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         平成２２年度実施方針 

 
省エネルギー技術開発部 

 
１．件 名：プログラム名 エネルギーイノベーションプログラム 

（大項目）革新的ガラス溶融プロセス技術開発 
 
２．根拠法 
  独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法第１５条第１項第一号ハ 
   
３．背景及び目的・目標 

我が国のガラス産業は全産業の約１％に相当するエネルギーを消費するエネルギー多

消費型産業である。その量は原油換算で毎年約２００万ｋLにも及び、その大部分がガラ

ス製造における溶融工程で消費されている。また、最近では液晶やプラズマディスプレ

イなどに用いられる高品質・高付加価値化ガラスの需要が増大の一途にあり、製造にか

かるエネルギー消費はますます拡大する傾向にあるため、ガラス製造に係る省エネルギ

ーのための抜本的技術開発は重要かつ緊急の課題であるが、ガラス製造者による省エネ

ルギー化への改善努力も約１５０年前の技術がベースとなり踏襲され続けているガラス

溶解法の下では限界に達してきている。このため、独立行政法人新エネルギー・産業技

術総合開発機構（以下、「ＮＥＤＯ」という。）では、平成１７年度から平成１９年度に

かけて「エネルギー使用合理化技術戦略的開発」において酸素燃焼炎とプラズマを用い

た気中溶解（インフライトメルティング）法による省エネルギー型ガラス溶解技術の先

導的技術開発を手掛け、その有効性を確認したところである。 

ＮＥＤＯは、この先導研究成果を踏まえてガラス産業における革新的省エネルギー技

術を確立するため、エネルギーイノベーションプログラムの一環として以下のプロジェ

クトを実施する。 

本プロジェクトでは、気中溶解（インフライトメルティング）法を用いて、短時間で

のガラス原料溶解を実現する技術、高速で高効率にカレットを加熱する技術及び気中溶

解により生成したガラス融液とカレット融液とを高速で撹拌し均質なガラス融液とする

技術の開発を行い、最もエネルギーを消費するガラス原料溶解工程全般に亘る革新的技

術の開発を行うことを目的とする。 
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［委託事業］ 
 ［中間目標：平成２２年度］ 
   ①気中溶解（インフライトメルティング）技術開発 

・カレットなしでガラスを製造する場合における溶解エネルギー： 
１０００kcal／kg-glass 以下でかつ必要なガラス化率の達成。 

②ガラスカレット（再生材）高効率加熱技術開発 
・カレットを適用できる気中溶解技術の成立。 
・カレットの１２００℃までの昇温時間：１分以内。 

③ガラス原料融液とカレット融液との高速混合技術開発 
・均一に混合するまでの時間：４時間以内。 
・均質性評価技術の確立。 

 ［最終目標：平成２４年度］ 
   ①気中溶解（インフライトメルティング）技術開発 
    ・カレットなしでガラスを製造する場合における溶解エネルギー： 
     ９００kcal／kg-glass 以下でかつ必要なガラス化率の達成。 
   ②ガラスカレット（再生材）高効率加熱技術開発 
    ・カレットのみを原料としてガラスを製造する場合における溶融エネルギー： 
     １８００kcal／kg-glass 以下 

