が得られるよう検討を進めることを期待する。

※ＥＭＣ：電磁環境適合性

中間評価
１１

「太陽光発
電システム
共通基盤技
術研究開
発」
期間（年）：
2001-2005
実績額（’
01-’02）（億
円）：13

　太陽光発電システムが大量
に普及される場合に必要となる
太陽電池の評価技術・信頼性
向上・周辺環境への安全性な
ど共通の基盤技術の研究開発
等を実施し、今後の太陽光発
電システムの円滑かつ健全な
導入拡大に資することを目的と
する。

　地球環境問題、資源枯渇問題や京都議定書等を背景に新エ
ネルギーの大量導入は緊急の課題である。本プロジェクトでは国
のエネルギー政策を基に今後の太陽光発電システムが大量普
及された場合を想定し、太陽電池の長期信頼性評価、太陽光発
電システムの設計診断技術、リサイクル・リユース、電磁環境性等
についての諸問題を精力的に解決しようとするものでありプロ
ジェクトの目的や研究開発の目標は十分評価できる。また、研究
成果は、個別技術としては、中間目標は概ね達成されており、最
終目標に向けての準備が整っており、十分な成果が得られてい
ると考えられる。特に太陽電池評価技術や太陽光発電システム
評価技術は、重要かつ公共性の高い研究成果として実用化の
見込みがある。

第9回技術評価委員会
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平成１５年度中間評価　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

　先進的な計量標準システムを構築する本プロジェクトは、科学
技術と産業の発展に重要であること、政策および産業界のニー
ズと合致していることから、国が積極的に押し進めるべき事業で
ある。実用化した場合、生産現場における低コスト化や工場の海
外進出など、産業界を取り巻く社会状況の変化と、国際化した生
産体制への適応が期待されるため、社会的な意義も高い。
　中間段階の目標に関しては、各標準技術の研究開発から貴重
な知見が得られていること、一部の技術は実用化の目処が付い
ていることなどから、概ね達成していると判断する。しかしながら、
各標準技術の進捗状況には、バラツキが見られる。
着手後の２年間は、各標準技術の研究開発に重点が置かれて
いたが、今後は、最終目標であるe-trace（注記）の構築へ向け
て、人力と資力を主要課題へ重点的に配分することが望ましい。
また、一部の標準技術は、e-traceとの結びつきが明確ではない
ため、改善する必要がある。
　以上のことから、本プロジェクトは、目標であるe-traceを念頭に
各計測標準技術を精査し、その上で残された期間の研究開発を
継続すべきである。最終的には、実用性があり質の高いサービス
を提供できる、セキュリティの高いシステムが構築されることを期
待する。

（注記）e-traceの概念
　インターネット、光ファイバ、GPSなどのIT技術を使って効率的
に標準を供給する。現地に技術者が赴くことなく、遠隔操作で機
器の校正を行う。

　これまでは、主として遠隔校正に向けた個別の標準技術の研究開
発が推進されてきたが、e-trace として、実際にネットワークで円滑
に遠隔校正ができるかどうか、早急に検証することが重要である。個
別の標準技術についても、計測原理の確立と共に、遠隔計測のシ
ステム構成がどのようになるのか、その結果どのような利点があるの
か、詳細に検討して整理するべきである。
　実用化を目指すためには、セキュリティ等も含めたトータルな検討
が必要になり、システムの構築には研究者だけではなく、外部の専
門家を入れた方が良い。また、ユーザーあっての校正業務であり、
ユーザーの立場に立った実施形態を念頭に、研究を進めるべきで
ある。

