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プロジェクト概要  
作成日 平成 20 年 7 月 28 日 

プログラム名 
ナノテク・部材イノベーションプログラム 

エネルギーイノベーションプログラム 

プロジェクト名 革新的マイクロ反応場利用部材技術開発 ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ番号 P06035 

事業担当推進部室・担当者 ナノテクノロジー・材料技術開発部 主査 伊藤和志 

０． 概要 

 マイクロリアクター技術、ナノ空孔技術等の反応場技術および反応媒体、エネルギー供

給手段を組み合わせた協奏的反応場技術を利用し、これまでにない革新的な化学プロセス

の基盤技術を開発し、プロセス革新と新機能材料創製技術を実現することで、部材産業の

競争力を強化いたします。 

１．事業の目的･政策的位置づけについて 

【NEDO が関与する意義】 

マイクロリアクター、ナノ空孔等の反応場利用部材製造技術は従来の工業的物質生産の方

法を根底から変革するものとして、化学産業だけではなく関連する医療、製薬、バイオ関

連、食品産業などからも大きな期待が寄せられている。さらに、省資源や省エネルギーに

貢献し環境に優しい革新的技術としての評価も高く、２１世紀に欠くことのできない科学

技術になるものと予想されている。また、今後、１５年程度を見据え、燃料電池、情報家

電、医療・福祉／安全・安心、環境・エネルギー等の各分野で求められている機能を実現

するためには、これらの各分野で必要な部材の技術課題の解決に向けて、産官学の連携を

強力に推進することが求められている。その反面、研究開発の難易度が高く、開発リスク

が高いことが予想される。 

以上の背景、理由により、民間投資のみに任せるのではなく、ＮＥＤＯにて、産学の科

学的知見を結集し、これらの技術課題の解決にあたると共に、材料産業から部材産業への

転換を促進することにより、我が国産業の国際競争力を強化し、また、社会の共通基盤と

して情報の整備、提供を通じて、行政、産業界、地域住民等の間で科学的知見に基づいた

正確かつ適切な認識の醸成を図る事業方針に基づき、国家的、集中的プロジェクト実施が

必要である。 

 

【実施の効果（費用対効果）】 

研究開発費用(提案時)： ５年間で約２６億円 

(1)期待される市場：  情報通信、電子機器・家電、医療、バイオ、環境等 

 (2)市場創出効果：   ４４００億円程度 

 (3)省エネルギー効果： ３０万ｋ㍑/年程度（原油換算） 

  

【事業の背景･目的･位置づけ】 

マイクロ化学プロセスのコンセプトは海外で生まれたものであるが、我が国は現在研究

開発に積極的且つ組織的に取り組んでおり、マイクロ分析・生産システムプロジェクト(H14

～H17)では、マイクロ流路を利用した温度均一性や混合均一性といった空間均一性により

反応制御が可能であることを見いだした。さらに検討した結果、活性種の生成場を反応場

から分離し、それぞれを独立に制御することにより、合成過程の簡略化や収率の向上など
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極めて効率的な化学品製造技術に繋がることが明らかになった。また、近年メソポーラス

シリカに代表される構造規則性ナノ空孔材料の技術進歩がめざましく、化学品製造のため

の反応場としての利用が期待されるようになった。 

この様な背景下において、本プロジェクトは、マイクロリアクター（マイクロ化学プロ

セス）技術、ナノ空孔技術等の反応場技術および反応媒体、エネルギー供給手段を組み合

わせた協奏的反応場技術を利用した革新的な化学プロセスの基盤技術を開発し、後述のよ

うなプロセス革新と新機能材料創製技術を実現することを目的とする。 

本プロジェクトは、『情報通信、ライフサイエンス、環境、エネルギーなど、あらゆる

分野に対して高度化あるいは不連続な革新（ジャンプアップ）をもたらすナノテクノロジ

ー及び革新的部材技術を確立すること』を目的とした「ナノテク・部材イノベーションプ

ログラム」の一環として実施するものである。同時に、我が国エネルギー供給の効率化に

資する「エネルギーイノベーションプログラム」の一環としても本プロジェクトを行う。

 

２.研究開発マネジメントについて 

【事業の目標】 

 本事業はマイクロリアクター技術、ナノ空孔技術を軸とし、これらに更にマイクロ波、

超臨界流体などを組み合わせた協奏的反応場を構成することにより、これまでにない革新

的な化学プロセスを開発する。さらに、これらの技術を用いて高性能・高機能電子材料、

医薬品中間体などの機能性材料を開発する。 
（個別テーマの具体目標は本文に記載）。 

 

