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はじめに 

 

研究開発の評価は、研究開発活動の効率化・活性化、優れた成果の獲得や社会・経済

への還元等を図るとともに、国民に対して説明責任を果たすために、極めて重要な活動

であり、このため、経済産業省では、「国の研究開発評価に関する大綱的指針」（平成２

０年１０月３１日、内閣総理大臣決定）等に沿った適切な評価を実施すべく「経済産業

省技術評価指針」（平成２１年３月３１日改定）を定め、これに基づいて研究開発の評

価を実施している。 
 
経済産業省において実施している省エネルギー型化学技術創成研究開発制度は、化学

企業が有する技術シーズの中で、省エネルギーのポテンシャルが大きいにもかかわらず

民間だけで事業を進めるには開発リスクが大きいこと等がネックになって十分な研究

開発費が投じられていない技術に対して、戦略的な研究開発支援を実施することによ

り、化学産業のみならず、各種 終製品や他産業において抜本的なエネルギー効率の改

善を促進するため、平成１６年度より実施しているものである。 
 
今回の評価は、この省エネルギー型化学技術創成研究開発制度の事後評価であり、実

際の評価に際しては、省外の有識者からなる省エネルギー型化学技術創成研究開発制度

事後評価検討会（座長：島田広道 独立行政法人産業技術総合研究所つくばセンター次

長）を開催した。 
 
今般、当該検討会における検討結果が評価報告書の原案として産業構造審議会産業技

術分科会評価小委員会（小委員長：平澤 泠 東京大学名誉教授）に付議され、内容を

審議し、了承された。 
 
本書は、これらの評価結果を取りまとめたものである。 
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事後評価報告書概要 

 

研究開発制度名 省エネルギー化学技術創成研究開発補助事業 

上位施策名 エネルギーイノベーションプログラム 

事業担当課 製造産業局化学課 

研究開発制度の目的・概要 

本制度は、化学企業が有する技術シーズの中で、省エネルギーのポテンシャルが大きいにもか

かわらず民間だけで事業を進めるには開発リスクが大きいこと等がネックになって十分な研究

開発費が投じられていない技術に対して、戦略的な研究開発支援を実施することにより、化学産

業のみならず、各種 終製品や他産業において抜本的なエネルギー効率の改善を促進するもので

ある。 

特に「化学産業」に重点を置きつつ、化学プロセスのみならず、他産業や民生部門等も対象と

して、各種化学製品の製造及び使用に係るエネルギー消費量の削減を目指した研究開発を促進す

ることにより、我が国のエネルギー使用の合理化に寄与することを目的とする。 

具体的には、各種化学製品の製造及び使用に係るエネルギー消費量の削減を目指した研究課題

を設定した公募において民間企業等からの提案を採択し、当該研究開発に要する必要経費を補助

率２／３以内で補助する。 

 

予算額等（補助率：２／３以内）                             

（単位：千円） 

開始年度 終了年度 中間評価時期 事後評価時 事業実施主体 

平成１６年度 平成２１年 平成２０年度 平成２２年度 民間企業等 

H16FY 予算額 H17FY 予算額 H18FY 予算額   

1,251,161 1,743,666 1,726,978   

H19FY 予算額 H20FY 予算額 H21FY 予算額 総予算額 総執行額 

2,844,706 3,147,909 889,957 11,604,377 10,265,079 
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目標・指標及び成果・達成度 

(1) 全体目標に対する成果・達成度 

  個々のテーマの設定目標達成状況については、全４４テーマのうち４３テーマが「概ね達成

した」以上の評価であった。 

また、平成４２年（２０３０年）には、普及対象の市場が重なり合う可能性などを考慮して

開発技術の普及率や獲得シェアの割合を見積もった場合、「化学プロセス」で２１１万ｋｌ／

年以上、「他産業、民生部門、その他」で４００万ｋｌ／年以上、の合計６１１万ｋｌ／年の

省エネルギー量が予想される。 

ただし、これらの値は、ほとんどが現在考えられているエネルギー技術が首尾よく発展する

という仮定に基づくものであり、2030年時点での省エネ効果を確約するものではない。 

目標 目標の達成度

を測定する指

標及び目標値 

成果 

将来の発展が有望な技術に関する研

究開発の実施とその実用化と普及を通

し、化学産業のみならず他分野も含め

た我が国省エネルギー対策への一層の

寄与することを目標とする。本制度で

は各事業者がそれぞれの技術開発テー

マに応じた個別の目標を設定するとと

もに、制度全体の省エネルギー効果と

して２０３０年に化学分野の生産プロ

セスで１００万ｋｌ／年以上、省エネ

ルギー部材・製品開発で４００万ｋｌ

／年以上（いずれも原油換算）の削減

を目指す。 

 

省エネルギー

量 

個々のテーマの設定目標達成状況

については、全４４テーマのうち４

３テーマが「概ね達成した」以上の

評価であった。また、平成４２年（２

０３０年）には、普及対象の市場が

重なり合う可能性などを考慮して開

発技術の普及率や獲得シェアの割合

をある程度堅めにみて見積もっても

「化学プロセス」で２１１万ｋｌ／

年以上、「他産業、民生部門、その他」

で４００万ｋｌ／年以上、の合計６

１１万ｋｌ／年の省エネルギー量が

予想される。 

 

(2) 目標及び計画の変更の有無 

  目標、計画の変更はない。 

＜共通指標＞ 

論文数 特許等件数 
（出願を含む） 

２２  ４０９ 
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評価概要 

１．制度の目的及び政策的位置付けの妥当性 

素材・原料及び機能性材料を生産する化学産業は我が国の重要な基盤産業であり、海外移転

などの空洞化は避けるべきである。しかし、一方、CO2排出量が産業分野で第２位であり、省エ

ネルギー化を強力に推進していく必要がある。このことから、化学プロセスを中心に各種化学

製品の製造及び使用に係るエネルギー消費量の削減を目指した本研究開発制度は妥当なもので

ある。国の技術戦略マップの中での政策的位置付けも明確である。 

また、省エネ技術については投資回収年数が３年を越える場合は民間企業単独ではほとんど

実行されないと考えられており、民間だけでは開発リスクが大きい課題に対して、本制度のよ

うな補助事業を国策として推進することは必須である。 

他の制度との関連については、省エネルギーの重要性に鑑みれば、本制度とNEDOの類似制度と

の重複は許容範囲であると考える。 

なお、化学産業の中で、CO2 を多く排出しているプロセスそのものの改善あるいは新プロセ

スの開発研究が多くないのは心配である。 

 

２．制度の目標の妥当性 

化学プロセスとその他で省エネ効果目標を分けた点など、制度設計には工夫が見られる。制

度全体として、原油削減量が化学プロセス分野100万kL/年、その他で400万kL/年の目標は、具

体的かつ明解であり、妥当である。 

なお、個々のテーマにおける省エネルギー量の見積もりにあたって、本制度の枠外のものま

で過剰に見積られることを回避できていない。境界条件を明確にするべきであった。 

また、実施テーマを見渡すとおおよそ学術論文にはなじまない課題が少なからず見受けられ

る。このような制度の目標達成度測定に、「論文数及びそれらの被引用数」を指標とすること

に対して、疑問がある。 

 

３．制度の成果、目標の達成度の妥当性 

技術革新があり、特許出願などの一定のアウトプットがあり、将来的な省エネ効果に期待が

持てる点で、全体として妥当な成果が得られたといえる。また、世界 高水準の技術が開発さ

れていることなどから、制度としては成果の達成度が妥当となっていると判断する。 

なお、省エネ効果は2012年度までは非常にわずかだが、2030年には、桁違いの省エネ効果が

得られるという図式である。これらの値は、ほとんどが現在考えられているエネルギー技術が

首尾よく発展すること（例えば燃料電池の広範な普及など）に基づくものと考えられ、希望的

な期待値にも読める。2030年時点での省エネ効果について高い精度を期待すること自身、不可

能に近いこともあり、省エネ効果についての取扱は慎重に行うべきであろう。 



 

v 

 

 

４．制度採択案件に係る事業化、波及効果等その他成果についての妥当性 

平成25年度までに過半数のテーマが事業化あるいは事業化見込みである。新材料の開発やそ

の用途開拓など、革新的な成果や波及効果、想定外の成果も多くあり、今後の展開が大いに期

待できるものである。 

一方、一部テーマについては事業化時期が想定されていないなど、不明確な点がある。昨今

の経済情勢の急変を考慮すれば致し方ないと考えられなくもないが、これらについては、内容

を分析して今後に生かすことが望まれる。 

なお、期間が短いのでリードタイムが長いエネルギー技術開発には事業化という目標は不適

切ではないかとの疑問もあり、むしろ開発した技術のもつポテンシャルをどう評価してやるか

が重要であることを付け加えておく。 

 

５．制度のマネジメント・体制・資金・費用対効果等の妥当性 

経済産業省の直轄事業であるため、NEDO事業と比べて広報が不足であったことは否めない

が、他方、民間企業の視点でニーズの高いテーマが採択できたと考えられる。また、概ね利用

者には好評であり、柔軟かつ細やかな対応がなされたものと見受けられ、スキーム、体制・運

営ともに適切に運用された。 

また、単年度予算の弊害があり、特に初年度の開始時期が遅いため、物品の納入などに支障

をきたす恐れもある。開始時期の早期化と、予算の弾力的かつ柔軟な運用の実現が望まれる。

初年度開始を早くするために、募集時期と期間及び採択プロセスの適正化について、さらに検

討の必要がある。 

一方、費用対効果について、省エネ量当りの研究開発費は、特に他産業あるいは民生用途で

非常に安価となっており、普及率や省エネ量の算定がより過大となっている可能が高いため、

省エネ量に関して省エネ量の精査が必要であったと考える。 

 

６．総合評価 

本制度は民間だけでは開発リスクが大きい課題に対して研究開発援助することにより、抜本

的なエネルギー効率の改善を促進しうるものであり、重要性の高い制度である。化学プロセス

から民生用部材にいたるまで幅広いテーマを対象として、総合的に大きな成果を与えたと判断

する。また、NEDO事業と比較して、実施課題の選定から評価に至る仕組みが十分とは言えない 

一方、民間企業が真に欲する課題に対しての補助が行われたと推測される。 

なお、より柔軟な予算の運用や、研究テーマの採択の早期化など検討すべき課題がある。 

また、目標設定に 2030年時点での省エネルギー量を採用しているが、今後は、目標を省エネ

ルギー量とするのであれば、事前にその内容の精査と、化学プロセス、他産業向け技術及び民

生用技術において、共通に評価できる手法を確立すべきである。 
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７．今後の研究開発の方向等に関する提言 

先端技術ばかりを追い、発展させるだけでなく、エネルギー・資源分野においては、国策と

して必要な分野の研究開発における日本独自のノウハウや技術を、国立研究機関等において保

持・発展できるような体制を整えておくべきである。 

今後は、企業における基礎的な研究開発促進のための技術開発を厚く支援する制度も必要と

考える。 

また、材料開発の方が、成果が見えやすいが、CO2排出量が多い化学プロセス自体のプロセ

ス開発をより積極的に行うべきである。その場合、リードタイムが長いので、何らかの形でポ

テンシャルを評価してやるべきである。 

さらに、産業技術に関わる研究開発成果の評価基準については、学術的プロジェクトと類似

の評価基準を援用するのではなく、実用技術としての先行性、国際標準設定への貢献度等、独

自の基準を設けるべきではないかと考える。 

 

評点結果 
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第１章 評価の実施方法 
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第１章 評価の実施方法 

 

 

本研究開発制度評価は、「経済産業省技術評価指針」（平成 17年 4月 1日改定、以下

「評価指針」という。）に基づき、以下のとおり行われた。 

 

１．評価目的 

 

 評価指針においては、評価の基本的考え方として、評価実施する目的として 

(1)研究開発に対する経済的・社会的ニーズの反映 

(2)より効率的・効果的な研究開発の実施 

(3)国民への施策・事業等の開示 

(4)資源の重点的・効率的配分への反映 

(5)研究開発機関の自己改革の促進等 

を定めるとともに、評価の実施にあたっては、 

(1)透明性の確保 

(2)中立性の確保 

(3)継続性の確保 

(4)実効性の確保 

を基本理念としている。 

研究開発制度評価とは、評価指針における評価類型の一つとして位置付けられ、

研究開発制度そのものについて、同評価指針に基づき、目的及び政策的位置付けの

妥当性、目標の妥当性、成果・目標の達成度の妥当性、事業化・波及効果について

の妥当性、マネジメント・体制・資金・費用対効果等の妥当性の評価項目について、

評価を実施するものである。 

その評価結果は、本研究開発制度の実施、運営等の改善や技術開発の効果、効率

性の改善、更には予算等の資源配分に反映させることになるものである。 

 

２．評価者 

 