　ナノテクノロジーの産業への応用が世界的に図られている中で、現在
急速に発展し、また特に社会生活の質的向上に繋がる光情報通信分
野において、ナノテクノロジー導入により高機能材料を開発するという
目的は、社会全体への波及効果が大きく、また新産業分野の創出に
つながるものである。本事業分野は、現時点では日本が優位にあるも
のの国際間の競争が激しく、特に競争力の維持・向上が緊急性を有す
る課題であるので、NEDOが主体となって運営することは極めて適切で
ある。
　高次構造制御が十分に行われてこなかったガラス材料について、ナ
ノテクノロジーの導入によりその制御技術の確立と体系化を行うという
目標は、本事業の目標として十分に妥当なものである。開発項目毎の
中間目標値、外部評価、最終的な成果技術の体系化が計画に明確に
設定されている。プロジェクトリーダーが卓越した技術力とリーダーシッ
プにより、異なる専門分野や組織の実施者を的確に指導しているが、
これもプロジェクトが順調に進んでいる一因である。
　『試用に供し得る試料を1つ以上製作し、外部機関に試料を提供す
る』という基本計画における中間目標についても、全研究項目で試料
が作製され、契約等の条件が整えば外部機関への提供が可能な状態
にあり、本年度中にかなり高い確率で目標達成されると見られる。ま
た、詳細な中間目標値についても、中間目標達成時期（平成16年3月）
前にもかかわらず、現時点でほとんどの研究課題で中間目標を達成し
ており、その他の研究課題も期限までに中間目標を達成すると判断で
きる。さらに、11テーマのうち4つのテーマが実用化研究フォーカス２１
の対象として取り上げられ、研究開発目標の達成度は極めて高い。他
の研究テーマでも実用化に向けた特性値の向上が進んでいるものが
多く、今後の成果の進展が大いに期待できる。従って、事業全般にわ
たって成果の実用化の可能性は大きい。講演会や展示会
（Nanotech2003＋futureなど）に積極的に研究成果を発表することによ
り、多数のユーザーから試料提供の要求を受けており、波及効果が極
めて大きいと同時に、事業化についても実施者による十分なシナリオを
構築できていると考えられる。

　基本的には、現在の研究目標や研究計画に変更を加える必要は
ない。プロジェクトリーダーを中心にして、現在の計画に沿ってひた
すら最終目標を達成するための研究開発を進めることが重要であ
る。
　また、現在採用している研究開発方法以外の優れた方法、効率
の高い方法の探索を絶えず検討していただきたい。また、本プロ
ジェクトの目的の一つが「ガラス構造制御技術を確立し、得られた技
術を体系化すること」であることを再度確認し、必要な基礎データも
積極的に蓄積することを期待する。

　本プロジェクトでは、経済活動
の迅速化やグローバル化に対
応する戦略的な社会インフラ整
備として計量標準供給体系の
近代化を図るものである。この
目的のために、情報通信ネット
ワーク技術を活用して計量標
準の遠隔校正技術を開発す
る。

中間評価
１３

「計量器校
正情報シス
テム技術開
発」

期間（年）：
2001-2005
実績額（’
01-’02）（億
円）：3

中間評価
１４

「ナノガラス
技術」

期間（年）：
2000-2005
実績額（’
00-’02）：14

　本プロジェクトでは、1～数十
nmの超微粒子や異質相をガラ
ス中に分散させる構造制御技
術、異質相をガラス中に規則的
に配列してその構造により新た
な機能を発現させる技術、光回
路に適した低損失の導波路用
ガラス材料、を開発し、これらを
元に、ガラス構造をナノレベル
で制御する技術の体系化を図
り、ナノガラス材料開発に必要
な技術の構築を目的とする。
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平成１５年度中間評価　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

　本事業の早期実用化が待たれていることから、事業は計画通り進
めるべきであるが、最新の科学的情報を常に把握して効率よく実務
を継続することが肝要であり、完成後は化学物質の環境動態につ
いての情報等を拡充し、暴露量等がより正確に評価出来るものに改
訂を継続することが望ましい。
　情報公開に当たっては、プロジェクトによって得られる研究成果の
利用や応用に関して、明確で分かり易い説明や広報を行うというこ
と、外部の識者によるピアレビューを今後も虚心に受けるということも
必要であろう。
プロジェクトの成果がリスクコミニュケーションの場で有効に利用され
るように、今後とも情勢変化への対応や事業の方向の修正・微調整
を適切に行うことが重要と考えられる。
　物質相互の複合影響を考慮することは困難かもしれないが、複数
の物質が存在する場合のリスク評価の手法についても、検討を期待
したい。　また、ADMER同様に海域生態系モデルについても公開
が期待される。