【事業の計画内容】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 研究開発項目

H18 H19 H20 H21 H22

① マイクロリアクター技術
反応剤・触媒等を用いた活性種生成・反応技術の確立

活性種生成場と反応場を分離した反応装置設計と
生産システム化に関する共通基盤技術の開発

共
通 ② ナノ空孔技術
基 ナノ空孔反応場と分子触媒の協働作用技術の開発
盤
技 ナノ空孔反応場と酵素の協働作用技術の開発
術

ナノ空孔固定化触媒の開発

ナノ空孔反応場を利用した反応制御技術の開発

③ 協奏的反応場技術
マイクロリアクターにおける協奏的反応場技術の開発

ナノ空孔における協奏的反応場技術の開発

実 ④ マイクロリアクター技術 活性種生成・反応場を分離したマイクロプラントの構築
用 、ナノ空孔技術および ナノ空孔反応場と分子触媒、酵素を利用した
化 協奏的反応場技術を プラント技術の開発
技 利用したプラント技術 外部エネルギー利用協的反応場技術の開発
術 の開発 高圧との協奏的反応場技術の開発

ナノ空孔子における協奏的反応場技術の開発

スケジュール研究開発項目

H18 H19 H20 H21 H22

① マイクロリアクター技術
反応剤・触媒等を用いた活性種生成・反応技術の確立

活性種生成場と反応場を分離した反応装置設計と
生産システム化に関する共通基盤技術の開発

共
通 ② ナノ空孔技術
基 ナノ空孔反応場と分子触媒の協働作用技術の開発
盤
技 ナノ空孔反応場と酵素の協働作用技術の開発
術

ナノ空孔固定化触媒の開発

ナノ空孔反応場を利用した反応制御技術の開発

③ 協奏的反応場技術
マイクロリアクターにおける協奏的反応場技術の開発

ナノ空孔における協奏的反応場技術の開発

実 ④ マイクロリアクター技術 活性種生成・反応場を分離したマイクロプラントの構築
用 、ナノ空孔技術および ナノ空孔反応場と分子触媒、酵素を利用した
化 協奏的反応場技術を プラント技術の開発
技 利用したプラント技術 外部エネルギー利用協的反応場技術の開発
術 の開発 高圧との協奏的反応場技術の開発

ナノ空孔子における協奏的反応場技術の開発

スケジュール研究開発項目

H18 H19 H20 H21 H22

① マイクロリアクター技術
反応剤・触媒等を用いた活性種生成・反応技術の確立

活性種生成場と反応場を分離した反応装置設計と
生産システム化に関する共通基盤技術の開発

共
通 ② ナノ空孔技術
基 ナノ空孔反応場と分子触媒の協働作用技術の開発
盤
技 ナノ空孔反応場と酵素の協働作用技術の開発
術

ナノ空孔固定化触媒の開発

ナノ空孔反応場を利用した反応制御技術の開発

③ 協奏的反応場技術
マイクロリアクターにおける協奏的反応場技術の開発

ナノ空孔における協奏的反応場技術の開発

実 ④ マイクロリアクター技術 活性種生成・反応場を分離したマイクロプラントの構築
用 、ナノ空孔技術および ナノ空孔反応場と分子触媒、酵素を利用した
化 協奏的反応場技術を プラント技術の開発
技 利用したプラント技術 外部エネルギー利用協的反応場技術の開発
術 の開発 高圧との協奏的反応場技術の開発

ナノ空孔子における協奏的反応場技術の開発

スケジュール

 3



 

【開発予算（単位：百万円）】                                     

  
開発項目

＊） 

H18 

（実績） 

H19 

（実績） 

H20 

（計画） 

H21 

（予定） 

H22 

（予定） 

 予算 ① 107 74 72 （73） （80） 

  ② 109 114 128 （91） （60） 

  ③ 371 294 281 （280） （333） 

  ④（助成）     13 （278） （181） 

総予算額   588 482 493 （722） （654） 

＊）①マイクロリアクター技術、②ナノ空孔技術、③協奏的反応場技術、 

④マイクロリアクター技術、ナノ空孔技術及び協奏的反応場技術 

を利用したプラント技術 

 

【開発体制】 

運営機関 独立行政法人新エネルギー産業技術総合開発機構 

ＰＬ 京都大学 長谷部 伸治 

委託先 マイクロ化学プロセス技術研究組合 

独立行政法人産業技術総合研究所 

共同研究先 京都大学 

再委託先 大阪府立大学、東京大学、横浜国立大学、三重大学、     

東北大学、東京工業大学 

助成 交付決定企業 

 