 評価を実施するにあたり、評価指針に定められた「評価を行う場合には、被評価

者に直接利害を有しない中立的な者である外部評価者の導入等により、中立性の確

保に努めること」との規定に基づき、外部の有識者・専門家で構成する検討会を設

置し、評価を行うこととした。 

 これに基づき、評価検討会を設置し、研究開発制度の目的や内容に即した専門家

や経済・社会ニーズについて指摘できる有識者等から評価検討会委員名簿にある６

名が選任された。 
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 なお、本評価検討会の事務局については、指針に基づき経済産業省化学課が担当

した。 

 

３．評価対象 

 

 省エネルギー型化学技術創成研究開発制度（実施期間：平成１６年度から平成２１

年度）を評価対象として、研究開発制度の内容・成果等に関する資料及び説明に基づき

評価した。 

 

４．評価方法 

 

第１回評価検討会においては、研究開発制度の内容・成果等に関する資料説明及び質

疑応答、並びに委員による意見交換が行われた。 

第２回評価検討会においては、それらを踏まえて「研究開発制度評価における標準的

評価項目・評価基準」について評価を実施し、併せて４段階評点法による評価を行い、

評価報告書(案)を審議、確定した。 

また、評価の透明性の確保の観点から、知的財産保護等で支障が生じると認められる

場合等を除き、評価検討会を公開として実施した。 

 

５．研究開発制度評価における標準的な評価項目・評価基準 

 

評価検討会においては、経済産業省産業技術環境局技術評価調査課において平成２２年

７月に策定した「経済産業省技術評価指針に基づく標準的評価項目・評価基準」の研究

開発制度評価に沿った評価項目・評価基準とした。 

 
１．制度の目的及び政策的位置付けの妥当性  

（１）国の制度として妥当であるか、国の関与が必要とされる制度か。 

（２）制度の目的は妥当で、政策的位置付けは明確か。 

（３）他の制度との関連において、重複等はないか。 

 

２．制度の目標の妥当性  

（１）目標は適切かつ妥当か。 

・目的達成のために具体的かつ明確な目標及び目標水準を設定しているか。特に、中

間評価の場合、中間評価時点で、達成すべき水準（基準値）が設定されているか。 

・目標達成度を測定・判断するための適切な指標が設定されているか。 

 

３．制度の成果、目標の達成度の妥当性  
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（１）制度としての成果は妥当か。 

・得られた成果は何か。 

・設定された目標以外に得られた成果はあるか。 

・共通指標である、論文の発表、特許の出願、国際標準の形成、プロトタイプの  作

製等があったか。 

（２）制度としての目標の達成度は妥当か。 

・設定された目標の達成度（指標により測定し、中間及び事後評価時点の達成すべき

水準（基準値）との比較）はどうか。 

 

４．制度採択案件に係る事業化、波及効果等その他成果についての妥当性  

（１）成果については妥当か。 

・当該制度の目的に合致する成果は得られているか。 

・事業化が目標の場合、事業化の見通し（事業化に向けてのシナリオ、事業化に関す

る問題点及び解決方策の明確化等）は立っているか。 

（２）波及効果は妥当か。 

 ・成果に基づいた波及効果を生じたか、期待できるか。 

・当初想定していなかった波及効果を生じたか、期待できるか。 

 

５．制度のマネジメント・体制・資金・費用対効果等の妥当性  

（１）制度のスキームは適切かつ妥当か。 

 ・目標達成のための妥当なスキームとなっているか、いたか。 

（２）制度の体制・運営は適切かつ妥当か。 

 ・制度の運営体制・組織は効率的となっているか、いたか。 

・制度の目標に照らして、個々のテーマの採択プロセス（採択者、採択評価項目・基

準、採択審査結果の通知等）及び事業の進捗管理（モニタリングの実施、制度関係

者間の調整等）は妥当であるか、あったか。 

 ・制度を利用する対象者はその目標に照らして妥当か。 

 ・個々の制度運用の結果が制度全体の運営の改善にフィードバックされる仕組みと

なっているか、いたか。 

 ・成果の利用主体に対して、成果を普及し関与を求める取組を積極的に実施している

か、いたか。 

（３）資金配分は妥当か。 

 ・資金の過不足はなかったか。 

 ・資金の内部配分は妥当か。 

（４）費用対効果等は妥当か。 

・投入された資源量に見合った効果が生じたか、期待できるか。 

・必要な効果がより少ない資源量で得られるものが他にないか。 

（５）変化への対応は妥当か。 
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 ・社会経済情勢等周囲の状況変化に柔軟に対応しているか。 

・代替手段との比較を適切に行ったか。 

 

６．総合評価  
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第２章 研究開発制度の概要 
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第２章 研究開発制度の概要 
 

０．省エネルギー型化学技術創成研究開発制度の概要 

本制度は、化学企業が有する技術シーズの中で、省エネルギーのポテンシャルが大きい

にもかかわらず民間だけで事業を進めるには開発リスクが大きいこと等がネックになって

十分な研究開発費が投じられていない技術に対して、戦略的な研究開発支援を実施するこ

とにより、化学産業のみならず、各種 終製品や他産業において抜本的なエネルギー効率

の改善を促進するものである。 

 本制度では、大きく以下の分野に分類される１８の研究課題（表１－１）に対し、全４

４テーマの研究が進められた。なお、平成２０年４月の中間評価以降、５テーマが採択さ

れている。 

 

①化学プロセスそのものの省エネルギーを促進する技術（化学プロセス） 

②半導体プロセスなど他産業における省エネルギーを推進する技術（他産業） 

③自動車の燃費向上など民生部門における省エネルギーを推進する技術（民生部門） 

④その他 

 

（１）本制度の目的： 

特に「化学産業」に重点を置きつつ、化学プロセスのみならず、他産業や民生部

門等も対象として、各種化学製品の製造及び使用に係るエネルギー消費量の削減を

目指した研究開発を促進することにより、我が国のエネルギー使用の合理化に寄与

することを目的とする。 

 

（２）本制度の目標： 

本制度は化学分野の生産プロセスや、製品等に関する環境に配慮した省エネル

ギー技術の革新に向けて、国内・国際市場の創出・拡大を見据えつつ、将来の発展

が有望な技術に関する研究開発を行い、その実用化と普及により化学産業のみなら

ず他分野も含めた我が国の省エネルギー対策に一層寄与することを目標としてい

る。制度全体の省エネルギー効果として２０３０（平成４２）年度において、「化学

プロセス」について原油換算１００万ｋｌ／年、「他産業、民生部門、その他」につ

いて原油換算４００万ｋｌ／年以上、合計５００万ｋｌ／年以上の削減を目指して

いる。 

 

（３）制度実施年度：平成１６年度～平成２１年度（６年間） 

 

（４）予算総額：１０８億円 

  （平成１６年度：１３億円、平成１７年度：１７億円、平成１８年度：１７億円、 
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   平成１９年度：２８億円、平成２０年度：２５億円、平成２１年度：９億円） 

 

（５）補助率：２／３以内 

 

（６）実施者等：民間企業２４社、鉱工業技術研究組合１団体 

 

 

表１－１ 省エネルギー型化学技術創成研究開発補助事業の研究課題 

分野 研究課題 

 
 
 

①化学プロセス 

高効率酸化プロセス技術の開発 

プラント運転高度安定化技術の開発 

高機能石灰省エネ製造技術の開発 

高性能分離膜及びシステムの開発 

クロマトグラフィー材料の高効率合成法の開発 

微結晶複合酸化物の開発 

光応答性と耐久性に優れた有機感光体ドラム材料の開発 

 
 
 

②他産業 

次世代半導体製造用低発塵部材の開発 

高機能コンデンサ等電子部材の開発 

非晶質金属酸化物薄膜化技術の開発 

高機能性フッ化物単結晶材料技術開発 

高機能電解質膜技術の開発 

次世代封止材用高機能シリカの開発 

高耐候通気性ﾌｨﾙﾑの開発 

 
③民生部門 

自動車用高機能プラスチック・ゴム材料の開発 

省エネルギー型有機素子材料創成技術の開発 

高感度二酸化炭素濃度測定器の開発 

④その他 新規光電変換デバイス材料の開発 
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１．制度の目的及び政策的位置付け 

１－１ 目的 

【標準的評価項目】 
○制度の目的は妥当か。 

 

化学産業の裾野は非常に広く、製造される各種化学製品は、そのまま 終製品として供

給されるだけでなく、自動車やＩＴ機器等の他産業においても素材・原材料として利用さ

れ、かつ、これら産業で作られた製品が消費者で使用されるなど、化学産業は産業界全体

及び国民生活の様々な分野に深く関係している（図１－１）。川上から川下までカバーする

化学産業は、出荷額で４４兆円（輸送用機械器具製造業に次ぐ２位）、従業員数で９６万人

（輸送用機械器具製造業に次ぐ４位）、付加価値額で１６．７兆円（輸送用機械器具製造業

に次ぐ２位）であり、また、半導体材料、液晶用材料等の高度部材分野において我が国企

業が世界シェアの６５～１００％を占めており、我が国産業界、国民生活を支える重要な

産業となっている（表１－２、図１－２）。 

また、化石燃料の資源的制約や地球温暖化問題などを背景として、省エネルギーの更な

る推進への要請はますます強まっている。 

化学産業におけるＣＯ２排出量を見ると、全体の約３７％（平成２０年度）を占める産業

部門のうち、化学産業は鉄鋼業に次いで我が国で２番目にＣＯ２排出量が多く、その割合は、

産業部門の１５％を占めている（平成２０年度）（図１－３）。我が国化学産業のエネルギー

効率は世界 高レベルであるが、省エネルギーが喫緊かつ重要な課題となっている環境下

において、化学プロセスに係る更なるエネルギー消費効率改善を促進することが必要であ

る。 

また、前述のとおり、化学産業で製造される各種化学製品が他産業においても製品とし

て広く使われていることを踏まえれば、省エネルギーの促進及び地球温暖化問題への対応

を我が国全体として効果的に推進する観点から、また、産業の川上に位置する化学産業の

提供する素材・原材料が環境・機能面で世界の先頭を行くことにより川下に位置する全産

業の付加価値向上や競争力強化、更には、安全で豊かな社会の形成に貢献する観点から、

化学プロセスの省エネルギーとともに、化学産業が他産業や民生部門、消費者に提供する

素材等の省エネルギーを図ることも重要となっている。 

以上のことから、本制度は、化学プロセスのみならず、他産業や民生部門等も含めた以

下の分野を対象として、各種化学製品の製造及び使用に係るエネルギー消費量の削減を目

指した研究開発を促進することにより、我が国のエネルギー使用の合理化に寄与すること

を目的とするものである。 

①化学プロセスそのものの省エネルギーを促進する技術（化学プロセス） 

②半導体プロセスなど他産業における省エネルギーを推進する技術（他産業） 

③自動車の燃費向上など民生部門における省エネルギーを推進する技術（民生部門） 

④その他 
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図１－１ 我が国化学産業の特徴（１） 

 

 

表１－２ 我が国化学産業の特徴（２）  

 

（出典）経済産業省 平成１９年工業統計表 
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図１－２ 世界で活躍する我が国高度部材産業群（売上高・世界市場シェア） 

 

出典：２００８液晶関連市場の現状と将来展望       

２００８半導体材料データブック 機能性化学品室調べ 

 

図１－３ 我が国の部門、業種別ＣＯ２排出量（平成２０年度） 

 

 

 

産業部門
37%

運輸部門
21%

業務その他
部門　21%

家庭部門
15％

エネルギー
転換部門

7%

 

日本鉄鋼連盟

42%

日本化学工業協

会

15%

電気事業連合会

9%

石油連盟

10%

日本製紙連合会

5%

電気電子4団体

4%

セメント協会

5%

その他

10%

 

 

 

 

産業部門業種別ＣＯ２排出量 部門別ＣＯ２排出量 

平成 22 年 4 月、 
日本国温室効果ｶﾞｽｲﾝﾍﾞﾝﾄﾘｰ報告書

平成 21 年 11 月、 
経団連/環境自主行動計画 
フォーローアップ結果概要版 



 

12 

１－２ 政策的位置付け 

【標準的評価項目】 
○政策的位置付けは明確か。 

 