・カレットの１２００℃までの昇温時間：１分以内。 
   ③ガラス原料融液とカレット融液との高速混合技術開発 
    ・均一に混合するまでの時間：２時間以内。 
    
４．実施内容及び進捗（達成）状況 
   独立行政法人物質・材料研究機構ナノ物質ラボ長 井上 悟をプロジェクトリーダ

ーとし、以下の研究開発を実施した。なお、研究開発項目の記号については、基本計

画の（別紙）研究開発計画と同様である。 
 
４．１ 平成２０年度・平成２１年度（委託）事業内容 

研究開発項目①「気中溶解（インフライトメルティング）技術開発」 
（１）超高効率気中加熱技術の開発 

ａ）溶解試験炉設計・製作と改良（１～２ｔ／ｄ、カレット加熱にも使用） 
         平成２０年度 ：１ｔ／ｄ規模のインフライトメルティング試験炉の設

計と製作をほぼ終了し、酸素燃焼バーナー単体試験及

び試験炉熱間試運転を経て溶融試験を実施した。（東洋

ガラス株式会社） 
ｂ）炉条件適正化（炉形状、バーナ改善） 

2 
 



平成２１年度 ：１ｔ／ｄ溶融試験炉の試験結果及びモデル実験等の結

果を反映し、燃焼室形状の適正化及びカレットを溶融

可能とするための試験炉の改造を行い、３６時間の連

続運転等を行い、最適条件を探索に着手した。（東洋

ガラス株式会社） 
      ｄ）炉材評価 
        平成２１年度 ：１ｔ／ｄ溶融試験炉に異なる炉材の煉瓦を適用し試験

を開始した。1 号炉で使用した煉瓦は損傷状況を解析す

るため回収した。解析結果をもとに評価を行った。（東

洋ガラス株式会社） 
ｅ）原料・ガラス品質評価 
   平成２０年度 ：インフライトメルティング試験炉へ供するソーダライ 

  ム造粒体の製造を実施。液晶用ガラス造粒体のインフ 
ライトメルティングについてB2O3残存率とガラス化率 
との関係も明らかにした。（旭硝子株式会社） 

 
（２）プラズマ・酸素燃焼炎加熱技術の開発 

      ａ）複合加熱の高安定化（安定流の形成） 
平成２０年度 ：多相プラズマによるハイブリッド加熱安定化に向けて  

 電極配置を変えて試験を行い所期の性能を確認。電源

トランスの増設と電極の改造を行った。（東京工業大

学） 
  平成２１年度 ：酸素炎の周囲にプラズマアークを形成する複合加熱場 

を前提として多相アークの発生方法を検討し、比較的 
安定なアークを得る電極配置や位相の順序等について 
知見を得た。（東京工業大学） 

  ｃ）電極の長寿命化 
平成２１年度 ：ハイブリッド加熱試験装置における多相アーク電極の

冷却システムおよび電源システムを改良し電極消耗量

を低減した。（東京工業大学） 
     ｄ）高付加価値ガラスへの適用性評価 

平成２１年度 ：液晶用ガラス造粒体のインフライトメルティングにつ

いて、高 B2O3残存率と高ガラス化率を両立させる条件

として、造粒体の強度を高めることが有効であった。

インフライトメルティング実験装置（旭硝子株式会社

保管）にメルト採取装置を組み込み溶融体としてのガ
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ラスの品質評価を行った。１ｔ／ｄ溶融試験炉へ供す

る造粒体の製造量のスケールアップを実施した。また、  
                溶融試験で得られたガラスのミクロな均質性評価を実

施した。（旭硝子株式会社） 
 

   （３）共通基盤技術 
      ａ）気中溶解特有の現象と融液挙動の解明 
        平成２０年度 ：ガラス融液観察のための炉を製作すると共に H２１年 

   度購入予定のインフライトメルティング粒子のその場 
評価及び観察のための高速度カメラ候補を複数選定し 
事前の性能確認を行った。（東京工業大学） 

  平成２１年度 ：プラズマ及びハイブリッド加熱によるガラス化率、成 
 分揮発量への影響を調査した。また、溶融粒子計測装 
置を購入し、必要なレンズ仕様の適正化を行った。製 
作した直接観察炉によりガラス融液内に発生する気泡 
の動的変化を定量的に抽出すると共に、高温場での気 
泡生成と雰囲気への影響の評価のために直接観察装置 
の改造を行った。（東京工業大学） 

      ｂ）シミュレーション技術（モデル構築） 
平成２０年度 ：多相プラズマモデル、液体燃料燃焼モデル及び計算高 

 速化の各プログラムを開発する共に先導研究で開発し 
た各種シミュレーションモデルを東洋ガラス株式会社 
保有の試験炉の製作図に基づき適用し改良した。（社団 
法人ニューガラスフォーラム） 

                平成２１年度 ：ガラス融液とカレット融液との混合撹拌モデルを構築 
しシミュレーション評価を行う環境を整備した。溶融 
炉におけるガラス接液部の耐火物侵食を予測するモデ 
ルを作成し、炉形状と温度分布の適正化及び溶融炉の 
耐用年数予測に着手した。（社団法人ニューガラスフォ 
ーラム） 