【情勢変化への対応】 

実用化技術（マイクロリアクター技術、ナノ空孔技術および協奏的反応場技術を利用

したプラント技術の開発）の助成事業化を平成２０年度より随時開始する予定である。 
 
３．研究開発成果について  

１）マイクロリアクター技術 

異なる２つのアリール基をもつ非対称型ジアリールエテンの合成に成功するなど、従来

法では合成できない種々の物質の合成に成功しており、活性種生成場と反応場を分離する

というコンセプトの妥当性を示した。また、このコンセプトに基づくマイクロ混合器、反

応器、計測機器の開発に関して、中間目標でのスペック以上の機器を開発しており、中間

目標は全て達成した。 

２．ナノ空孔技術 

 10 nm 以上の細孔径を有する規則性ナノ空孔材料の大量合成技術の開発、分子触媒や酵

素の細孔への固定化技術の開発、固定化された触媒の活性や選択性での優位性の検証、固

定化酵素の繰り返し使用の可能性の実証、固定化された触媒のリーチング抑制技術の開発
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等について成果をあげた。中間目標は全て達成しており、一部最終目標達成の目処が立っ

ている。 

３．協奏的反応場技術 

 マイクロリアクターにおける協奏的反応場技術の開発では、マイクロリアクターとマイ

クロ波、電気エネルギー、光エネルギーとの協奏的反応場を対象とした装置開発と有用な

反応系の探索、および有機ナノ粒子合成装置開発を行った。また、高圧下、温度差 400℃

以上の流体を数ミリ秒で完全混合、温度均一にできる高温高圧ミキサー、回転撹拌型のマ

イクロリアクター、耐食マイクロデバイス、継ぎ手の開発に成功した。全ての項目で中間

目標を達成し、一部の項目については、最終目標も達成した。 

ナノ空孔における協奏的反応場技術の開発では、空洞共振器法を用いた誘電率測定装置

を開発し、1300 点以上のデータを収集した。また、不均一触媒を用いた転換率 100％、収

率 90％のマイクロ波利用反応システムの開発、ナノ空孔材料固定マイクロリアクターの開

発を行った。さらに、水を化学原料、反応媒体とするプロセスにより転化率７７％以上、

選択率９０％以上を達成し、重水を用いた同位体標識法へ展開し実用レベルの同位体標識

標準物質合成に成功した。その他、蛍光基質を用いてナノ空孔材料のマイクロリアクター

によるリパーゼの加水分解反応の定量化を行った。以上により、中間目標は全て達成した。

４．マイクロリアクター技術、ナノ空孔技術および協奏的反応場技術を利用したプラント

技術の開発 

 平成 20 年度より、「ニトロ基（化合物）を起点及び終点とした新規化合物製造プロセス

の確立」に関する研究が開始された。原簿作成時点では、申請が採択された直後であり、

具体的な成果の記述は割愛する。 

 

４．実用化、事業化の見通しについて 

本プロジェクトは、マイクロリアクター技術、ナノ空孔技術、協奏的反応場を幅広く工

業的に利用可能とするためのプラント技術の開発を、実用化研究として予定している。平

成２０年度より、「ニトロ基（化合物）を起点及び終点とした新規化合物製造プロセスの確

立」に関する実用化研究が開始された。また、下記の８件に関する計画が進んでいる。 
・炭素アニオン種の生成・反応技術の開発 
・有機金属と触媒を用いたマイクロ協奏場反応技術開発 
・ナノ空孔反応場と酵素の協働作用技術の開発 
・ナノ空孔固定化触媒の開発 
・マイクロ波利用協奏的マイクロリアクター汎用プラント技術の開発 
・ナノ空孔反応場と分子触媒の協働作用技術の開発 
・光エネルギーを用いたマイクロ協奏場反応技術開発 
・ナノ微粒子形成におけるマイクロ協奏場反応技術開発 

個々の内容については、非公開資料「Ⅳ．実用化の見通しについて」に記述する。 
本プロジェクトでは、実用化研究と並行して共通基盤技術に関する研究を継続して進め

る。事業化の成功率を向上させるためにも、助成事業が本格化する２１年度以降、プロジ

ェクトとして、基盤技術研究で開発された技術（シーズ）を実用化研究にスムーズに適用

できる仕組み、また実用化研究の問題点（ニーズ）を共通基盤技術研究にフィードバック
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する仕組みが必要である。平成２０年度中にこのような体制の構築を行う。また、事業化