我が国の省エネルギー対策、温暖化対策を進めていく上で、化学プロセス及び他産業や

民生部門において使用される化学製品についての革新的技術開発の実施とその成果の普及

を図ることが重要な課題となっており、政策的にも次のように位置付けられている。 

平成２０年より経済産業省の全ての研究開発プロジェクトは、これまであった１７のプ

ログラムを整理統合し、政策目標毎に７つの「イノベーションプログラム」の下で体系的

に推進されることとなった。これは、各プログラムの中で、政策目標に向けたプロジェク

トの位置付けと目標の明確化、市場化に必要な関連施策（規制改革、標準化等）との一体

化を図り、イノベーション実現に向け各プロジェクトを効果的に推進するためである。 

本制度は、７つの「イノベーションプログラム」のうち、「エネルギーイノベーションプ

ログラム」の中の、｢総合エネルギー効率の向上」に位置付けられる。（図１－４） 

「エネルギーイノベーションプログラム」は「エネルギー基本計画（平成１９年３月）」

等を上位の施策としており、「総合エネルギー効率の向上」は、平成１８年５月に制定され

た「新・国家エネルギー戦略」に掲げる、「平成４２年（２０３０年）までにＧＤＰあたり

のエネルギー利用効率を約３０％向上」を実現していくため、産業部門はもとより、全部

門において、総合エネルギー効率の向上に資する技術開発とその成果の導入を促進するも

のである。 

また、経済産業省では、平成１７年から、先端産業動向を把握し、国が取り組むべき技

術課題とイノベーションの道筋を明確化するため、産学官で協働するロードマッピング手

法を導入し、「技術戦略マップ」として取りまとめている。本制度は、技術戦略マップが対

象とする２９分野のうち、「新・国家エネルギー戦略」における政策の柱を踏まえて技術が

抽出された「エネルギー分野」の中の「総合エネルギー効率の向上」に位置付けられてい

る。 

さらに、経済産業省は、省エネルギー技術に関して省エネポテンシャル、技術成熟度及

び他分野への波及効果を総合的に評価した上で幹となる重要な技術を抽出し、「省エネル

ギー技術戦略２００８（平成２０年３月）」を策定している。省エネルギー技術は、部門を

横断する五つの重点技術分野（「超燃焼システム技術」、「時空を超えたエネルギー利用技

術」、「省エネ型情報生活空間創成技術」、「先進交通社会確立技術」及び「次世代省エネデ

バイス技術」）に整理されており、本制度で実施している研究課題は、それぞれの重点技術

分野に位置付けられている（表１－３）。なお、「省エネルギー技術戦略２００８（平成２

０年３月）」は、 新版の「省エネルギー技術戦略２００９（平成２１年４月）」に更新さ

れているが、部門を横断する五つの重点技術分野はそのまま設定されている。 
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図１－４「エネルギーイノベーションプログラム①総合エネルギー効率の向上」における省エネルギー型化学技術創成研究開発補助事業の位置付け 

 

：類似事業 ：本制度 
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表１－３「省エネルギー技術戦略２００９」の技術マップにおける 
省エネルギー型化学技術創成研究開発補助事業の研究課題の位置付け 

 
技術マップ  

省エネルギー型化学技術創成 
研究開発補助事業の研究課題 

化学

ﾌﾟﾛｾ

ｽ 

他産

業 
民生

部門 
その

他技術分野 大項目  

超燃焼 
システム技術 

燃焼の高度

化、複合化 
技術 

 プラント運転高度安定化技術の開発 ○    

 高機能石灰省エネ製造技術の開発 ○    

 高感度二酸化炭素濃度測定器の開発   ○  

低温・定圧・

高選択・高速

化技術 

 高効率酸化プロセス技術の開発 ○    

 高性能分離膜及びシステムの開発 ○    

 クロマトグラフィー材料の高効率合成法

の開発 ○    

 高機能電解質膜技術の開発  ○   

 高耐候通気性フィルムの開発  ○   
時空を越えた 
エネルギー 
利用技術 

蓄電技術  高機能コンデンサ等材料部材の開発  ○   

省エネ型情報

生活空間創成

技術 

ディスプレ

イ技術 
 省エネルギー型有機素子材料創成技術の開発   ○  

先進交通社会 
確立技術 

電気動力化

技術 
 高機能コンデンサ等材料部材の開発  ○   

抵抗削減 
技術 

 自動車用高機能プラスチック･ゴム材料

の開発 
  ○  

車両システ

ム技術 
 自動車用高機能プラスチック･ゴム材料

の開発 
  ○  

次世代省エネ 
デバイス技術 

デバイス 
製造技術 

 次世代半導体製造装置用低発塵部材の開発 ○    

 非晶質金属酸化物薄膜化技術の開発  ○   

 省エネルギー型有機素子材料創成技術の開発   ○  

 新規光電変換デバイス材料の開発    ○

 微細結晶複合酸化物材料技術の開発 ○    

パワーデバ

イス技術 

 省エネルギー型有機素子材料創成技術の開発   ○  

 高機能コンデンサ等材料部材の開発  ○   

 次世代封止材用高性能シリカの開発  ○   
レーザー 
応用技術 

 高機能フッ化物単結晶材料技術開発  ○   

光化技術  省エネルギー型有機素子材料創成技術の開発   ○  
光半導体 

技術 
 省エネルギー型有機素子材料創成技術の開発   ○  

有機半導体

技術 
 省エネルギー型有機素子材料創成技術の開発   ○  

 新規光電変換デバイス材料の開発    ○
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１－３ 国の関与の必要性 

【標準的評価項目】 
○国の制度として妥当である、国の関与が必要とされる制度か。 
 
我が国の産業部門ではこれまでも積極的にエネルギー対策が進められるとともに、省エ

ネルギー技術開発が活発に行なわれ、実施されてきたが、更なる対策を進めるためには革

新的技術の開発が望まれている。しかし、技術開発は不確実性の高い領域であることから、

省エネルギーポテンシャルが大きい有望な技術シーズを民間企業が保有している場合で

あっても、基礎的な研究であるなどそのリスクの高さから民間企業のみでは研究開発が進

まないおそれがある。 

本制度を必要とする理由に関し、実施者（中間評価以降継続及び追加１９テーマ）に対

してアンケートを行った結果、１６テーマ（約８４％）の実施者が「リスクのある研究開

発には、外部の競争的資金等が必要」であること、また１２テーマ（①４テーマ＋②８テー

マ）（約６３％）の実施者が「研究開発資金が不足している」ことを挙げている（図１－５）。

また、本制度は助成制度であるため各社の負担が必要なものであることもあり、仮に本制

度がなかった場合には「研究開発を断念していた」と回答したのは１テーマ（５％）の実

施者にとどまり、１８テーマ（約９５％）の実施者は「自己資金で研究開発を行っていた」

としているものの（図１－６）、そのうち全ての実施者が「研究開発になんらかの支障が生

じた」とし（図１－７）、「研究開発期間が延びる可能性があった」、「目的や目標が達成で

きない可能性があった」など影響が出ることを予想している（図１－８）。これらの回答は

民間のみによる研究開発には限界があり、本制度を通して国が関与することで民間の研究

開発の継続・加速化が図られたことを示唆している。 

他方、地球温暖化問題や化石燃料の資源的制約等を踏まえ産業部門、運輸部門及び民生

部門における更なるエネルギー消費量の抑制が国際的かつ国家的に緊急の課題となってい

る現状において、官民を挙げてあらゆる対策を実施し課題の解決を図ることが必須となっ

ている。 

省エネルギー技術の開発と当該技術の導入促進は、課題を着実に解決する手段として非

常に重要な位置付けを占めていることから、国としても、民間企業が保有する革新的な技

術シーズを埋もれさせず、かつ、早期の事業化を促進させるために、一定の関与を行うこ

とが不可欠である。 

特に化学産業は、産業部門で第２位のＣＯ２排出量を占めるなど、我が国エネルギー消費量

に占める割合が非常に高いことから、化学プロセスにおける各種省エネルギー技術の開発

は我が国全体としてのエネルギー消費量の削減に多大な貢献が期待できる。さらに、他の

産業部門や民生部門において省エネルギー技術を確立するためには素材を含めた開発が必

要不可欠であり、これらの素材の多くは化学産業により提供されていることに鑑みれば、

化学分野の革新的技術の開発によるこれら部門への波及効果は相当程度大きいと期待さ

れ、国が関与する意義が大きく、また、アンケート結果でもこれは裏打ちされていたもの

と考えられる。 
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図１－５ 本制度の必要性（選択項目／複数回答） 

本制度の必要性

3

16

8

4

0 5 10 15 20

④

③

②

①

 

①社内において全般的に研究開発資金が不足しているため。 
②社内の当該分野において研究開発資金が不足しているため。 
③技術的困難性が高いなどリスクのある研究開発には、外部の競争的資金等

が必要なため。 
④その他 

 

図１－６ 本制度が無かったと仮定した場合の想定（選択項目） 

本制度が無かったと仮定した場合の想定

18 1

0% 20% 40% 60% 80% 100%

① ②

 
①自己資金で研究開発を行っていた。 

②研究開発を断念していた。 

 

図１－７ 本制度が無かったと仮定した場合の想定 

（選択項目／「研究開発を行なっていた」とした１８実施者の回答） 

本制度が無かったと仮定した場合の想定

0 18

0% 20% 40% 60% 80% 100%

① ②

 
①想定どおり、順調に研究開発が行われた。 

②研究開発に何らかの支障が生じた。 
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図１－８ 本制度が無かったときの支障 

（選択項目／「支障あり」とした１８実施者による複数回答） 

本制度が無かったとしたときの支障

2

9

11

14

0 5 10 15

④

③

②

①

 

①研究開発期間が延びる可能性があった。 

②目的や目標の達成ができない可能性があった。 

③研究開発資金が不足し、研究開発が中断する可能性があった。 

④その他 
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１－４ 他の制度との関係 

【標準的評価項目】 
○他の制度との関連において、重複等はないか。 
 
本制度と類似した制度に、「エネルギー使用合理化技術戦略的開発」と「エネルギー使用

合理化産業技術研究助成事業」がある（表１－３）。いずれも経済産業省からの運営費交付

金でＮＥＤＯが実施しており、化学分野における省エネルギー技術も対象となる点で本制

度と類似であると言える。 

このうち、「エネルギー使用合理化産業技術研究助成事業」は、大学等の若手研究者のみ

を対象として次世代のリーダーの人材育成及び将来の技術シーズの発掘を目的としている

こと、また、補助率は、本制度の２／３と異なり１００％となっていることから、本制度

とは異なっているものと言える。 

一方、「エネルギー使用合理化技術戦略的開発」は、化学分野に限ったものではないが、

「１－１目的」で述べたように、化学産業が、出荷額、従業員数、付加価値額で主要な地

位を占めるなど我が国の経済上重要であり、また、産業分野の中でＣＯ２排出量が鉄鋼業に

次いで多いという点を踏まえれば、鉄鋼、紙パルプ等と同様に化学分野を対象とする制度

を時限的に措置することには合理性があり、緊急の課題である地球温暖化問題に応える重

要かつ効果的な施策になっているものと考えられる。 
 

表１－３ 本制度及び類似制度の比較 

 

制度名 

省エネルギー型化学技術

創成研究開発 

エネルギー使用合理化技術

戦略的開発（現事業名称；

省エネルギー革新技術開発

事業) 

エネルギー使用合理化産

業技術研究助成事業 

(「若手グラント」の省エネ

ルギー技術分野) 

実施主体 経済産業省 (独)ＮＥＤＯ (独)ＮＥＤＯ 

 
 
 
 
制度概要 

化学産業はそれ自身が

裾野の広い産業というだ

けでなく、自動車、ＩＴ機器

等の川下製品の部材とし

て産業界・国民生活の

様々な分野に深く関連し

ている。従って化学業界

において、省エネポテン

シャルの大きい有望な技

術シーズがありながら民

間だけでは十分な研究開

発投資が行われていない

技術について、戦略的な

省エネルギー技術開発の

実効性を高めるために、

シーズ技術の発掘から実

用化に至るまで、民間団体

等から幅広く公募を行い、

需要側の課題を克服し得

る省エネルギー技術開発

を戦略的に行う。 

・先導研究フェーズ 

・実用化開発フェーズ 

・実証研究フェーズ 

・事前調査 

の各フェーズに分けて研

産業界や社会のニーズ

に応える省エネルギー

技術のシーズの発掘と

その育成、並びに、省エ

ネルギー技術に関する

次世代の研究リーダー

の育成を図る。この目 

的のため、産業界からの

期待が高い技術領域・課

題を提示した上で、大学

や独立行政法人の研究

者等から研究開発テー

マを募集する。厳正な外
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研究開発支援を実施する

ことにより、化学産業のみ

ならず、各種 終製品、

他産業においてエネル

ギー効率の改善を促進す

る。 

 

究開発を実施する。 

 

部評価によって省エネ

ルギー効果があり且つ

独創的・革新的なテーマ

を選定し、研究者代表者

個人を特定して助成金

を交付する。 

 
 
 
 