   
   研究開発項目②「ガラスカレット（再生材）高効率加熱技術開発」 
   （１）高速高効率加熱技術の開発 
     ｃ）カレット加熱法 

平成２１年度 ：カレット予熱装置の製作に着手した。カレット供給装置

を作製し、インフライトメルティング法によるカレット
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粒子溶融のための最適粒径の検討を開始した。（東洋ガラ

ス株式会社） 
    

（２）カレット超加熱技術の開発 
      平成２０年度 ：カレット供給装置と予熱装置の検討を実施し、予熱予備 

試験を外注にて行った。（東洋ガラス株式会社） 
    平成２１年度 ：カレット予熱に適するロータリー式加熱炉を購入し、１ｔ      

／ｄ溶融試験炉に設置した。（東洋ガラス株式会社） 
 
   研究開発項目③「ガラス原料融液とカレット融液との高速混合技術開発」 
   （１）撹拌技術の開発 

平成２０年度 ：融液撹拌の物理モデル実験のための図面作成と機器選定を 
  終了し予備試験を実施。撹拌子の材質評価装置を設計した。

（東洋ガラス株式会社） 
   平成２１年度 ：撹拌装置を１ｔ／ｄ溶融試験炉に設置し、撹拌実験に着手 

   した。撹拌装置の運転条件とガラス均質度及び気泡に与え 
  る影響を評価し、均質度改善に効果的な撹拌装置と運転条  

件を探索した。（東洋ガラス株式会社） 
 
（２）均質性評価技術の開発 

平成２０年度 ：泡と脈理を分離認識する均質化評価のための画像解析手法 
  を検討した。（独立行政法人物質・材料研究機構） 

  平成２１年度 ：泡と脈理の画像解析により泡の大きさ分布及び脈理の相関 
確率分布の評価方法を検討した。（独立行政法人物質・材料 
研究機構） 

 
４．２ 実績推移 

    平成２０年度       平成２１年度 
     委託           委託 

実績額推移 
 ①需給勘定（百万円） 

     
     ３３３         ４５０ 

特許出願件数（件）        ０           １ 
論文発表数（報）        ６           ９ 

              （論文２、学会発表７） 
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５．事業内容 
独立行政法人物質・材料研究機構ナノスケール物質萌芽ラボ ラボ長 井上 悟をプロ 
ジェクトリーダーとし、以下の研究開発を実施する。実施体制については別紙を参照の 
こと。なお、研究開発項目の記号については、基本計画の（別紙）研究開発計画と同様

である。 
 
５．１ 平成２２年度（委託）事業内容 
研究開発項目①「気中溶解（インフライトメルティング）技術開発」 
（１）超高効率気中加熱技術の開発 

     ｂ）炉条件適正化（炉形状、バーナ改善） 
      ・H２１年度に引き続き、最適なバーナー先端位置を探索する。（東洋ガラス 

株式会社） 
     ｃ）搬送気体量低減（最適気体流速の探索、振動付与など） 

・カレットなしでソーダ石灰ガラスを製造する場合における溶融エネルギー 
として 1000kcal／kg-glass 以下でかつ必要なガラス化率を試験炉で達成す 
るための運転条件を、溶融炉構造と炉運転条件（火炎長、貯留槽サイズな 
ど）の適正化、搬送気体量低減等を図ることにより探求する。着色ガラス 
用ソーダ石灰ガラス原料の造粒体を用いて溶融実験を行い、市販レベルの 
着色品質を得るための着色ガラス溶融に必要な原料調合および運転条件を 
探求する。溶融ガラスの試料切断研磨加工、ガラス組成分析、ガス組成分 
析、光学的均質度測定、泡挙動実測作業等、試験炉操業における溶融試験 
作業の一部は外注で行う。（東洋ガラス株式会社） 

ｄ）炉材評価 
・数種の炉材を比較使用し最適な炉材を探索を継続する。（東洋ガラス株式会 
社） 

    
（２）プラズマ・酸素燃焼炎加熱技術の開発 

a) 複合加熱の高安定化（安定流の形成） 
・燃焼炎、多相アーク、およびそれらの組み合わせにおける気中溶解中の溶 
融粒子の温度、速度を計測し、溶融粒子の高ガラス化率と成分の低揮発量 
を満たすための指針を得る。多相アーク炉冷却水システムを改造し、燃焼 
炎と多相アークの組み合わせにおいて、パワー配分を変える実験を行い、 
溶融粒子の高ガラス化率と成分の低揮発量を満たすために必要な多相アー 
クの最低パワーを決定する。（東京工業大学） 