拡大の観点では本プロジェクト参加企業のみでは不十分であり、プロジェクト外へも積極

的に展開する必要がある。そのために、基盤技術の十分な構築とともにプロジェクト非参

加企業が本プロジェクトの成果を利用できる仕組み（たとえば、共同利用センター）の構

築についても検討を進める。このような活動を通して、成果の事業化の拡大を図る。 
 

５．評価に関する事項 

評価予定 実施時期 平成 20 年度 中間評価実施 

 評価項目・評価基準 標準的評価項目・評価基準 

評価予定 実施時期 平成 23 年度 事後評価実施予定

 評価項目・評価基準 標準的評価項目・評価基準 

 

６．基本計画に関する事項 

作成時期 平成 18 年 3 月制定 

変更履歴 平成 18 年 6 月、研究開発責任者（プロジェクトリーダー）

決定に伴い改訂。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

「革新的マイクロ反応場利用部材技術開発」全体の研究開発実施体制 

 

 

 

 

 

 

 

（独）産業技術総合研究所 
・研究実施場所：つくばセンター 

東北センター 
・研究開発項目：②、③ 

再委託 

委託

共同研究 

共同研究 

共

同

研

究
京都大学 
・研究開発項目：①、③ 

 

実施項目 
括弧内の丸数字は、以下の研究開発項目を示す。 
①「マイクロリアクター技術」 
②「ナノ空孔技術」 
③「協奏的反応場技術」 
④「マイクロリアクター技術、ナノ空孔技術および協奏的反応場

技術を利用したプラント技術の開発」 

Ｎ Ｅ Ｄ Ｏ 
指示・協議 

東京工業大学 
・研究開発項目：③ 

東北大学 
・研究開発項目：③ 

三重大学 
・研究開発項目：③ 

プロジェクトリーダー 
・所属 京都大学 
・役職名 教授 
・氏名 長谷部 伸治 

マイクロ化学プロセス技術研究組合 
 

横浜国立大学 
・研究開発項目：②、③ 

・研究実施場所：京都集中研究所（京都

大学工学研究科イン

テックセンター内） 
 

・研究開発項目：①、③ 
・参加企業：日立製作所、和光純薬工業、

富士フイルム、横河電機、

富士ﾌｲﾙﾑﾌｧｲﾝｹﾐｶﾙｽﾞ、 
日油、山田化学工業 

 

・研究実施場所：つくば集中研究所（産

業技術総合研究所つ

くばセンター内） 
・研究開発項目：②、③ 

技術推進委員会 

委託 

交付決定企業 
 
研究開発項目④ 

再委託 

助成 

・参加企業：和光純薬工業、太陽化学、

エヌ・イー ケムキャット

大阪府立大学 
・研究開発項目：①、③ 

東京大学 
・研究開発項目：②、③ 
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「革新的マイクロ反応場利用部材技術開発」（中間評価） 

評価概要（案） 

 
１．総 論 

１）総合評価 

産官学一体となり、有機合成、触媒化学、反応工学、化学工学の専門家が協奏し

て新しい概念と成果を創出しており、マイクロリアクター技術、ナノ空孔技術、協

奏的反応場構築ともに、中間での研究成果も目標を達成している項目がほとんどで

全体として順調に研究開発が進展していると判断する。特に、マイクロリアクター

技術は世界最先端の成果がいくつかあり、プロジェクトの大きな特徴である活性種

の生成と反応の場を分離する考え方は世界的にも独自性があり高く評価できる。ナ

ノ空孔技術と協奏的反応場技術については未成熟な部分も認められるが、全体が有

機的に構成されており、バランスの良いプロジェクトである。また、研究開発全体

的に実用化のイメージを持っており、成果発表や特許申請も積極的であり、国際的

にも高い技術水準にあると言える。 

後半の実用化研究にあたっては、各種条件の最適化を検討する必要があり、より

精度の高いデータ解析や理論的な裏付けが望まれる。また、プロジェクト終了後の

フェーズにおいては、成果普及のためには、研究成果をより一般的に展開するため

の方策としての共通基盤研究の体系化、および技術情報センターのような機能作り

も検討すべきである。 

 