技術的目標

及び達成時

期 

平成２１年度までに、化学

分野の生産プロセスや、

製品等に関する環境に配

慮した省エネルギー技術

の革新に向けて、国内・

国際市場の創出・拡大も

見据えつつ、将来の発展

が有望な技術に関する研

究開発を行うことにより、

化学産業のみならず、我

が国の省エネルギー対策

に一層寄与する。 

２０３０年において、「化学

プロセス」について原油

換算１００万ｋｌ／年、

「他産業、民生部門、そ

の他」について原油換算

４００万ｋｌ／年以上、

合計５００万ｋｌ／年

以上の削減を目指す。 

中長期的視点に立った省

エネルギー技術戦略を構

築し、技術開発の相互連携

によりシナジー効果が発

揮され技術開発が促進さ

れるよう、超燃焼システム

技術、時空を超えたエネル

ギー利用技術、省エネ型情

報生活空間創生技術、先進

交通社会確立技術、次世代

省エネデバイス技術の技

術群に重点化して、省エネ

ルギー技術戦略に沿った

技術開発を戦略的に推進

する。 

・テーマ当り平成42年

（2030年）時点で年間10万

kL以上の省エネ効果を目

標とする（先導研究、実用

化、実証の各フェーズ）。 

独創性のある研究者等

を助成すると共に、中間

評価ゲート方式が醸成

する競争的環境の下で

企業との連携を強化さ

せることにより、１０～

１５年後の実用化が有

望な革新的省エネル

ギー技術の研究開発を

促進する。本制度では革

新的省エネルギー技術

の実用化への第１歩と

なる特許について、助成

期間終了後の出願比率 

を１００％とすること

を目標とするとともに、

省エネルギー技術に関

する次世代の研究リー

ダーの育成を図る。 

支援対象 単独ないし複数の企業、

研究組合、公益法人等 

単独ないし複数の企業、独

立行政法人、大学等 

大学、国公研の個人（40

歳未満）／チーム 

補助率等 ２／３ 先導研究  100%,<1億円 

実用化開発 2/3,<3億円 

実証研究  1/2,<5億円 

事前調査 100%,<1000万円 

1年以内 

100% 
補助金等 

上限 

研究開発課題毎に上限

額を設定 

5000万円/4年又は 

3000万円/2年 

実施期間 各課題、交付決定日～年

度末まで。但し、提案され

た内容を踏まえ複数年度

（１～４年度）にわたって

各研究テーマの実施期間は

3年以内。 

各研究テーマの実施期間

は4年又は2年。 
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実施。 

事業期間 平成16年度～平成21年

度 

平成15年度～平成25年度 平成12年度～平成25年

度 
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２．制度の目標 

２－１ 目標・指標 

【標準的評価項目】 
○目標は適切かつ妥当か。 
①目的達成のために具体的かつ明確な目標及び目標水準を設定しているか。特に、中間評

価の場合、中間評価時点で、達成すべき水準(基準値)が設定されているか。 
②目標達成度を測定・判断するための適切な指標が設定されているか。 

 

（１）目標 

本制度は化学分野の生産プロセスや、製品等に関する環境に配慮した省エネルギー技術

の革新に向けて、国内・国際市場の創出・拡大を見据えつつ、将来の発展が有望な技術に

関する研究開発を行い、その実用化と普及により化学産業のみならず他分野も含めた我が

国の省エネルギー対策に一層寄与することを目標としている。 

制度全体の省エネルギー効果として２０３０（平成４２）年度において、「化学プロセス」

について原油換算１００万ｋｌ／年、「他産業、民生部門、その他」について原油換算４０

０万ｋｌ／年以上、合計５００万ｋｌ／年以上の削減を目指している。この目標は、平成

１８年度における我が国産業部門全体の 終エネルギー消費量のうち、鉄鋼に次いで２番

目に大きい化学分野の 終エネルギー消費量約６，５００万ｋｌの７．７％に相当する。 

なお、本制度では、個別テーマの研究開発期間が１～４年と短いため、特に中間評価時

点で達成すべき目標水準は定めていない。 

 

（２）目標達成度を測定・判断するための指標 

研究開発に係るプロジェクト、制度の共通指標は以下のとおりである。 

・論文数及びそれらの論文の被引用数 

・特許等取得した知的所有数、それらの実施状況 

・特に、製品化に際してのライセンス供与数、取得ライセンス料 

・国際標準形成への寄与 

 

また、各事業者がそれぞれの技術開発テーマに応じ、個別の目標を設定している。これ

らの目標は、多様な技術開発課題に応じて設定されるため、共通の指標としては省エネル

ギー量となる。 
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３．制度の成果、目標の達成度 

３－１ 制度としての成果 

【標準的評価項目】 
○制度としての成果は妥当か。 

①得られた成果は何か。 
②設定された目標以外に得られた成果はあるか。 
③共通指標である、論文の発表、特許の出願、国際標準の形成、プロトタイプの作製等が

あったか。 

 

３－１－１ 成果 

（１）実施テーマ、実施者等 

本制度では１８の研究課題について４４テーマを採択し、民間における研究開発を支援

した。 

表３－１ 省エネルギー型化学技術創成研究開発 実施テーマ一覧 

 

 

研究課題 

 

テーマ名 

 

実施者名 

 

実施年 

開
始

終
了

①化学プロセスにおけるテーマ 

1 

高効率酸
化プロセス
技術の開
発 

酸化反応プロセス選択性向上の「プロピレ
ンオキシド（PO）製造プロセスの開発」 

住友化学株式会社 16 18

2 

酸化反応プロセス選択性向上の「炭酸エス
テル＆蓚酸エステル製造プロセス開発」
「酸化二量化プロセス開発」、及び、副生成
物の有効利用 

宇部興産株式会社 16 18

3 酸化触媒高度化技術の開発 
高効率酸化触媒技術研
究組合 

17 19

4 
規則性ナノ空孔を利用した高機能ハイブ
リッド触媒技術の開発 

太陽化学株式会社 18 19

5 
次世代ディーゼル用 PM 等酸化技術の開
発 

(株) 三菱化学科学技術
研究センター 

19 21

6 超臨界水による酸化プロセス技術の開発 三菱化学株式会社 20 21

7 プラント運転高度安定化技術の開発 三菱化学株式会社 16 19

8 
高機能石
灰省エネ
製造技術
の開発 

排ガス処理用高性能消石灰の開発 宇部ﾏﾃﾘｱﾙｽﾞ株式会社 16 17

9 
洗石廃泥（フィルターケーキ）有効利用技
術の開発 

吉澤石灰工業株式会社 16 16

10 ロータリーキルン熱効率改善技術の開発 
訓子府石灰工業株式会

社 
16 16

11 

高性能分
離膜及び
システム
の開発 

高純度水素精製用膜分離システムの開発 宇部興産株式会社 16 18

12 耐有機溶剤性高効率分離膜の開発 宇部興産株式会社 17 19

13 高性能膜ろ過システムの開発 
ﾀﾞｲｾﾙ化学工業株式会

社 
16 18

14 高純度水素精製用分離システムの開発 三菱ガス化学株式会社 16 18

15 高機能タンパク質分離材の開発 東ソー株式会社 19 21
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16 クロマトグラフィー材料の高効率合成法の開発 東ソー株式会社 16 19

17 
光応答性と耐久性に優れた有機感光体ドラム材料の開
発 

東ソー株式会社 16 19

18 微細結晶複合酸化物材料技術の開発 東ソー株式会社 19 21

②他産業におけるテーマ 

19 次世代半導体製造装置用低発塵部材の開発 東ソー株式会社 16 19

20 

高機能コ
ンデンサ
等材料部
材の開発 

高分散超微粒炭酸バリウムの開発 宇部ﾏﾃﾘｱﾙｽ株式会社 18 19

21 革新的低コスト蓄電デバイスの開発 日本ゼオン株式会社 18 19

22 
高効率プラズマディスプレイ用保護膜材料

技術の開発 
宇部ﾏﾃﾘｱﾙｽﾞ株式会社 20 21

23 高性能リチウムイオンキャパシタの開発 JM エナジー株式会社 20 21

24 非晶質金属酸化物薄膜化技術の開発 出光興産株式会社 18 20

25 高機能性フッ化物単結晶材料技術開発 株式会社 トクヤマ 18 21

26 燃料電池用高機能炭化水素系電解質膜技術の開発 ＪＳＲ株式会社 19 21

27 次世代封止材用高性能シリカの開発 株式会社 トクヤマ 16 18

28 高耐候通気性フィルムの開発 株式会社 トクヤマ 16 17

③民生部門におけるテーマ 

29 

自動車
用高機
能プラス
チック･ゴ
ム材料
の開発 

高発泡熱可塑性樹脂成形材料の開発 株式会社 カネカ 16 18

30 高機能ゴム材料の開発 ＪＳＲ株式会社 16 19

31 高性能ポリエチレン材料の開発 東ソー株式会社 16 18

32 
フレキシブルフラットハーネス用プラスチック
の開発 

昭和電工株式会社 18 19

33 
構造材用炭素繊維複合材料の長期信頼性

向上技術の開発 
東レ株式会社 20 21

34 
炭素繊維強化複合材料の熱スタンピング法

による高速成形技術の開発 
日本ゼオン株式会社 20 21

35 

省エネ
ルギー
型有機
素子材
料創成
技術の
開発 

有機半導体トランジスタの開発 出光興産株式会社 18 20

36 高分子光回路基盤技術の開発 住友ﾍﾞｰｸﾗｲﾄ株式会社 18 20

37 高分子光導波路加工プロセス等の開発 日本ペイント株式会社 18 19

38 高性能有機ＥＬプロセス技術開発 
ｺﾆｶﾐﾉﾙﾀﾃｸﾉﾛｼﾞｰｾﾝﾀｰ
株式会社 

19 20

39 
受動デバイス内蔵による省電力型超高集積
ＲＦフロントエンドモジュールの開発 

日本ゼオン株式会社 19 20

40 
ハイブリッド自動車用ＳｉＣインバータ実用化
技術の開発 

株式会社ＡＤＥＫＡ 19 20

41 
ナノインプリント法を用いたパターニング技術
の開発 

昭和電工株式会社 19 20

42 高感度二酸化炭素濃度測定器の開発 フィガロ技研株式会社 16 17

④その他におけるテーマ 

43 新規光 有機太陽電池の開発 出光興産株式会社 19 21
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44 

電変換
デバイス
材料の
開発 

太陽電池原料用シリコンの新規製造技術の
開発 

住友化学株式会社 19 20

 

表３－２ 採択テーマ数 

 １６年度 １７年度 １８年度 １９年度 ２０年度 ２１年度 

採択テーマ数 １８ ２ ９ １０ ５ ０ 

 

表３－３ 終了テーマ数 

 １６年度 １７年度 １８年度 １９年度 ２０年度 ２１年度 

終了テーマ数 ２ ３ ８ １２ ８ １１ 

 

（２）成果 

実施者（中間評価以降継続及び追加１９テーマ）に対するアンケート結果によれば、「設

定された目標を大きく上回った」テーマ１件、「目標が達成された」テーマ１０件、「目標

が概ね達成された」テーマ８件と、全てが概ね達成した以上の状況にある。 

以上のように、本制度の各テーマは概ね順調な成果が得られている。 

 

図３－１ 制度の目標達成度（１９実施者）（選択項目） 

事業の目標達成度(1)（自己評価）

1 10 8 0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

① ② ③ ④

 
①設定された目標を大きく上回った。 

②設定された目標が達成された。 

③設定された目標が概ね達成された。（＊） 

④設定された目標が達成されなかった。 
（＊）例えば４つの目標のうち１つの目標が未達成といった場合に「概ね達成」

を選択 

 

また、得られた成果の革新性については、「本事業において世界で初めて真空紫外（VUV）

領域まで発光評価ができる分光光度計及び電子線発光結晶評価装置を開発した」、「ナノイ

ンプリント加工技術、イオン照射技術を用いて、15nm 線幅の加工に成功した事例は世界に

なく、HDDでの試験での記録密度向上を確認した例もない」といった世界初の革新的な技術

など、「世界 高水準製品」、「従来にない性能」が合わせて１０件（５３％）、有機物の特

性を生かした省エネルギー、低コストプロセスなど「従来にないプロセス」が７件（３７％）
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となっている。「その他」２件は、供給不安の解消や材料の軽量化を可能にする新評価手法

の開発である。 

 

図３－２ 成果の革新性（自由記載項目） 

   

成果の革新性

2

7

8

2

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

その他

従来にないプロセス

従来にない性能

世界 高水準製品

 
 

（参考）世界 高水準又は従来にない技術を達成した例 

＜中間評価以降継続及び追加テーマに関するもの＞ 

 

①「２５ 高機能性フッ化物単結晶材料技術開発」（株式会社トクヤマ） 

本事業において世界で初めて真空紫外（VUV）領域まで発光評価ができる分光光度計及び

電子線発光結晶評価装置を開発した。真空紫外（VUV）領域での発光評価試験を行う場合、

従来は DESY（ドイツ）等の大型放射光施設で実験するしか評価方法はなかった。本事業で

開発した装置類は、真空紫外（VUV）領域での発光評価を簡単に実験室内で行うことができ

る革新的なものである。これらの評価装置の開発によって、単結晶材料の真空紫外（VUV）

領域発光評価が簡単に行えるようになり、フッ化物単結晶の迅速スクリーニング体制が構

築できた。また、京都大学、東京大学との共同研究で、真空紫外（VUV）領域で発光する Nd:LaF3

シンチレーターを用いて、μ-PIC（＊）検出器と組み合わせたガスカウンター型位置検出デバ

イスを作製した。本検出デバイスを用いて世界で初めて放射線画像を取得することに成功

し、本事業で提案する新規放射線検出器の動作が実証できた。 

 （＊）：マイクロピクセルチャンバー 

 