     ｃ）電極の長寿命化 
     ・多相アークの電極消耗量を抑制するために、電極損耗のメカニズムの解明 
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を行う。また、得られた知見をもとに電極を改良し、溶融ガラスへの不純 
物混入が 0.1％以下となる 50 mg/min 以下の電極消耗量をめざす。（東京工 
業大学） 

ｄ）高付加価値ガラスへの適用性評価 
     ・平成２０年度、平成２１年度で得られた結果を踏まえて、プラズマおよび 

ハイブリッド加熱の特徴を明確にし、目標の B2O3残存率、ガラス化率、気 
孔率を満足できる液晶用ガラスの最適気中溶融加熱条件を提案する。また、 
プラズマリングを新たに購入し、前記最適条件を得るための試験に使用す 
る。また、試験用の原料Ｂ造粒加工作業（原料Ｂ：液晶用ガラス原料）お 
よび、得られたガラスの試料切断研磨加工、組成分析、気泡成分分析等は 
外注で行う。（旭硝子株式会社） 

     ・超高効率気中加熱試験炉開発およびエネルギー低減技術において東洋ガラ 
ス株式会社で実施する１ｔ／ｄの気中溶解試験炉での１週間程度の長期 
間稼動試験のために、原料Ａ造粒加工作業として２０ｔ規模のソーダラ 
イム原料造粒体を複数回、外注により作製し供給する。作製した原料造粒 
体の評価および試験で得られたガラス中の溶存ガスおよびミクロなガラス 
均質性の評価により、目標の溶解エネルギー、ガラス化率、直径１ｍｍ以 
上の泡数を達成するための補助データを提供し、ガラス中の泡の目標値達 
成をめざす。なお、原料造粒体の組成分析、ガラスの試料切断研磨加工、 
成分分析、ガラス中の気泡成分分析等は外注で行う。（旭硝子株式会社） 

 
（３）共通基盤技術 

     a）気中溶解特有の現象と融液挙動の解明 
     ・平成２１年度に引き続き、さまざまなインフライトメルティング手法およ 

び溶解条件で作製されたインフライトメルティングガラスの再溶融挙動を 
直接観察し、内部で生じる動的挙動の中で清澄に関する現象を定量的に把 
握する。また、溶解中にガラス融液から放出されるガスなどによって生じ 
る溶解雰囲気の変化についてのその場評価の実験を開始し、炉内ガスモニ 
ターシステムを新たに購入・設置して、より詳細な融液挙動について調査 
を行う。また、観察された融液内の気泡について、急冷後試料片を取り出 
してガス分析装置により分析し、インフライトメルティング条件との関係 
を軸にその違いを明らかにする。（東京工業大学） 

  ｂ）シミュレーション技術（モデル構築） 
・試験炉（東洋ガラス株式会社）の運転データを用いて実時間に近いシミュ 
レーションを行い、シミュレーション結果と炉の測定結果とのマッチング 
を確かめ、必要に応じプログラムを改善することにより、現場の操炉に役 

7 
 



立つレベル＊になるよう精度向上を目指す。試験炉の運転データを用いて、 
熱収支内訳をシミュレーションで求め、シミュレーションコードの問題点 
を抽出し、必要な改良を行うことにより、熱収支内訳を±15％の精度で予 
測できるようにする。（社団法人ニューガラスフォーラム） 

＊（時々刻々行うシミュレーションが炉の時々刻々の運転条件決定や条件 
変更に採り入れられるようになるレベル） 

 
研究開発項目②「ガラスカレット（再生材）高効率加熱技術開発」 
（１）高速高効率加熱技術の開発 

     ｂ）カレット・原料混合気中溶解法 
      ・ソーダ石灰ガラスカレットに造粒原料を添加して溶融試験を行なう。添加 

率・添加方法を変更して気泡発生等のガラス品質とエネルギー原単位を評 
価し、最適な運転条件を検討する。投入したカレットが１分以内に 1200℃ 
に達することを目標とする。（東洋ガラス株式会社） 