２）今後に対する提言 

今後は実用化研究が主体となると考えるが、個々の目標は明確であり、プロジェ

クト終了時点で実用化可能となるテーマが少しでも多くなるように期待する。また、

マイクロリアクター技術の成果は他分野の研究者にも十分応用可能と考えるので、

研究プロジェクト終了後に一般の研究者、企業にも検討可能なシステムを期待した

い。 

なお、マイクロリアクター技術とナノ空孔技術の開発が、やや独立に行われている

感があり、マイクロ波利用など、共通開発要素を中心としてより協力を密にして相

乗効果が表れることを期待する。また、個別の研究開発が先行して各研究項目の進

捗は優れているが、プロジェクト終了後のフェーズにおいては、共通基盤研究とし

ての体系化や、そのためのサンプルやデータの整備が望まれる。 

 

２．各 論 

１）事業の位置付け・必要性について 

本プロジェクトはナノテク・部材イノベーションプログラムに軸足を置いたもの

として理解され、高付加価値製品の多品種少量生産のための革新的な化学生産プロ
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セス構築に向けて、マイクロリアクター技術による生成と反応の分離など世界的に

も全く新しい発想に基づいた研究開発である。萌芽的研究要素も多く、開発レベル

を考えると現時点で企業単独で行うよりも産官学が一体となって NEDO が関与して

開発を促進することは十分な意義があると判断する。 

また、マイクロ反応場を利用した反応系は応用分野が広く、高い汎用性の展開の

可能性があり公共性が高く、特に、欧米に対するわが国の独自性の差別化と実用化

後の市場創出効果から見て事業の目的は妥当である。また、省エネルギー効果から

エネルギーイノベーションプログラムへの寄与も期待され、学術面からは新しい「ナ

ノ・マイクロ」化学工学の体系化が期待される。 

なお、プロジェクト終了後のフェーズにおいては、企業や研究機関に対して本技

術の積極的な導入を促すためには、反応速度や収率、純度において既存技術とは一

線を画す高いレベルが要求され、また、省エネルギー効果の積み上げをアピールす

ることも重要である。 

 

２）研究開発マネジメントについて 

集中研と各企業の連携もよく取れており、産官学が良くコーディネートされてお

り、企業も適切に選択され、実用化に向けて効率的に開発が行える状況と判断する。

プロジェクトリーダーは全体を十分把握して 3 つの研究分野を運営し、達成度を詳

細に評価して研究開発の進展に応じて計画の見直しを適切に実施していると評価で

きる。また、マイルストーン表を導入した PL のマネジメント体制も有効に機能して

いる。 

なお、一層の研究の進展には、マイクロリアクターとナノ空孔技術の二つのグル

ープの交流が重要であり、地理的に離れた 2つの拠点の協力体制の拡充が望まれる。

また、協奏的反応場技術に関する評価・解析の進展には、光化学、マイクロ波関連

化学等のさらに踏み込んだ専門的議論を行うなどを期待する。 

なお、今後個々の企業が助成段階に入った後も、新規な成果を継続的に取り入れ

るために委託研究を推進する大学、国の研究機関との連携を密接に保ってプロジェ

クトを進めることを期待する。 

 

３）研究開発成果について 

中間目標はおおむねクリアされ、中には最終目標に近い成果が得られているもの

もある。特に、生成と反応の場を分離するという世界最高水準のマイクロリアクタ

ーの特徴を具現化している点で研究成果に優位性があり、技術の革新によって市場

の創造をもたらす可能性が高い。これまでの成果と進捗状況から判断して、最終目

標の達成は可能であると期待できる。また、知的財産権等の取得や論文の発表も盛

んであり、標準化の取組、成果の普及についても適切に遂行されている。 

なお、ナノ空孔技術、協奏反応場技術の成果は、まだ一般性のある成果とは言え

ないことから、一般的な応用可能性も視野に入れて研究を進め、プロジェクト終了

後のフェーズにおいては、その成果を普及および発展させるために基盤技術の体系
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化を目指した研究が望まれる。ナノ空孔技術では個々の反応によって空孔の修飾技

術が異なることが想定されるが、今後の状況によっては、できるだけ一般的な手法

が望まれる。また、ラボレベルでの成果は良好であるが、今後の状況によっては、

マイクロ反応場の高い効果を維持したままスケールアップが可能かどうかの検討が

望まれる。 

 