②「４１ 省エネルギー型有機素子材料創成技術の開発（うち ナノインプリント法を用

いたパターニング技術の開発）」（昭和電工株式会社） 

ナノインプリント加工技術、イオン照射技術を用いて、15nm 線幅の加工に成功した事例

は世界になく、HDD（**）での試験での記録密度向上を確認した例もない。 

（＊＊）：ハードディスクドライブ 
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③「１５ 高性能分離膜及びシステムの開発（うち 高機能タンパク質分離材の開発）」（東

ソー株式会社） 

高機能タンパク質分離材を利用したシステムは、従来のタンパク質吸着材と比較して特

異性が極めて高く、標的タンパク質の捕捉精度を大幅に向上させる革新的なものである。 

これを可能とする技術開発課題の一つであるヒト抗体レセプタータンパク質の作製につい

ては、遺伝子組換え技術を駆使して人工的に作製する必要があった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④「１８ 微細結晶複合酸化物材料技術の開発」（東ソー株式会社） 

 マイクロ波を利用したスパッタリングターゲットの焼成技術は、従来の電気炉による焼

成と比較し、微細結晶組織化による品質向上、生産性の向上、消費電力の削減を可能とす

る革新的なものである。これを可能とするためにはスパッタリングターゲット用の大型の

マイクロ波焼成炉の製作とマイクロ波焼成技術を確立する必要があった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑤「２４ 非晶質金属酸化物薄膜化技術の開発」（出光興産株式会社） 

 省エネルギー型ディスプレイには透明電極が必須であるが、従来の酸化インジウム系薄

膜はコスト高や供給不安があるものに比較して、In フリー系の透明電極はその問題点を克

服する革新的なものである。これを可能とするためには技術開発課題「非晶質金属酸化物

薄膜化技術の開発」についてキャリア制御を可能にする材料を開発する必要があった。 

 

 

 

 

 

 

クロマト培養槽

１段階

汎用クロマト利用 高機能ﾀﾝﾊﾟｸ質分離材利用

小型化
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・マイクロ波加熱の利用 ①マイクロ波密度の
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2030年
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図１：プロジェクトの概要
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・材料：ITO（In2O3-SnO2）、ZAO（ZnO－Al2O3）

・目標物性：高密度、微細結晶組織を有する。
＜省エネ効果＞

・ターゲット製造の省エネ化
・ＦＰＤ、太陽電池の歩留まり向上による省エネ化

2030年
原油換算：4.7万kl/年の削減

H19 H20 H21

図１：プロジェクトの概要
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＜中間評価時点で終了しているテーマに関するもの＞ 

 

①「４ 高効率酸化プロセス技術の開発（うち 規則性ナノ空孔を利用した高機能ハイブ

リッド触媒技術の開発」（太陽化学株式会社） 

代表的な規則性ナノ空孔材料であるメソポーラスシリカ（ＭＰＳ）を利用した高機能ハ

イブリッド触媒技術の確立を目的とした研究開発。 

「ＭＰＳに関する量産化技術の構築」は、従来は実験室レベルでしか生産できなかった

ＭＰＳを世界的にも初めてとなる商業的生産の道筋をつけたものであり、革新的なもので

ある。これは nano tech 大賞 2008「材料・素材部門」を受賞するなど、公的にも高く評され

たことが示している。 

 

メソポーラスシリカ 

 

 

 

 

 

 

 

②「１ 高効率酸化プロセス技術の開発(うち 酸化反応プロセス選択性向上の「プロピレ

ンオキシド（PO）製造プロセスの開発」）」（住友化学株式会社） 

プロピレンの空気酸化による製造が実現できれば、省エネルギー化の促進や、事業性の

みならずグリーンサステイナブル・ケミストリーをも満足する PO の次世代プロセスとな

る。 

反応活性点を捉えるために構築したその場観察法は、触媒反応が進行していることを反

応物分析で確認しながら分光分析を行うもので世界 高レベルのシステムであり、触媒表

面上に存在する複数の活性酸素種の観測に成功した。それにより、反応活性点を選択的に

発生させる新しい触媒調整法を開発した。 

 

③「１２ 高性能分離膜及びシステムの開発（うち 耐有機溶剤性高効率分離膜の開発）」

（宇部興産株式会社） 

化学プラントにおける製品の分離精製、溶剤回収に用いられる蒸留法に代わる、省エネ

ルギー技術として、高分子膜分離法が有望視されるが、有機蒸気により強度低下や性能低

下を起こし問題がある。そこで、高い熱的、化学的安定性を有しかつ化学構造の設計に自

由度の大きいポリイミドをベース材料として耐有機溶剤性分離膜及び膜モジュールを開発

し、省エネルギー型分離精製システムの構築を目指した。 

ポリイミド素材の構造安定化手法を種々検討し、有機溶剤分離において適用可能な機械

的特性と耐久性を有する中空糸膜が得られることを見出した。重合及び製膜方法を 適化
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し、膜モジュール化を行い１０００時間寿命試験経過後のメタノール透過速度が、２０×１

０－５［ｃｍ３（ＳＴＰ）／ｃｍ２･ｓ･ｃｍＨｇ］以上であり、且つメタノール／炭酸ジメチ

ル分離度が９以上の性能を発揮できる中空糸膜モジュールを得ることに成功した。 

 

④「３０ 自動車用高機能プラスチック・ゴム材料の開発（うち 高機能ゴム材料の開発）」

（ＪＳＲ株式会社） 

自動車の燃費の向上のためには、タイヤから発生する転がり抵抗も無視することはでき

ないが、転がり抵抗とタイヤのグリップ力は二律背反の関係にある。グリップ力や耐摩耗

性を損なうことなく転がり抵抗を低減するタイヤを提供できるゴム材料の開発を行った。 

シリカ表面のシラノールと素早く、強固に結合できる重合体末端構造を設計、リビング

アニオン重合で容易に導入できる合成技術を確立し、自社基準品対比でエネルギー損失を

１８％改善できる「末端変性溶液重合スチレンブタジエンゴム」を開発した。 

 

⑤「３８ 省エネルギー型有機素子材料創成技術の開発（うち 高性能有機ＥＬプロセス技術

開発」（コニカミノルタテクノロジーセンター株式会社） 

省エネルギー効果が大きく、かつ環境適応性も高く、コスト、生産性で優位な「高性能塗布型有

機ＥＬ照明（白色）デバイス」を開発するために重要な基盤プロセス技術の確立を目的とする。 

塗布型有機ＥＬ塗布乾燥試作装置（プラスチック材料使用でロール to ロール対応）を導入し積

層塗布実験を可能にした。本試作装置を用いて、低分子燐光材料で積層を実施し、発光を確認し

た。これにより今後の R2R プロセスでの有機 EL 製造へ向けて前進した。 

これまで蛍光材料での検討が多く、これを用いたプロセスはまだバッチ型の製造方式で生産性

の低い蒸着型での検討が多く、連続生産が可能なフレキシブル基板を用いた塗布型の開発は少

ない。また蛍光材料では発光効率の点で、蛍光灯を超えることが出来ず、蛍光灯を代替して省エ

ネルギー効果を得ることは理論的に難しい。今回、燐光材料を用いて塗布方式での可能性が出

てきたことは、省エネルギー、コストの点で大きな期待が持てる。 

試作フロー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

次に全実施者４４テーマから想定外の成果について回答を得た結果を示す。２１テーマ

（４８％）の実施者から何らかの想定外の成果を挙げているという回答があった。 

これらの回答内容を分類すると、図３－３に示すとおり、省エネルギー面では「別製品

ﾛｰﾙﾌｨ
ﾙﾑ供給 洗浄

表面改質
塗布 乾燥

電極
供給

切断

塗布､乾燥繰り返し

Fig.3 発光確認

発光確認
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に適用」や「別プロセスに適用」される想定外の技術的成果は１６件（７６％）あり、技

術の拡がりによる更なる省エネルギーへの貢献が期待されることを示している。 

 なお、「環境影響」は「廃液中の窒素分を８０％削減」、「開放清掃時の有害物質のエミッ

ションの減少」、「その他」の内容は「ハンドリング性向上」、「材料開発指針の取得」、「モ

ジュール小型化」、「寿命延長」等である。 

 

図３－３ 想定外の成果（自由記載項目） 

    

想定外の成果

4

2

8

8

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

その他

環境影響

別プロセスに適用

別製品に適用

 

 

（参考）想定外の成果例 

＜中間評価以降の成果例＞ 

 

①「４ 高効率酸化プロセス技術の開発（うち 規則性ナノ空孔を利用した高機能ハイブ

リッド触媒技術の開発）」（太陽化学株式会社） 

○省エネルギーへの貢献 

 本事業では、規則性ナノ空孔材料（メソポーラスシリカ：MPS）を実証化し、高機能性ハ

イブリッド触媒への応用を検討してきたが、MPSを水分の吸脱着基材として転用することに

より、デシカント空調機への部材として評価を実施した。その結果、従来デシカント空調

機と比較してエネルギー効率（約 40％）が改善し省エネルギーへの貢献がさらに期待でき

る事が判明した。 

 また、高機能ハイブリッド触媒の更なる応用として「固体高分子形燃料電池（PEFC）」の

電極触媒への可能性を見出し、省エネルギーへの貢献を目指して研究を進めている。 

○省エネルギー以外に関する成果 

 規則性ナノ空孔材料が電子部材の基板での低誘電率化（Low-k）に非常に効果が高い事が

判明し、半導体デバイスの高機能化への貢献が期待される。 

また、規則性ナノ空孔を（固定化酵素）反応場として利用することにより、機能性食品

素材であるＬ－テアニンの生産プロセスを高効率化することが確認された、今後は他の機

能性食品素材の生産プロセスへも波及する可能性がある。 



 

 30

 更に、MPS-カーボン系複合体を酸化処理をする事で近紫外励起白色発光特性が発見され、

紫外線を吸収する旨「UV化粧品添加剤」として安全性の高い素材となると考える。 

 

②「１７ 光応答性と耐久性に優れた有機感光体ドラム材料の開発」（東ソー株式会社） 

オゾンの発生しない正帯電型有機感光体ドラム用の電子輸送材として開発を進めていた

が、有機 EL ディスプレイ及び有機 EL 照明、有機薄膜太陽電池、さらには紫外線吸収材に

おける電子輸送材に転用することによって、当該製品においてエネルギー効率（概ねそれ

ぞれ３０％以上）が改善し、省エネルギーへの貢献が一段と期待できることが判明。 

 

 

 

  

 
 

③「２４ 非晶質金属酸化物薄膜化技術の開発」（出光興産株式会社） 

省エネルギーディスプレイ用の部材として非晶質金属酸化物からなる透明導電材料の開

発を進めてきたが、この透明導電材料は太陽電池にも適用できる可能性が出てきた。使用

できる太陽電池は現在主流の結晶シリコン太陽電池ではなく、これからシェア拡大が期待

される薄膜シリコン太陽電池及び CIGS（＊）太陽電池である。これらの薄膜型太陽電池は材

料コスト及び製造にかかるエネルギーも大幅に削減できるため、太陽電池のエネルギーペ

イバックタイムが結晶シリコン型に比べて半分程度である。本事業の成果で得られた材料

をさらに改良することによって薄膜型太陽電池の低コスト化及び性能向上に寄与すること

が出来ると考えられる。それによって薄膜型太陽電池の普及促進に繋がり、省エネルギー

への貢献は当初想定していた以上になると考えられる。 

 （＊）：Ｃｕ、Ｉｎ、Ｇａ、Ｓｅ系 

 

④「３２ 自動車用高機能プラスチック・ゴム材料の開発（うち フレキシブルフラット

ハーネス用プラスチックの開発）」（昭和電工株式会社） 

自動車用のＦＰＣ（＊＊）型フレキシブルフラットハーネス用に開発を進めていた脂環エポ

キシ－ケイ素化合物複合樹脂が、LED の封止樹脂としても有用であることが明らかになっ

た。現在、この点に関しては技術検討を行なっている 中であるが、開発に成功し更に LED

照明が白熱電灯の置き換え化を達成できれば、1,500万ｋLの省エネルギー化を達成できる

ポテンシャルがある。 

 （＊＊）：フレキシプリント基板 

 

 

 

N
N

N
R2

R1

R1

図 1．新規電子輸送材 1,3,5-トリアジン化合物の骨格 
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＜中間評価時点での成果例＞ 

 

①「２ 高効率酸化プロセス技術の開発（うち 酸化反応プロセスの選択性の向上の「炭

酸エステル＆蓚酸エステル製造プロセス開発」「酸化二量化プロセス開発」、及び、副生

成物の有効利用）」（宇部興産株式会社） 

酸化反応では目的物の他に多種類の副生物を生じることが多くエネルギーを浪費してい

る。本補助事業では、実際に工業的に行われている酸化プロセスの改善・効率化（酸化反

応プロセスの選択性の向上、副生物の有効利用）を行い、省エネルギー型化学技術を創成

することを目的とした。 

開発目標を達成し、さらに、炭酸エステル＆蓚酸エステル製造プロセス開発で新たに開

発された技術により硝酸廃液が大幅に低減されることによって省エネルギーだけでなく廃

液中の窒素分を８０％削減することに成功し環境負荷を大幅に低減することができた。 

 