　総合科学技術会議で化学物質総合管理イニシャチブが環境
分野の重要なテーマと位置付けられており、化学物質の人及び
環境への影響を正確に評価するためには、化学物質のリスク評
価及びそのためのリスク評価手法の開発が重要であると言える。
有害性評価書、初期リスク評価書、詳細リスク評価書の作成、暴
露情報の整備及び暴露評価手法の開発等事業計画は社会の
ニーズを満たしていると考えられ、実施者であるAIST（独立行政
法人産業技術総合研究所）、CERI（財団法人化学物質評価研
究機構）、NITE（独立行政法人製品評価技術基盤機構）の役割
分担は明確で、連携もよくなされており、系統的に実務遂行がプ
ランニングされていると思われる。
　成果の中には国際水準から見ても優れたものが含まれており、
当該分野の研究者のみならず、企業・地方公共団体やＮＧＯな
どからも期待されるものとなると考えられる。
成果の波及効果にも期待したい。
　尚、一定期間の単発的なプロジェクトとしてではなく、長期的視
野に立った国家事業として、位置付けを明確にして取り組んで行
くべきである。

「化学物質
のリスク評価
及びリスク評
価手法の開
発」

期間（年）：
2001-2005
実績額（’
01-’02）：14

　化学物質排出把握管理促進
法対象物質のうち。特に人への
健康リスクが高いと考えられる
高生産量化学物質を中心に、
当該物質のリスクの評価や対
策によるリスクの削減効果の評
価を行うとともに、リスク評価手
法を開発する。

中間評価
１５

中間評価
１６

　本プロジェクトは、ナノ粒子の製造と塗布技術を含みその制御
法の確立を目的とした野心的なプログラムである。現状ではサイ
エンス的な要素の多いナノテクノロジーを、本格的な産業技術へ
進歩させるためには不可欠なプロジェクトであり、NEDOが実施し
た意義は大きい。
　本プロジェクトは、実用化に耐えると思われる種々の独創的手
法が提案されているナノ粒子材料の高速合成手法の開発を中心
に、全体的には成功していると評価できる。しかしながら、現段階
では種々の作製方法が試されるため、目的の階層の統一的な理
解が難しくなっている。各項目における目的を、一般性を重視し
た技術の拡大に置くのか、特定用途の実用まで目指すのか、整
理と重点化が必要であろう。実用化を目指しているテーマでは、
もっと最終製品に必要とされるスペックを満たすような方向でとり
進める必要がある。
　本プロジェクトでは、現段階ではナノ粒子とその構造体の製造
に関する技術開発を主体としているが、装置開発の視点も取り入
れていくことが必要である。ハンドリング技術に関しては、今後の
研究に位置付けられているが、実用化の観点から重要な項目で
あり、研究開発の枠組みを検討する必要がある。

　ナノ構造の創製やナノ機能の
発現に重要なナノ粒子の合成
技術及びナノ粒子への機能付
加プロセス技術等の基盤を構
築する。具体的には、以下の開
発項目を実施する。① シング
ルナノ粒子の高速合成技術の
研究開発② シングルナノ粒子
の表面修飾・薄膜化技術の研
究開発③ シングルナノ粒子を
用いた機能素子の作製と機能
評価④ ナノ粒子の合成と機能
化技術の体系化