４）実用化の見通しについて 

マイクロリアクター技術、ナノ空孔技術、協奏反応場技術とも実用化イメージ、

出口イメージは明確であり、適切なマイルストーンに則って研究開発が進められ、

基盤事業と助成事業である実用化検討を行う企業との連携がうまく取られ、企業の

事業創出の意欲も大いに評価できる。今後、精密有機合成、および、通常では進行

困難な反応系や付加価値の高い化合物の効率的な合成への技術的波及効果が期待さ

れる。 

一方、実用化が成立してもそれに汎用性がなければ、参加企業の利益にしかなら

ず、十分な波及効果を得るためには、成果を一般の研究者が利用するための仕組み

がプロジェクト終了後のフェーズにおいては必要である。 

 

 

 



個別テーマに関する評価 

 成果に関する評価 実用化の見通しに関する評価 今後に対する提言 

マ
イ
ク
ロ
リ
ア
ク
タ
ー
技
術 

マイクロリアクターを用いた新規な概念を導
入し、活性種生成場と反応場に分離かつ精密制御
して最適化された流通式反応器を用いて新規な
合成手法とデバイスを開発したこと、また、短滞
留時間、急速混合や急速昇降温が可能な集積型反
応器を開発し、さらに新計測装置や制御・管理シ
ステムを開発しつつあり世界最高水準にあると
評価できる。最終的な成果は有機ファインケミカ
ルズ生産技術の創出につながるものであり、量産
を前提とした開発コンセプトが明確で、国内の市
場創出効果も予測されており期待できる。特許お
よび論文による成果の取り扱いも妥当である。 
これらの技術を用いた新規な反応の実用化検

討として、光スイッチング材料として期待される
非対称ジアリールエテンの合成系の確立は、従来
技術に対して大きな優位性を持つものであり、高
純度の化合物を実用的な条件で合成できるよう
になった点で高く評価できる。 
一方、プロジェクト終了後のフェーズにおいて

は、マイクロ化学工学の体系化という視点から、
マイクロリアクター設計方法の体系化のため化
学反応速度論を導入し、数値計算により設計でき
るという技術にすることが望まれる。さらに、今
後の状況によってはスケールアップのための条
件検討や、マイクロリアクターへの触媒技術の導
入、そのための触媒固定化等の研究が望まれる。

光スイッチング材料として
の利用が期待されている非対
称ジアリールエテンの合成が
実用的な反応条件で合成可能
になった点が評価でき、反応
系の汎用性も高く、幅広い分
野での応用が期待され、光材
料や医薬中間体の最終製品の
マーケットは大きく波及効果
が期待できる。また、基礎研
究段階で十分なコミュニケー
ションが取れており、最終製
品を明確にした上で開発にア
プローチしていることから、
企業による実用化研究が期待
される。 
なお、いずれのテーマもこ

れまでに実用化されたことの
ない新規な手法を用いるため
今後想定しない問題点が出る
可能性がある。このため、今
後も大学における基礎研究と
十分連携しながらの研究を期
待したい。 
 

今後の進捗状況によって
は、多品種生産に対応する
ための操作条件の制御手
法、反応解析、流れ解析、
触媒のマイクロリアクター
内への固定化と循環技術、
また実用レベルでの製品の
分離・精製操作技術などの
開発、さらに反応システム
全体として見たときの小型
化、省エネルギー効果も期
待したい。 
これまでの研究成果は、

新規なアイデアをベースに
世界最高レベルの成果が得
られ、プロジェクト終了後
のフェーズにおいては、こ
の分野で日本がリードして
いくためにも他分野の研究
者が容易にマイクロリアク
ターを応用できるかという
配慮、および個々の基盤技
術を確立・集積化すること
による体系化を期待した
い。 
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 成果に関する評価 実用化の見通しに関する評価 今後に対する提言 

ナ
ノ
空
孔
技
術 

機能性化学品や情報・電子関連機
能性化学品を高効率また高収率に
製造することを目的として、ナノ空
孔反応場技術について、ナノ空孔に
特徴的な反応の発見、触媒あるいは
触媒担体として実用化が困難とさ
れているメソポーラスシリカの実
用化を目指し、また、細孔径が比較
的自由に制御できるためゼオライ
トでは不可能な化学反応が実現で
きる可能性があるなど、得られつつ
ある成果は今後の発展を十分に期
待させるものである。掲載論文数、
学会発表数ならびに特許出願数も
多く、積極的に取り組んでいるもの
と評価される。 
一方、各研究開発が特定構造の個

別材料の開発にとどまっている面
があり、状況によっては、他の構造
の材料も検討の余地がある。また今
後、触媒の固定化、再利用が重要な
課題となると想定され、状況によっ
ては、新規なメソ孔の修飾法や触媒
自体の機能化が望まれる。さらに、
プロジェクト終了後の製品開発の
フェーズにおいては、事業としての
コスト、生産性、及び機械的脆弱性
をどう解決するかの道筋を明確に
する必要がある。 