②「３ 高効率酸化プロセス技術の開発（うち 酸化触媒高度化技術の開発）」（高効率酸

化触媒技術研究組合） 

革新的な酸化触媒技術を各種バルクケミカルズに適用するための共通基盤研究として、

触媒挙動の解明、触媒の機能向上や適応化合物拡大に向けた研究開発を行っている。 

工業的に実施されている既存の酸化反応プロセスによる化学品製造(アジピン酸、テレフタル酸

等)に比し、温和な条件での空気酸化反応が実現できるようになった。さらに、本技術を芳香族系

化合物の既存製造プロセスに適用すると反応活性の向上により、反応温度を現行法より低

くできることが確認された。これにより、従来プロセスでは燃焼廃棄している副生成物の

生成が抑制され、年間 500 トンの炭酸ガス発生削減が期待される。 

 

③「４１ 省エネルギー型有機素子材料創成技術の開発（うち ナノインプリント法を用いた

パターニング技術の開発）」（昭和電工株式会社） 

半導体、ハードディスクの高精細なパターニンングをリソグラフィ法から、エネルギー消費や設

備投資負担が少なく、多品種少量生産に向いているナノインプリント法に転換することで、エネル

ギー消費量を大幅に削減することを目的とする。 

インプリント材料として、加工耐久性に優れた珪素系レジストを新たに開発し、反応性ガス照射

による磁気パターニングに成功した。磁性体の加工後の線幅は 50nm を実現した。さらに、ハード

ディスク用のナノインプリント技術として開発を進めてきたが、半導体レジストのパターニング用技

術に転用することによって、当該技術のフォトリソグラフィー法のレジストを代替することが出来、

当該製品のエネルギー効率（５０％）が改善し、省エネルギーへの貢献が更に期待できることが判

明。 
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３－１－２ 特許出願状況等 

全４４テーマのうち、９テーマ（２０％）で２２件の論文と１４テーマ（３２％）で１

０８件の口頭発表が行なわれた。特許は３２テーマ（７３％）で国内出願が３３５件、外

国出願が７４件行なわれた。また、「３ 高効率酸化プロセス技術の開発（うち 酸化触媒

高度化技術の開発）」(高効率酸化触媒技術研究組合)において、ライセンス供与が１件行わ

れている。 

論文については必ずしも多くはないものの、本制度が大学等の研究者を対象としたもの

ではなく、民間企業における実用化を目標としたものであることを勘案すれば、４４テー

マにおいて国内３３５件、外国７４件の出願が行われていることについては一定の評価が

できると考える。 

 

表３－４ 特許・論文等件数 

論文数 口頭発表数 特許出願件数

（国内） 

特許出願件数

（外国） 

ライセンス 

供与数 

２２ １０８ ３３５ ７４ １ 

 

さらに、nano tech大賞２００８「材料・素材部門」を受賞したテーマがあり、高く評価

されている（※「３－１成果」の「（参考）世界 高水準又は従来にない技術を達成した例」

の①「４ 高効率酸化プロセス技術の開発（うち 規則性ナノ空孔を利用した高機能ハイ

ブリッド触媒技術の開発）」（太陽化学株式会社）を参照）。 

また、アンケートの回答によると、国際標準化に関して、「２３ 高機能コンデンサ等材

料部材の開発（うち 高性能リチウムイオンキャパシタの開発）」（ＪＭエナジー株式会社）

において、ＩＥＣ ＴＣ４０「ＬＩＣの測定法の標準化」の提案（２０１１年３月）を行っ

ている。 

 

（参考）「２３ 高機能コンデンサ等材料部材の開発（うち 高性能リチウムイオンキャパシタの

開発）」（ＪＭエナジー株式会社）の成果の概要 

ＬＩＣの高性能化を図るため、現行ラミネートパッケージセルでのエネルギー密度（14Wh/kg）の 2倍以

上のエネルギー密度（30Ｗｈ/kg）の達成を目標とした。検討の結果 ほぼ 32Wh/kgのエネルギー密度を有

する、ラミネートパッケージＬＩＣの開発に成功。この LICセルは、広い作動温度域(-20～70℃)、長いフ

ロート寿命(70℃フロートで 85%容量保持率)を有することが確認できた。一方建機等の外的負荷の大きな

用途に対してより高信頼性、高強度が見込まれる缶型パッケージセル（捲回型）の開発も図り、特性パフォー

マンスに優れた缶型パッケージＬＩＣの開発に成功。更にＬＩＣモジュールのモジュール化、モジュール

制御技術の開発も進め、12直モジュールのプロトタイプの開発に成功。 
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３－２ 制度としての目標の達成度 

【標準的評価項目】 
○制度としての目標の達成度は妥当か。 
①設定された目標の達成度(指標により測定し、中間時点の達成すべき水準(基準値)との比

較)はどうか。 

 

実施者（中間評価以降継続及び追加１９テーマ）に対し、個々のテーマの目標達成状況

をアンケートにより調査した。全てのテーマが「設定目標を概ね達成した」以上の評価と

なった。 

なお、中間評価時に終了しているテーマの中に「設定目標を達成しなかった」テーマが

１件あったが、終了後も同一テーマ及び周辺テーマ・類似テーマに関する研究開発を継続

しており、事業化に向けて取り組んでいる。なお、未達成の理由は、開発技術の難易度が

極めて高かったことが判明したためあった。 

 

表３－５ テーマ達成状況（選択項目） 

 中間評価時終了テーマ 中間評価以降継続及
び追加テーマ 

設定目標を大きく上回った １ １ 

設定目標を達成した １１ １０ 

設定目標を概ね達成した １２ ８ 

設定目標を達成しなかった １ ０ 

計 ２５ １９ 

 

 

また、全４４テーマのうち７テーマが事業化され、これによる省エネルギー量は現時点

（２０１０年１２月現在）で約０．７万ｋｌ／年となっている。継続テーマも含め、今後

の事業化により、平成２４年（２０１２年）には、４６．３万ｋｌ／年が見込まれる。さ

らに、平成４２年（２０３０年）には、普及対象の市場が重なり合う可能性などを考慮し

て開発技術の普及率や獲得シェアの割合を見積もった場合、「化学プロセス」で２１１万ｋ

ｌ／年以上、「他産業、民生部門、その他」で４００万ｋｌ／年以上、の合計６１１万ｋｌ

／年の省エネルギー量が予想され、事業化が進めば、本制度の目標である「化学プロセス」、

「他産業、民生部門、その他」のそれぞれについて、原油換算１００万ｋｌ／年、４００

万ｋｌ／年以上、合計５００万ｋｌ／年を超える省エネルギー効果が期待される。 

ただし、これらの値は、ほとんどが現在考えられているエネルギー技術が首尾よく発展

するという仮定に基づくものであり、2030年時点での省エネ効果を確約するものではない。 
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図３－４ テーマ実施による省エネルギー量の予測（自由記載項目）」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注：上記の値は、ほとんどが現在考えられているエネルギー技術が首尾よく発展するとい

う仮定に基づくものであり、2030年時点での省エネ効果を確約するものではない。 

 

参考：ケーススタディ 

回答の省エネルギー量が１０万ｋｌ／年以上のテーマに対し、以下の条件を加えた。 

 

＜省エネ量１のケース＞ 

・寄与率を加味する必要のあると考えられるケースは、寄与率を乗じた 

・普及率を 大３割までとした 

＜省エネ量２のケース＞ 

・寄与率を加味する必要のあると考えられるケースは、寄与率を乗じた 

・普及率を 大３割までとした 

・獲得シェアを 大２割までとした 

省エネ量推移

0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 35,000 40,000

2030年

2012年

2010年12月

原油削減量  （千KL/年)

化学プロセス 他産業 民生部門 その他

7

463

38,834
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図３－５ テーマ実施による省エネルギー量の予測（ケーススタディ） 

   

  

2030年省エネルギー量（ケーススタディ）

0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 35,000 40,000 45,000

省エネ量２

省エネ量１

回答省エネ量

原油削減量　（千KL/年）

化学プロセス 他産業 民生部門 その他

38,834

18,015

6,115

 

 

注：上記の値は、ほとんどが現在考えられているエネルギー技術が首尾よく発展するとい

う仮定に基づくものであり、2030年時点での省エネ効果を確約するものではない。 
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表３－６ 各テーマの２０３０年時の省エネ量（ケーススタディ） 
(ＫＬ/年)

回答省エ
ネ量

算出根拠(原単位差又は単位当た
りの省エネ量に乗ずる内容）

省エネ量
１

省エネ量
２

1
酸化反応プロセス選択性向上の「プロピ
レンオキシド（PO）製造プロセスの開発」

356,000 プラント規模 356,000 356,000

2

酸化反応プロセス選択性向上の「炭酸
エステル＆蓚酸エステル製造プロセス
開発」「酸化二量化プロセス開発」、およ
び、副生成物の有効利用

39,200 プラント規模 39,200 39,200

3 酸化触媒高度化技術の開発 450,000 プラント規模 450,000 450,000

4
規則性ナノ空孔を利用した高機能ハイ
ブリッド触媒技術の開発

16,000 市場規模（設備）×普及率 16,000 16,000

5
次世代ディーゼル用PM等酸化技術の
開発

150,000 市場（車両）×普及率 150,000 30,000

6
超臨界水による酸化プロセス技術の開
発

18,000 プラント規模 18,000 18,000

7 15,000 プラント規模 15,000 15,000
8 排ガス処理用高性能消石灰の開発 3,040 プラント規模 3,040 3,040

9
洗石廃泥（フィルターケーキ）有効利用
技術の開発

131 プラント規模 131 131

10
ロータリーキルン熱効率改善技術の開
発

68 プラント規模 68 68

11
高純度水素精製用膜分離システムの開
発

1,000,000 市場規模（設備） 1,000,000 1,000,000

12 耐有機溶剤性高効率分離膜の開発 1,050 プラント規模 1,050 1,050

13 高性能膜ろ過システムの開発 100 市場規模（設備）×普及率 100 100

14 高純度水素精製用分離システムの開発 20,000 対象台数 20,000 20,000

15 高機能タンパク質分離材の開発 39,857 市場規模（設備）×普及率 39,857 39,857

16 6,800 プラント規模 6,800 6,800

17 339,000 市場規模（材料・機器）×普及率 339,000 67,800

18 47,452 市場規模（製造工程）×普及率 47,452 47,452

①の合計 2,501,698 2,501,698 2,110,498

19 15,240 市場規模（材料・工程）×普及率 15,240 15,240

20 高分散超微粒炭酸バリウムの開発 308,760 市場規模（製品）×普及率 308,760 61,752

21 革新的低コスト蓄電デバイスの開発 856,000 対象台数 856,000 171,200

22
高効率プラズマディスプレイ用保護膜材
料技術の開発

4,992,000 市場規模（製品）×普及率（100%） 1,497,600 299,520

23 高性能リチウムイオンキャパシタの開発 4,380,000 市場規模（車載・発電）×普及率 2,628,000 525,600

24 10.6 市場規模（製品）×普及率（100%） 10.6 10.6

25 130,000
市場規模（製品）×普及率、計画
のズレ

130,000 130,000

26 4,440,000
市場規模（PEM)、PEMの効果100%
計上

888,000 88,800

27 22,890 市場規模（製品）×普及率 22,890 22,890

28 16,000 市場規模（製品）×普及率×シェア 16,000 16,000

②の合計 15,160,901 6,362,501 1,331,013

 