「ナノ粒子の
合成と機能
化技術」
期間（年）：
2001-2005
実績額（’
01-’02）（億
円）：16

　本プロジェクトの研究目的は重要であり、その続行は不可欠と判
断する。
しかしながら、研究開発とプロセス開発を区分して収束させる時期
に来ており、今までの全ての研究課題が必要かどうかを再考する必
要がある。
　実用化を狙うテーマについては、目標を再設定する必要がある。
企業化を考慮すると、ナノプロジェクトで有望なテーマに資金を重
点的に配分することも考慮すべきである。使用用途に対して、適切
な製造方法が選択されているかを見直さなければならない。さら
に、今後も機能素子の開発を進めるならば、少なくとも素子化に専
門性を持つ企業との関係を更に密にすべきである。
生成した粒子が実際に利用可能である具体例を示す必要があるの
で、独創性が高く、今後にインパクトを明らかに与えるであろうフラッ
グシップ的成果を示して欲しい。
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平成１５年度中間評価　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

　これまで開発してきた方法の適用範囲の明確化を第一に、本プロ
ジェクトは計画通り進めるべきである。より複雑な化合物に適用でき
るように新たなアイデア、指標を取り入れ、新規物質への適用の可
能性を追求することも重要である。また、OECD等への取り組みも望
まれる。
　予測システムの精度を上げるために、適用可能な対象物質群や
条件などが常に明確となるよう留意し、システムの特質と適用範囲を
明確にすること、また、本プロジェクトに関わる研究者の頭脳（in
neuro）をin silicoにいかに翻訳するかについても検討されたい。
　実用化に向けた予測モデルの開発視点から見た場合、既存化学
物質全体の構造的な多様性にも十分留意した計画的な試験デー
タの集積が望まれる。また、当初選定した物質以外の物質が解析
上重要な位置を占めている場合があり、この場合は解析結果を検
討した上で（フィードバックして）、必要なデータを追加収集し、母集
団データの充実を計らねばならない。

　環境と調和した健全な経済産業活動と安全・安心な国民生活
の実現を図るため、化学物質の安全性を点検し、国民の健康を
守るとともに化学物質に対する正しい理解を一般に広めること
は、非常に重要である。　パブリックヘルスの観点からも当プロ
ジェクトは重要な社会的事業であると位置付けられ、政策的にも
国が行うべき課題であり、その意義は極めて高い。
　「加速化」の一翼を担う、予測システムによる化学物質の属性
（物理・化学性状、分解性、蓄積性等）の推定は世界的な命題で
あり、当該領域の更なる進歩と国際的な取り決めや基準の確立
を目指して、それに耐え得る予測システムの構築が望まれる。
　現時点での目標設定は概ね妥当であり、システム構築の基礎
となるデータベース開発についても事業目標達成に向け、ほぼ
計画通りにデータが集積されつつあり、中間目標のレベルは達
成したものと考えられる。
　今後、広く外部からの意見を聞くことや、より複雑な化学物質に
も適用できるように新たな要素技術の導入などに工夫が必要と考
えられる。

　本事業は化学物質のリスクを評価し、適切に管理する社会シス
テムの構築を目的とし、「化学物質のリスク評価及びリスク評価手
法の開発」、「既存化学物質安全性点検事業の加速化」、「高精
度・簡易有害性評価システム開発」で得られる情報並びに評価
手法等を体系的・一体的に整理した知識基盤の構築を図るもの
であり、現在不十分なリスクコミニュケーション基盤の実状を正面
から受け止めて、幅広い層を対象にしたシステム構築を目指して
おり、高く評価できる。また、成果の中には国際水準から見ても優
れたものが含まれている。
　計画は社会のニーズを満たしており、公共性の高い事業である
ため、国が積極的に関与していくことが望ましい。
　他のプロジェクトとの連携を充分に行いながら、事業計画の見
直しを図り、より良いシステムの構築に努めること、また、化学物
質情報に関する他のデータベースとの整合性について検討する
必要がある。さらに、対象とする３つのプロジェクトの成果以外の
データ等も体系的・一体的に整理し、総合的な知識基盤が提供
されるようになることを期待したい。
　リスクコミニュケーションのニーズや意識レベルの調査を通じ
て、一般市民らにどういう情報提示が必要か、すべきかを一歩ず
つ継続的に把握され、それがシステムに反映されることも望まれ
る。