環状イオウ酸エステル類（情報・
電子関連機能化学品／電解液用途）
の合成は既に最終目標をクリアして
おり、塩基性官能基修飾材料等も十
分目標値を達成しており、さらに、
酵素固定化における酵素の安定性の
向上、ならびに 50 回以上の繰り返し
反応を可能にした点は、実用化に向
けた技術として高く評価でき、基盤
研究と実用化研究の体制がうまくコ
ワークしている。 
なお、実用化の問題点で最も重要

な課題は、高活性を維持した固定化、
さらに繰り返し利用が可能な安定性
である。今後、状況によっては、メ
ソ孔の表面修飾および触媒・酵素自
身の新規な修飾、溶媒の選定などで
改良が望まれる。 
また、波及効果を広範なものにす

るために、技術の体系化、一般化を
行うストーリー作成がプロジェクト
終了後のフェーズにおいては課題で
あり、従来の問題点が本事業で開発
される技術により、どのようになぜ
解決できるのかを明確にする必要が
ある。また、プロジェクト終了後の
フェーズにおいては国内外のナノ空
孔技術開発動向における役割・寄
与・差別化を一層明確にすることが
期待される。 

ナノ空孔を用いた実用レベルの
プロセス開発においては、新規な
アイデアが見られず、既知技術の
集積化の面が強いため、メソポー
ラスシリカでなければならない理
由、新現象を提示することが重要
であり、触媒化学においてゼオラ
イトとは異なる新しい流れを作る
ことができるかどうかが鍵であ
る。 

実用化を目指した研究段階にお
いては、固定化された触媒や酵素
の安定性の確保、劣化防止技術の
目標設定とその方法論についてよ
り具体的なイメージが望まれる。
さらに、プロジェクト終了後の製
品開発のフェーズにおいては、協
働作用発現のモデルとして付加価
値の高い反応系を提案し、ナノ空
孔反応場の有効性を明らかにする
ことによって学術的な普遍化を期
待する。 

また、出口のイメージを優先し
たことから、やや共通基盤技術開
発などの汎用的な研究の体系化な
どに少し物足りなさがあり、進捗
状況によっては、さらに多くのサ
ンプルとデータの蓄積が望まれ
る。 
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 成果に関する評価 実用化の見通しに関する評価 今後に対する提言 

協
奏
的
反
応
場
技
術 

ナノ空孔における協奏的反応場技術に
おいては、多くの基礎物性が測定できてお
り、またマイクロリアクターで得られる新
概念に、光化学、マイクロ波、超音波、高
圧等の外部エネルギーを結びつけること
により、今までの化学反応系では不可能な
化学反応系が可能となるなど、全体的に研
究開発の進捗は中間目標に対して達成度
は高い。また、独自性・先進性が高く、得
られつつある成果は基礎および応用面か
ら期待が大きい。特に、マイクロ波利用装
置に関してはシミュレーションと実験結
果の整合性も良く今後の展開が期待され
る。学会発表数ならびに特許出願数も多
く、積極的に取り組んでいるものと評価で
きる。 
一方、協奏的反応場での反応における理

論的裏付けには議論の余地がある。各種の
外部エネルギーを用いる化学では、ある程
度出来上がった体系が存在する。その分野
の高度な部分を理解しながら取り入れて
ゆくことが有用である。また、「ナノ空孔
における協奏的反応場技術」でいろいろな
角度から数多くのアプローチを行なって
いるのはいいが、プロジェクト終了後のフ
ェーズにおいては、それをもっと体系的に
まとめることを期待する。 

マイクロ波関連の基礎物性データ
をよくまとめ、ナノ空孔触媒を用いた
水を反応媒体、水素源とするフェニル
ボロン酸類の還元反応では転化率、選
択率とも好成績が得られており、また
高圧マイクロデバイスの開発では、ニ
トロ化合物の関連する反応において
好結果が得られるなど、混合系の確立
や副反応の低下など、実用化に向けて
進捗しており実用化が期待できる。ま
た、リアクター素材の耐圧性や耐腐食
性についても実用化へ向けての具体
的な検討がなされていることは評価
できる。 
一方、実用化に際しては、装置に生