29 21,850 市場規模（製品）×普及率 21,850 21,850

30 9,750 対象台数 9,750 9,750

31 12,960 生産量 12,960 12,960

32 45,000 市場規模（ガソリン車） 45,000 45,000

33 4,000,000 市場規模（車両）×普及率×シェア 2,400,000 960,000

34 23,300 市場規模（車両）×普及率 23,300 23,300

35 860,000 市場規模（製品）×普及率 516,000 103,200

36 157,000 予想省エネ規模×普及率×シェア 47,100 47,100

37 500,000 市場規模（製品）×普及率×シェア 250,000 250,000

38 800,000 事業規模 800,000 160,000

39 280,793 市場規模（製品）×普及率 140,397 28,079

40 7,480,000 市場規模（ＳｉＣインバータ搭載車） 2,244,000 448,800

41 6,200,000
市場規模（ハードディスク事業製
品）

1,860,000 372,000

42 45,000 市場規模（車両） 45,000 45,000
③の合計 20,435,653 8,415,357 2,527,039

43 500,000
市場規模（典型Si太陽電池)×普及
率

500,000 100,000

44 234,600 製造規模 234,600 46,920

④の合計 734,600 734,600 146,920
②から④の合計 36,331,154 15,512,458 4,004,972

高性能分離膜
およびシステ
ムの開発

高機能石灰省
エネ製造技術
の開発

高効率酸化プ
ロセス技術の
開発

プラント運転高度安定化技術の開発

高機能コンデ
ンサ等材料部
材の開発

次世代半導体製造装置用低発塵部材の開発

クロマトグラフィー材料の高効率合成法の開発

光応答性と耐久性に優れた有機感光体ドラム材料の開
発

微細結晶複合酸化物材料技術の開発

ハイブリッド自動車用ＳｉＣインバータ実用化
技術の開発

ナノインプリント法を用いたパターニング技
術の開発

非晶質金属酸化物薄膜化技術の開発

高機能性フッ化物単結晶材料技術開発

高機能ゴム材料の開発

高性能ポリエチレン材料の開発

フレキシブルフラットハーネス用プラスチック
の開発
構造材用炭素繊維複合材料の長期信頼性
向上技術の開発

新規光電
変換デバ
イス材料
の開発

有機太陽電池の開発

太陽電池原料用シリコンの新規製造技術の
開発

炭素繊維強化複合材料の熱スタンピング法
による高速成形技術の開発

省エネル
ギー型有
機素子材
料創成技
術の開発

有機半導体トランジスタの開発

高分子光回路基盤技術の開発

高分子光導波路加工プロセス等の開発

高性能有機ＥＬプロセス技術開発

受動デバイス内蔵による省電力型超高集積
ＲＦフロントエンドモジュールの開発

①化学プロセスにおけるテーマ

②他産業におけるテーマ

③民生部門におけるテーマ

④その他におけるテーマ

燃料電池用高機能炭化水素系電解質膜技術の開発

次世代封止材用高性能シリカの開発

高耐候通気性フィルムの開発

高感度二酸化炭素濃度測定器の開発

自動車用
高機能プ
ラスチッ
ク･ゴム材
料の開発

高発泡熱可塑性樹脂成形材料の開発
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４．制度採択案件に係る事業化、波及効果その他成果について 

４－１ 成果（事業化の見通し） 

【標準的評価項目】 
○成果については妥当か。 
①当該制度の目的に合致する成果は得られているか。 
②事業化が目標の場合は、事業化の見通し(事業化に向けてのシナリオ、事業化に関する問

題点及び解決方策の明確化等)は立っているか。 

 

全４４テーマは以下に分類され、既に事業化したテーマは７件（１６％）、事業化に向け

て取組中のテーマは３０件（６８％）である。 

 

既に事業化した            ――  ７件 

事業化に向けて取組中         ―― ３０件 

事業化に向けた取組は特に行っていない ――  ７件 

 

既に事業化した７件は、中間評価時に既に事業化した「プラント運転高度安定化技術の

開発」、「ロータリーキルン熱効率改善技術の開発」の２件に加え、「排ガス処理用高性能消

石灰の開発」、「高純度水素精製用膜分離システムの開発」、「高性能膜ろ過システムの開発」、

「高発泡熱可塑性樹脂成形材料の開発」、「高感度二酸化炭素濃度測定器の開発」の５件で

ある。 

また、図４－１に示すように、事業化に向けて取組中の３０テーマのうち、２３件が平

成２５年度までに事業化を開始する見込みと回答している。 

なお、「事業化に向けた取り組みを特に行っていない」と回答のあった７件は、「性能の

問題や市場の状況から判断して事業化の可能性が低いことがわかったため」等の理由が多

かったが、いずれも研究開発の進捗や市場動向の変化を見極めながら本研究開発の成果を

活かしていくこととしている。 
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図４－１ テーマの事業化時期（自由記載項目） 

事業化状況コメント分類（開始見込み年度）

7

1

6

0
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8
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特に行っていない

未定（当初規模想定）

平成27年以降

平成26年

平成25年

平成24年

平成23年

平成22年

事業化済み

テーマ件数

 

 

 

＜事業化内容＞ 

 

①「７ プラント運転高度安定化技術の開発」（三菱化学株式会社） 

＜中間評価以降の事業化内容＞ 

平成１９年、自社 A プラント蒸留塔の汚れ、閉塞に由来するエネルギーロスを削減する

など、平成１６年～２２年の間に重合物、粉体、油水エマルジョンなどが原因の汚れ、閉

塞の問題を多数解決し、省エネを達成している。また、社内での実績を積み上げながらグ

ループ会社であるエンジニアリング会社とともに本技術をパッケージ化しソリューション

ビジネスとして外販していくことを計画している。 

＜中間評価時点での事業化内容＞ 

石油化学プラントで発生するトラブルの原因の約 30%は汚れ及び閉塞、約２０％は腐食に絡ん

だものであるといわれており、これらのトラブルは安定運転の妨げとなるとともにエネルギーロス

の原因にもなっている。そこで本事業ではエネルギーロス削減を目的とし、これら汚れ、閉塞、腐

食問題の解決に向けての原因検討、対策立案のワークフローを確立する。 

開発は完了し、実プラントでの検証まで完了した。平成１９年、自社 A プラント蒸留塔の汚れ、

閉塞に由来するエネルギーロスを削減するなど、平成１６年～２０年の間に重合物、粉体、油水エ

マルジョンなどが原因の汚れ、閉塞の問題を多数解決し、原油換算で３８００ｋL／年の省エネを達

成した。 

 

②「８ 高機能石灰省エネ製造技術の開発（うち 排ガス処理用高性能消石灰の開発）」（宇

部マテリアルズ株式会社） 
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＜中間評価以降の事業化内容＞ 

平成２１年度に事業化を行い、高反応消石灰を製造を実施し現在実炉での評価テストを

随時実施している状況。 

 

③「１０ 高機能石灰省エネ製造技術の開発（うち ロータリーキルン熱効率改善技術の

開発）」（訓子府石灰工業株式会社） 

＜中間評価以降の事業化内容＞ 

「レンガ及びキャスタブル施工技術の確立」に関しては、長期的視野に立って今後もト

ライ＆エラーで臨み、より当社の条件に適合した施工法と施工技術を引き続き模索してい

く。 

＜中間評価時点での事業化内容＞ 

小型ロータリキルンの熱効率改善技術のため、 

・小型ロータリキルンの熱的特性の測定 

・レンガ及びキャスタブル施工技術の確立 

・焼成品の冷却に用いた空気を燃焼用に利用する技術の応用 

・ロータリーキルンから排出される高温燃焼ガスからの熱回収技術の応用を実施し、総合的

に省エネルギー率４．６％を目指した。 

開発は完了し、自社プラントへ適用、その後の更なる設備更新を経て、目標を大幅に上回る１２．

５％という十分な成果を出している。 

 

④「１１ 高性能分離膜及びシステムの開発（うち 高純度水素精製用膜分離システムの

開発）」（宇部興産株式会社） 

＜中間評価以降の事業化内容＞ 

当初目標は達成したが、研究開発の過程で作製評価した従来糸を用いた水素分離膜モ

ジュールで海外他社品を大幅に上回る性能（省エネルギー含む）を達成したため、開発品

の展開は滞っている。また、世界的な石油需要の落ち込みから、石油改質用水素回収精製

システムの需要も停滞しており、市場の回復が待たれる。 

 

⑤「１３ 高性能分離膜及びシステムの開発（うち 高性能膜ろ過システムの開発）」（ダ

イセル化学株式会社） 

＜中間評価以降の事業化内容＞ 

本開発で得た成果を平成２０年度に透析排水処理システムとして商品化した。現在は、病

院の透析排水処理市場をターゲットとして拡販中である。 

 

⑥「２９ 自動車用高機能プラスチック・ゴム材料の開発（うち 高発泡熱可塑性樹脂成

形材料の開発）」（株式会社カネカ） 

＜中間評価以降の事業化内容＞ 

〔高機能軽量積層シートの開発〕 
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 平成２１年春、大手自動車メーカー基幹車型の自動車内装部品（トランクルーム構成部

材）として車両搭載を果たし、上市した。現在、更なる軽量化を果たすべく、発泡シート

の高発泡化、材料構成の見直しによる軽量化検討を推進している。 

＜ポリプロピレン射出発泡成形技術開発＞ 

自動車部品メーカーを中心に市場ワーク中。各ユーザで発泡成形性及び各種物性評価を実

施中。平成 24年販売開始の見込み。 

 

⑦「４２ 高感度二酸化炭素濃度測定器の開発」（フィガロ技研株式会社） 

＜中間評価以降の事業化内容＞ 

 国内自動車メーカーの限定車種に年間数十台の試作品を出荷中。業界全体としては CO2

冷媒エアコンへの切り替えと同時に搭載の計画があるが、冷媒切り替えの時期は明確に

なっていない。 
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４－２ 波及効果 

【標準的評価項目】 
○波及効果は妥当か。 

①成果に基づいた波及効果を生じたか、期待できるか。 
②当初想定していなかった波及効果を生じたか、期待できるか。 

 

アンケート結果によれば、「研究の継続に弾み」と回答する実施者が６１％、「社内で認

知度の向上」と回答する実施者が５９％を占める等、そのリスクの大きさから民間のみで

は研究開発の継続や実用化への支障が懸念される技術開発を支援することを目的とした本

制度が一定の効果を発揮したと評価できる。さらに、「研究者の育成に貢献」（４８％）、「外

部機関（大学、研究機関、企業）とのネットワークの構築」（６１％）等の波及効果も発生

している。 

今後、生じることが見込まれる波及効果としては、「他の分野の技術への活用」（６６％）

との意見が も多く、広い分野で技術が展開していくことが期待される。 

 

表４－１ 波及効果（選択項目）（複数回答あり） 

 発生している 

波及効果

今後、見込まれる

波及効果 

①研究の継続に弾み ２７（６１％） １４（３２％） 

②担当事業に関する社内で認知度の向上 ２６（５９％） ９（２０％） 

③研究者の育成に貢献 ２１（４８％） １７（３９％） 

④外部機関（大学、研究機関、企業）との

ネットワークの構築 

２７（６１％） １６（３６％） 

⑤他の分野の技術への活用 １０（２３％） ２９（６６％） 

⑥外部での担当事業に関する研究／開発の

活性化 

５（１１％） ６（１４％） 

⑦その他 ３（７％） ２（５％） 
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５．制度のマネジメント・体制・資金・費用対効果等 

５－１ 制度のスキーム 

【標準的評価項目】 
○制度のスキームは適切かつ妥当か。 

①目標達成のための妥当なスキームとなっているか、いたか。 

 

本制度は表５－１のとおり、各種化学製品の製造及び使用に係るエネルギー消費量の削

減を目指した研究開発を公募により募集し、必要経費を２／３以内で補助している。 

実施者（中間評価以降継続及び追加１９テーマ）に対するアンケートによれば、制度の

スキーム全般に関し「適切であった」が８４％、「概ね適切であったが、一部に改善すべき

点があった」が１１％であり、「不適切な点があった」との回答は１件（５％）だけだった。 

 

改善してほしい内容として、「研究開発を進めていく段階で新たな応用の可能性が見えてきた場合、目的外使用

禁止という制限について、当初の目的以外の用途（ただし、省エネルギー化としては同じ範疇）にも応用を広げら

れるような提案を柔軟に行えるような制度にして欲しい」「初年度が事実上 5～6 カ月遅れ（8 月）でスタートしたた

め、設備の納期管理が相当に厳しかった。このような場合の納期延長の猶予が柔軟に認めて頂ければ有難い」と

いう指摘があったが、いずれも国の補助金制度の共通ルールとしての課題であると考えられる。 

 

補助率及び補助対象経費の使用可能範囲については全ての実施者が適切であると回答し

ており、スキームについては総じて適切かつ妥当との評価がなされている。 

 

表５－１ 省エネルギー型化学技術創成研究開発補助事業のスキーム 

項目 概要 

補助対象事業 各種化学製品の製造及び使用に係るエネルギー消費量の削減を目指し

た研究開発課題を設定 

制度内容 上記の研究開発を行う際の経費の一部補助 

補助対象者 民間企業等（単独ないし複数の企業、研究組合、公益法人等） 

補助金額 各テーマ毎に上限値を設定して公募を実施 

補助率 ２／３以内 

事業実施期間 交付決定日からその年度の年度末。なお、各テーマは、提案された期

間を踏まえ複数年度（１～４年度）にわたって実施 

制度実施年度等 平成１６年度～平成２１年度（目標年度：平成４２年度） 
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５－２ 制度の体制・運営 

【標準的評価項目】 
○制度の体制・運営は適切かつ妥当か。 

①制度の運営体制・組織は効率的となっているか、いたか。 
②制度の目標に照らして、個々のテーマの採択プロセス（採択者、採択評価項目・基準、

採択審査結果の通知等）及び事業の進捗管理（モニタリングの実施、制度関係者間の調

整等）は妥当であるか、あったか。 
③制度を利用する対象者はその目標に照らして妥当か。 
④個々の制度運用の結果が制度全体の運営の改善にフィードバックされる仕組みとなって

いるか、いたか。 
⑤成果の利用主体に対して、成果を普及し関与を求める取組を積極的に実施しているか、

いたか。 

 