     ｃ）カレット加熱法 
・粒径１～10mm のカレットが使用できる加熱方法についても検討する。（東 

洋ガラス株式会社） 
 

（２）カレット超加熱技術の開発 
    ・H２１年度に設置したカレット予熱用試験設備（～１００ｋｇ／ｄ）を用いてカ 

レットの間接加熱試験を実施し、３００～５００℃前後までの加熱で融着がな 
く、低粉塵を可能とする最適なカレット粒径での加熱方法を開発する。（東洋ガ 
ラス株式会社） 

   
研究開発項目③「ガラス原料融液とカレット融液との高速混合技術開発」 
（１）撹拌技術の開発 

    ・シミュレーション予測と高精度迅速化技術のシミュレーション結果を参考に撹

拌装置と運転条件を更に適正化し、最終的に連続運転により年度末目標の達成

（透過光評価で４時間以内に均質化すること）を確認する。（東洋ガラス株式会

社） 
（２）均質性評価技術の開発 
 ・２１年度までの成果をまとめてシュリーレン像からの泡、脈理を独立して検出 

し、その量や分布幅を定量すると共に分布状態の半定量評価を行える定量評価 
法として完成させる。また、開発した評価方法を用いて試験炉において製造さ 
れたガラス試料の均質性を評価・集積し、混合均質化手法最適化のためのデー 
タとする。（独立行政法人物質・材料研究機構） 
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５．２ 平成２２年度事業規模 
                 委託事業 
  ①需給勘定         ３１７百万円（継続） 
   事業規模については変動があり得る。 
 
６．その他重要事項 
（１）評価方法 

    NEDO は、技術的及び政策的観点から、研究開発の意義、目標達成度、成果の技

術的意義並びに将来の産業への波及効果等について、外部有識者による研究開発の

中間評価を平成２２年１０月に実施する。 
 
（２）運営管理 

    研究開発全体の管理・執行に責任を有するＮＥＤＯは、経済産業省及び研究開発

責任者と密接な関係を維持しつつ、プログラムの目的及び目標、並びに本研究開発

の目的及び目標に照らして適切な運営管理を実施する。具体的には、必要に応じて

設置される技術検討委員会等における外部有識者の意見を運営管理に反映させるほ

か、四半期に一回程度プロジェクトリーダー等を通じてプロジェクトの進捗につい

て報告を受けること等を行う。 
 
（３）複数年度契約の実施 

    平成２０～２２年度の複数年度契約を締結済み。 
 
７．スケジュール 
  本年度のスケジュール： ９月上旬・・・中間評価委員会 
 
８．実施方針の改定履歴 
  （１）平成２２年 ３月 ２９日 制定 
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（別紙） 

実施体制 
 

プロジェクトリーダー 

・所属 物質･材料研究機構

 

 
・役職名 ナノ物質ラボ長
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・氏 名 井上 悟   

 

 

 

 
(独)物質・材料研究機構 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(国)東京工業大学   
 ・研究実施場所： 
 ナノ物質ラボ（つくば） 
・研究項目： 

・混合融液の均質性評価技術 
・研究実施場所： 
 大学院理工学研究科 
    （大岡山） 
・研究項目： 
  ・気中溶融特有の現象と 

融液挙動の解明 
  
 

・研究実施場所： 
総合理工学研究科 
（すずかけ台） 

・研究題目： 
・プラズマ･酸素 

  燃焼炎加熱のハイ

ブリッド化技術 

(社)ニューガラスフォーラム 
・研究実施場所： 
  大岡山分室および新橋 
・研究項目： 

・シミュレーション予測と 
高精度迅速化技術 

東洋ガラス（株）
旭硝子(株)  

・研究実施場所：京浜工場 
・研究項目： 
・プラズマ･酸素燃焼炎加熱の高付加価値ガラスへの 

    適用性評価 
・超高効率気中加熱用原料及び溶融ガラス品質の評価 

 
・研究実施場所：川崎工場 
・研究項目： 
・超高効率気中加熱用試験炉開発及びエネル

ギー低減技術 
・ガラスカレット高効率加熱技術 
・高速混合技術 