　事業は計画通り進めるべきであるが、本プログラム内の他のプロ
ジェクトに拡充される新たな情報が、当該プロジェクトのデータ修正
と同時に自動的に本プログラムの修正が可能となるシステムにする
ことが望まれる。
　また、他省庁との連携について検討を進め、国としてオーソライズ
したシステムとすること、
データベースの更新などプロジェクト終了後も必要な管理体制を確
保すること、さらに、市民レベルのユーザーにどう利用してもらえる
かについても、検討をお願いしたい。
国内外のデータベースにアクセスできる機能や、ステークホルダー
あるいはパブリックからの指摘やコメントを集めやすい双方向対話
型の機能についても計画通り検討を期待したい。

「化学物質
総合リスク評
価管理シス
テムの開発」

期間（年）：
2001-2005
実績額（’
01-’02）：1

中間評価
１８

　“化学物質総合評価管理プロ
グラム”内の他プロジェクト（「化
学物質のリスク評価及びリスク
評価手法の開発」、「既存化学
物質安全性点検事業の加速
化」、「高精度・簡易有害性（ハ
ザード）評価システム開発」）で
得られる化学物質の有害性（ハ
ザード）情報、暴露情報及びリ
スクに関する情報並びに評価
手法等を体系的に整理し、知
識データベース「化学物質総
合情報ライブラリー」の構築を
図り、更に、一般市民から専門
家まで各利用者層のニーズに
応じた情報提供を可能とする環
境を整備するシステムを構築す
る。

「既存化学
物質安全性
点検事業の
加速化」

期間（年）：
2000-2006
実績額（’
00-’02）：16

　早急に対応すべき物質の点
検を行いつつ、既存のデータ
及び新規に取得するデータの
体系化・集大成による知的基盤
整備を図り、分解性・蓄積性に
係る定量的な構造活性相関手
法を開発・活用することにより、
化審法上リスク管理の必要性
の高い既存化学物質に関する
分解性・蓄積性等の科学的知
見に基づく点検を実施すること
を目的とする。

中間評価
１７
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平成１５年度中間評価　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

　ゲノム解読で明らかとなった
生体内の多数タンパク質の機
能を生体外で、多数を同時、か
つ迅速に解明するため、多数
の蛋白質を機能をもって発現さ
せる技術、迅速にその相互作
用を解析する技術を開発する。
これをもとに系統的な創薬スク
リーニング技術などの生産性向
上技術を開発し、新規産業の
創出をめざす。

　本プロジェクトは、独自のシステムを基盤とした開発研究で、膜
蛋白質の機能を保持したまま発現する技術、多数の蛋白質の相
互作用を同時に解析する技術および癌診断技術等において、
世界的にも優れた顕著な成果を上げている。その成果の一部
は、実用化・事業化の面でも期待できるので是非完成してほし
い。
　また、ポストゲノムプロジェクトとして重要かつ妥当であり、集中
型研究において適切かつ柔軟な研究開発マネジメントが奏功し
た。特許戦略や事業化戦略にも長けており、経済的波及効果を
狙ったNEDOプロジェクトとして充分に意義のある成果を上げて
いる。総合的に非常に高く評価される。
　その一方で、今後の克服すべき課題もいくつか存在する。
①３つの研究テーマの方向性がややちぐはぐな印象を受ける。
「微量蛋白質同定の技術開発」においては、他の２つの技術を受
けて、医薬品化合物スクリーニング探索チップや癌診断用チップ
の開発を第一目標に、目的と方向性を絞った研究開発を進める
ことがより有効な戦略であると思われる。
②今後事業化を目指す上で、参画企業の役割は益々重要にな
ると考えられるが、現状ではその研究内容・研究成果等について
不明確な点が多い。参画企業の研究開発の分担を明確にすると
ともに、事業化の計画を明確にするべきである。また本プロジェク
トは我が国の誇れる知的中核であり、必要に応じ、多くの分野の
産業界に参画させるべきである。
③各技術を可能な限り早く実用化し、当初の目的である創薬スク
リーニングにつなげるべきである。