じる閉塞等のトラブルの減少技術、省
エネルギー的見地からの評価も今後
の状況によっては、より具体的に検討
する余地がある。さらに、検討する反
応が比較的限られているように感じ
られ、プロジェクト終了後の製品開発
のフェーズにおいては、より広範な反
応についての検討や、ナノ空孔材料固
定化マイクロリアクターにおいては、
どのような構造でどのような反応を
行った場合に、利点があるのかを明確
にすることが望まれる。 

他の 2 つの技術分野と
の十分な情報の交換によ
る一層の協力関係に立っ
た研究の遂行が望まれる。
また、プロジェクト終了後
のフェーズにおいては、高
精度で決定された誘電特
性パラメータと新規開発
されたシミュレーション
技術の融合、反応場という
視点からの成果全体の体
系化の検討、プラントレベ
ルまで拡張したときの効
率性の検討、プロジェクト
外の研究者との外部エネ
ルギー関連化学に関する
最高の議論を可能とする
場の検討などが望まれる。

なお、電気エネルギー利
用や光エネルギー利用は
マイクロリアクターの構
造や対象となる反応を良
く検討しないと、必ずしも
エネルギーの有効利用に
ならない可能性があり、今
後の状況によっては検討
が望まれる。 

13 

 

 



評点結果〔プロジェクト全体〕 
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４．実用化の見通し　　　　　

３．研究開発成果　　　　　　

２．研究開発マネジメント　　

１．事業の位置付け、必要性

平均値

 

           

 評価項目 
平均

値 
            素 点 （注）   

 １．事業の位置付け、必要性 3.0 Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ  

 ２．研究開発マネジメント 2.7 Ａ Ｂ Ａ Ａ Ａ Ｂ Ａ  

 ３．研究開発成果   2.7 Ａ Ａ Ｂ Ａ Ａ Ｂ Ａ  

 ４．実用化の見通し 1.9 Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｃ Ｂ  

 （注）A=3，B=2，C=1，D=0 として事務局が数値に換算し、平均値を算出  

 

 ＜判定基準＞ 
(1)事業の位置付け・必要性について(3)研究開発成果について 

・非常に重要        →A
・重要           →B
・概ね妥当         →C
・妥当性がない、又は失われた→D

・非常によい        →A 
・よい           →B 
・概ね妥当         →C 
・妥当とはいえない     →D 

(2)研究開発マネジメントについて (4)実用化の見通しについて 

・非常によい        →A 
・よい           →B 
・概ね適切         →C 
・適切とはいえない     →D 

・非常に明確         →A 
・明確                       →B 
・概ね明確          →C 
・見通しが不明               →D 

2.7

3.0

2.7

1.9

0 1 2 3

４．実用化の見通し　　　　　

３．研究開発成果　　　　　　

２．研究開発マネジメント　　

１．事業の位置付け、必要性

平均値



 
評点結果〔個別テーマ〕 

 
１． マイクロリアクター技術 

2.6

3.0

0.0 1.0 2.0 3.0

２．実用化の見通し

１．研究開発成果　

 平均値  
 
２． ナノ空孔技術 

1.7

2.0

0.0 1.0 2.0 3.0

２．実用化の見通し

１．研究開発成果　

 平均値  

 
３． 協奏的反応場技術 

1.6

2.3

0.0 1.0 2.0 3.0

２．実用化の見通し

１．研究開発成果　

 平均値  

 

 

 個別テーマ 評価項目 平均値       素 点（注）  

研究開発成果 3.0  Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ 
1 

マイクロリアクター技

術 実用化の見通し 2.6  Ｂ Ａ Ｂ Ａ Ａ Ａ Ｂ 

研究開発成果 2.0  Ａ Ｂ Ｃ Ａ Ａ Ｃ Ｃ 
2 ナノ空孔技術 

実用化の見通し 1.7  Ｂ Ｂ Ｃ Ｂ Ｂ Ｃ Ｂ 

研究開発成果 2.3  Ａ Ａ Ｃ Ａ Ａ Ｂ Ｃ 
3 協奏的反応場技術 

実用化の見通し 1.6  Ｂ Ｂ Ｃ Ｂ Ｂ Ｃ Ｃ 

 

（注）A=3，B=2，C=1，D=0 として事務局が数値に換算し、平均値を算出 
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＜判定基準＞ 

(1)研究開発成果について （2)実用化の見通しについて 

・非常によい        →A 

・よい           →B 

・概ね妥当         →C 

・妥当とはいえない     →D 

・非常に明確          →A

・明確                        →B

・概ね明確           →C

・見通しが不明                →D
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