　蛋白質の発現、機能解析というテーマは今後とも重要であり、独
自のアイデアやシステムを基盤とした立案は大いに支援すべきであ
る。進展状況は順調であり、発展性の高いプロジェクトなので、予算
の増額の検討も含め、フォーカス２１のプロジェクトとして更に展開さ
せることは妥当である。
　本プロジェクトにより、独自性および優先度の高いものを中心に要
素技術を絞り込み、日本において最先端の基盤技術をできるだけ
多く獲得できるよう、重点的な研究目的、計画、マネジメント、実用
化が望まれる。
　さらに本プロジェクトによって生み出された基盤解析技術をもと
に、今後、民間企業が遂行し難い診断システムや新規医薬品化合
物の探索と開発のための大規模なプロジェクトを結成し、精力的に
その研究開発を進めるべきである。

中間評価
１９

「蛋白質発
現・相互作
用解析技術
開発」

期間（年）：
1999-2002
実績額（’
99-’02）：10
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事後評価
６

事後評価
５

　地熱開発及び地熱発電所
の安定操業に必要な、地熱
貯留層の状態の変化を探
査・評価・管理するために必
要な観測(ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ)技術・解
析技術を開発する。

平成１５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

「高温岩体発電シ
ステムの技術開
発」（要素技術の
開発）

期間（年）：1992-
2002
総額（億円）：39

　未利用地下資源である高
温岩体から人工的に熱を取
り出すために必要な要素技
術の開発を行う。

　本プロジェクトは地熱エネルギーの安定供給とコスト削減に必
須であることから、事業の位置付けは明確であり、必要性に関し
ても十分な意義がある。また、CO2排出量の削減、自然エネル
ギーの活用など時宜を得た計画は妥当である。特に、フェーズ１
における「要素技術開発」とフェーズ２における「統合化システム
開発」からなる研究計画は妥当といえる。
　国の政策変更によってプロジェクトが途中中断となり、フェーズ
２には進めなかったものの、フェーズ１の研究成果については概
ね目標を達成したと評価する。
　本事業では各種の方法で得られた結果を貯留層変動について
実証するという視点が重要であるが、プロジェクト中断のため間接
的な実証に留まったことは残念である。また、統合化した貯留層
変動探査技術の実用化・事業化の見通しや経済的貢献度がや
や不明瞭であると思われる。

　本プロジェクトによって基本的な発電システムが確立されたこと
により、ドリリングコストと熱抽出効率の向上が実現できれば、比
較的早期に実用化出来ると予想されるものの、コストと規模の拡
大といった大きな問題が残っている。そこで、今後は経費のかさ
む大規模プロジェクトではなく、既存の地熱発電所及び発電シス
テムを活用することによって、本プロジェクトで確立された技術に
関連した知見を蓄えることを検討すべきである。
　また、高温岩体発電のような実用化まで距離のある研究開発の
場合、その必要性、緊急性についての判断材料や要素技術開
発から実用化までのマイルストーンを示すこと、新エネルギーに
おける地熱の競争力を評価すること、我が国が世界の研究拠点
として大きな役割を持続することなどが今後必要と考えられる。

　新規の地熱地域の開発が難しい今後でも、類似のプロジェクト
の必要性は継続すると考えられる。特に、大きな領域の透水性
分布を直接的に計測する方法の進展を促進するプロジェクトが
鍵といえる。また、各事業主体との連携の強化や統合化と体系
化を事前に視野に入れた立案と実施が望まれる。
　ただし、研究開発・技術開発を国が行えば、その後の事業化の
フェーズで民間企業が参入することが期待できるのか、もし期待
できないとするならば、どのような事業形態が考えられるのかに
ついての検討が必要だと考えられる。
　さらに、地熱開発プロジェクトに対する一般の理解を得るには
新エネルギー全体における地熱発電の位置付けを明確に示す
必要がある。また、これまでの投資の効果をあげるため、成果の
普及に関しても人・モノ・金を投入することが必要である。

　地熱は潜在エネルギーとして魅力的であると共に、高温岩体発
電システムは次世代地熱開発には不可欠であり、しかも地下増
温率が大きいという好条件を持つ我が国が世界にさきがけて開
発すべき技術であるといえる。
　本プロジェクトは途中中断により、残念ながら実用化を目指した
第２ステップに進めなかったものの、従来、机上の計算でしかな
かった技術が実用化への第一歩を踏み出し得たことから研究成
果については高く評価できる。今後この成果を実用化へと結び
つける努力を期待したい。
　なお、本プロジェクトにおける多額の投資に対する一般の理解
を得るには、新エネルギーにおける地熱発電の位置付けや、地
熱発電における高温岩体発電システムの位置付けや必要性を
もっと明確に示す必要があったと考えられる。

「貯留層変動探査
法開発」
期間（年）：1997-
2002
総額（億円）：35
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平成１５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

事後評価
７

「即効的・革新的
エネルギー環境
技術研究開発/吸
着材を用いた新規
な天然ガス貯蔵技
術開発」

期間（年）：1998-
2002
総額（億円）：9

　従来の天然ガス貯蔵方式
に比べてより高密度貯蔵を
可能とする吸着材を用いた
新規な天然ガス貯蔵方式を
採用することによって、石油
代替エネルギーとして天然ガ
スの導入を促進します。本目
的を達成するために、新規な
吸着式天然ガス貯蔵システ
ムのキーテクノロジーであるメ
タン吸着材（高性能金属錯
体、活性炭改良品）の材料
開発、製造技術開発を行うと
ともに、各種利用用途システ
ム（吸着式ガスホルダー、
BOG(Boil Off Gas)処理、天
然ガス自動車用燃料貯蔵）
の設計、ベンチスケール装
置及びパイロットスケール装
置による実証試験を行った。

　本プロジェクトでは、わが国の天然ガス供給最大手２社が連携
し、即効的な既存の活性炭の改良と新規有機金属錯体創製の
両面から、世界的水準から見て優れたメタン吸着能力をもつ材料
開発に成功している。また、活性炭を利用したメタン吸着に関し
て、ベンチスケール及びパイロットスケール試験で段階的なコスト
低減を図っている点が高く評価できる。このように材料開発・シス
テム開発ともに妥当かつ具体的な目標設定がなされ、充分な成
果が得られていると判断できる。さらに、他の代替エネルギーに
比べ、比較的短期間で技術開発が可能な本プロジェクトの推進
は、天然ガスの導入促進につながり、部分的にではあっても温室
効果ガス削減に貢献しうるので意義がある。以上により、本プロ
ジェクトはＮＥＤＯの事業である即効的・革新的エネルギー環境
技術開発として、所定の成果が得られていると最終評価段階で
判断できる。

　本プロジェクトにおける吸着材を用いた天然ガス貯蔵技術は汎
用性があるので、吸着式ガスホルダー・ＢＯＧ処理・自動車分野
での天然ガスの有効利用のみならず、実施者により提言されて
いる消化ガスを始めとして、各種ガスの吸着貯蔵など多岐に亘っ
た対象へ積極的に適用することが今後期待される。そのための
方策をＮＥＤＯが積極的に立案することが望まれる。ただ、天然
ガス自動車については、自動車会社と緊密な連携を図ることがこ
れまで以上に必要である。即効的・革新的エネルギー環境技術
は、わが国の将来にとって欠くべかざる技術開発課題であり、今
後ＮＥＤＯは本プロジェクトのように実現の可能性が高いプロジェ
クトを積極的に企画・推進する必要がある。