５－２－１ 実施体制 

（１）実施体制 

本制度は、経済産業省（化学課）が公募を行い、民間企業等に対して直接補助金を交付

している。 

本制度は、実施テーマ数が平成１６年度から平成２１年度の間で単年度あたり 大２６

件にものぼるため（表５－２）、実施者の会計検査や進捗に応じた個別の相談に迅速に対応

する必要があるため、化学課において通常技術開発を担当している３名のみならず、会計

検査等への対応を中心として他の課員にも協力を求めつつ、効率的な実施を図っている。 

 

  図５－１ 省エネルギー型化学技術創成研究開発の実施体制 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  表５－２ 年度実施テーマ数の推移 

年度 平成 １６ １７ １８ １９ ２０ ２１ 

実施テーマ数  １８ １８ ２４ ２６ １９ １１ 

 

 

経済産業省 

（化学課） 

 

民間企業等 

（単独ないし複数の企業、 

研究組合、公益法人等） 

 

公募 

提案 

採択、補助金交付 

審

査 
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５－２－２ 制度の運営 

 

本制度は、ニーズの聞き取りから始まり、公募、採択を経て実施される。採択された実

施者は定められた研究開発の目的及び目標に照らした適切な運営管理を実施することが求

められる。 

  

（１）採択審査 

化学産業又は化学製品の使用段階における省エネルギー効果が高いと見込まれる技術を

「技術開発課題」として提示した上で、個々の課題毎に公募を行っている。 

提案に際して、 

・ 研究開発の目標とその設定理由 

・ 研究開発の新規性・独創性の根拠 

・ 目標を達成するために必要な技術基盤（シーズ）／研究開発の内容 

・ マーケットの現状と将来 

・ 省エネルギー目標 

の記載を求め、以下の「審査基準」と併せて審査を行い、補助事業の目的を達成するため

に適当と判断された事業を補助金額の範囲内で採択している。 

 

  ＜審査基準＞ 

  １）事業者評価 

   ①事業者が技術的能力を有すること。 

②事業遂行の経験・ノウハウを有すること。 

   ③経理等事務管理・処理能力を有すること。 

 

２）技術評価 

   ①技術レベル、もととなる技術開発の有無。 

   ②保有特許等による優位性があること。 

   ③産業界への波及効果があること。 

図５－２ 制度の運営 
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３）事業化評価 

 ①当該事業の新規性。 

②市場環境。 

③実用化に向けた展開に関する計画の妥当性。 

 

実施者（中間評価以降継続及び追加１９テーマ）に対するアンケートでは、公募プロセ

スが「適切であった」の１６件（８４％）と「概ね適切であった」の３件（１６％）の合

わせて１００％であり、公募プロセスに問題はないと考えられる。 

採択審査プロセスに関しては、１７件（８９％）が「適切であった」とし、残る２件（１

１％）も「概ね適切であった」という結果であり、「省エネルギー効果の具体的数値目標を

求めている点」、「提案後ヒアリングが行われること」等の肯定的な意見が多かったことか

ら、審査運営に関しても特段問題がなかったと考えられる。 

 

図５－３ 採択審査プロセスに対するアンケート結果（選択項目） 

採択審査プロセス

17 2 0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

① ② ③

 

①適切であった。 

②概ね適切であったが、一部に改善すべき点があった。 

③不適切な点があった。 

 

（２）事業の進捗管理 

経済産業省は年度当初に実施者から提出された実施計画に基づき、当該年度に実施する

事業内容及び計画の妥当性について確認し、テーマ毎に設定された終了年度の目標内容を

踏まえた上で、必要に応じ、事業内容の再検討等を実施者に求めている。また、年度途中

には、中間検査等を利用して全実施者に対し年１回は現地調査を実施し、ヒアリング等に

より進捗状況を実地で確認するとともに、年度末には、確定検査において適性な予算執行

の確認を行うのみならず、当該年度における成果、実績や運用状況等について実施者より

聴取し、その内容を基にアドバイス等を行っている。このような一連の活動を通じて得ら

れた各事業者の運用状況や質問内容等を踏まえて事務処理等に関する要領を必要に応じ改

訂し、全事業者との間で共有することで、事業の円滑かつ適切な運用を図っており、個々

の制度運用の結果が制度全体の運営の改善にフィードバックされる仕組みとし、実践して

いる。 
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実施者（中間評価以降継続及び追加１９テーマ）に対するアンケートでは、制度全体の

実施体制・運営（事業の進捗管理）に関して、全員が適切であったとの評価であった。特

に制度運営者の「適切な連絡・助言」との回答が多くみられ（５件）、次いで、「迅速な対

応」（４件）との回答が多かった。その他、「変更・見直しに対する柔軟な対応」、「丁寧な

対応」との回答があった。また、「適切なスケジュール」として、「各プロジェクトについて、

１年単位で中間検査、確定検査の２回、進捗状況をチェックし、次年度への継続の是非を判

断しているところ」、「実施体制ならびに進捗管理検査等は企業カレンダーと合致しており対

応しやすい」との回答があった。 

 

図５－４ 制度実施体制に関する意見（自由記載項目） 

制度実施体制に対する意見の分類

2

2

2

4

5

0 1 2 3 4 5 6

適切なスケジュール　

丁寧な対応　

柔軟な変更・見直し対応　

迅速な対応

適切な連絡・助言　

 

 

（３）成果の普及体制・実績 

本制度は、民間企業等（単独ないし複数の企業、研究組合、公益法人等）を補助対象者

としているが、本制度が技術開発の実施のみではなく、実際に、その成果の活用を通じて

省エネルギーを実現することを主眼としていることに照らせば、本制度を利用する対象者

を基本的に民間企業としていることは妥当である。さらに、公募段階でも「補助事業終了

後の実用化に向けた具体的計画を有し、その実施に必要な能力を有すること」を要件とし

て設定することで、採択段階から、本制度を活用して実施された研究開発が本制度による

補助対象期間の終了後も着実に実用化に向けた取組が行われる仕組みとしている。 

さらに、経済産業省は事業開始後も、実施者に対して成果の普及についての助言等を行っ

ており、アンケートにおいても７４％（１９件中１４件）の実施者が制度運営者（経済産

業省）から印象深いアドバイスを得たと回答している。その内訳は、「手続きに関すること」

４テーマ（２９％）、「進め方に関すること」４テーマ（２９％）に加え、「技術に関するも

の」２テーマ（１４％）、「関係者の仲介」２テーマ（１４％）や「市場化に関するもの」

１テーマ（７％）という回答もあり、成果の普及、事業の運営に関して適切な助言が与え

られている。 
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以上のことから、成果の利用主体に対して自らの成果の普及を促す取組を実施している

と言える。 

 

図５－５ 制度運営者からのアドバイス内容（自由記載項目） 

経済産業省のアドバイス内容の分類
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５－３ 資金配分 

【標準的評価項目】 
○資金配分は妥当か。 

①資金の過不足はなかったか。 
②資金の内部配分は妥当か。 

 

本制度の予算推移及び採択テーマ数等の推移を表５－３に示す。平成１６年度から平成

２１年度までの総予算は１０８億円であり、１テーマ当たりの平均予算額は２億５千万円

となっている（表５－３）。 

 

表５－３ 予算額（国費）（百万円）とテーマ数の推移 

年度 平成 １６ １７ １８ １９ ２０ ２１ 合計 

予算総額 1,252 1,655 1,727 2,795 2,475 890 10,794 

実施テーマ数 18 18 24 26 19 11 44 

１テーマ当たり 

年平均予算 

69.5 91.9 80.0 107.5 130.3 80.9  

１テーマ当たり 

平均予算 

      245.3 

 

 

 アンケートによれば、本制度の総合評価において、「リスク低減」（６テーマ、３２％）、

「有益」（３テーマ、１６％）、「補助金の高さ」（３テーマ、１６％）といった項目への回

答があり、具体的には、「達成すれば大きな成果が得られるが、技術的なハードルが非常に

高く、社内での充分な研究資金の確保が困難なケースでも、可能性が認められれば研究を

補助して頂ける点が、特に革新的な技術開発を目指す上で大変有用であると考える」といっ

た回答を得ている（図５－６）。 

これらのことから、概ね資金の過不足はなかったものと考えられる。 
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図５－６ 制度に対する肯定意見の分類（自由記載項目） 
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 また、本制度においては、早急に対応すべき研究開発を事業化すべく補助率を２／３と

設定している。補助率に関するアンケート調査では、全回答者が適切との回答である（図

５－７）。経費の使用可能範囲に関するアンケート調査では、「本事業では、設備費と消耗品

費を必要としており、適切に補助いただけた」、「設備費、労務費以外にも、委託作業費、調査

費もあり、柔軟に経費を使用できる範囲がよい」等の肯定意見で、全回答者が適切との回答で

あり（図５－８）、資金の内部配分については妥当と考えられる。 

 

図５－７ 補助率の妥当性（選択項目） 

補助率

19 0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

① ②

 
 

① 適切であったと思う。 ②適切でなかったと思う。 
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図５－８ 経費使用可能範囲の妥当性（選択項目） 

補助対象経費の使用可能範囲

19 0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

① ②

 

①適切であったと思う。 ②適切でなかったと思う。 
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５－４ 費用対効果 

【標準的評価項目】 
○費用対効果等は妥当か。 

①投入された資源量に見合った効果が生じたか、期待できるか。 
②必要な効果がより少ない資源量で得られるものが他にないか。 

 

本制度の各テーマへの補助金額と平成４２年（２０３０年）時点で期待される省エネル

ギー量から、分野別の省エネルギー量当りの研究開発費を算出した（表５－４）。 

本制度における省エネ量あたりの研究開発費を見ると、「化学プロセスの省エネルギー」

で５，７８９（円/ｋｌ）、「他産業の省エネルギー」で６００（円／ｋｌ）等であり、政府

エネルギー技術開発プロジェクトの費用対効果が約６万円／ｋｌであることを考えると、

本制度は期待される費用対効果は大きいといえる。 

特に民生部門では開発された製品が広く普及することが期待されているので非常に大きな

効果が見込まれている。 

 

注：ただし、表５－４の数値は、ほとんどが現在考えられているエネルギー技術が首尾よ

く発展するという仮定に基づいた省エネ量を使って試算したものであり、実際の各分野の

省エネ量あたりの研究開発費を表すものではない。 

 

 

表５－４ 省エネルギーに要する研究投資額 

 原油換算省エネ量

（平成 42 年） 

(万 kl/年) 

補助金額 

（百万円） 

省エネ量当たり

の研開費（＊） 

（円/kl） 

化学プロセスの省エネルギー ２５０ ３，８５９ ５，７８９ 

他産業の省エネルギー １，５１６ ２，４１１ ６００ 

民生部門の省エネルギー ２，０４４ ３，２０２ ５９０ 

その他の省エネルギー ７３ ２６９ １，３８０ 

（＊）：本制度の投資効果計算は２／３補助事業であることから効果を２／３と評価し、本

制度の終了後も継続して研究開発が必要であることから本制度期間に実施した研究開発の

寄与率を４０％と仮定し、さらに成功確率を１／５として算出した。 

また、省エネ量累計を平成４２年時の５倍として計算した。 

 

 ＜算出例：化学プロセスの省エネ量当たりの研開費＞ 
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３，８５９百万円/（２５０万ｋｌ／年×５年×（２／３）×４０％×（１／５）） 

＝５，７８９円/kl 

 

（参考） 

政府エネルギー技術開発プロジェクトの分析を電力中央研究所が行っている。 

サンシャイン・ムーンライト・ニューサンシャイン計画の費用対効果（１９７４年～２

００２年）を分析し、政府予算累計１４，１１６億円のうち、実用化に結びついた１０の

国プロによる省エネ効果を概算した結果、約６万円／ｋｌという値を得ている。なお、国

プロから実用化した技術の普及による効果に対する政府投資の寄与率は一律４０％と仮定

している。 

（出典：電力中央研究所報告「政府エネルギー技術開発プロジェクトの分析―サンシャイ

ン、ムーンライト、ニューサンシャイン計画に対する費用対効果分析と事例分析―」（平成

１９年４月）） 

 

 

本制度の各テーマのほとんどの実施者が事業化に向けて取り組んでおり、又は研究開発

を続行している一方で、省エネルギー効果を実現するためには追加で設備投資が発生する

ことを考慮すると、概ね妥当なレベルと考えられる。 
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５－５ 変化への対応 

【標準的評価項目】 
○変化への対応は妥当か。 

①社会経済情勢等周囲の状況変化に柔軟に対応しているか。 
②代替手段との比較を適切に行ったか。 

 

地球温暖化問題への対応が国際的にも喫緊の課題となり、ＣＯ２排出低減の要求が強まる

中、本制度の実施テーマについて、特に対策が進みづらいとされている民生部門や他産業

の割合を平成１８年度５４％（１３（７＋６）件）から平成１９年度５８％（１５（９＋

６）件）、平成２０年度６８％（１３（８＋５）件）へと増やしており、社会経済情勢等周

囲の状況変化に柔軟に対応していると言える。 

ただし、化学プロセスについては、平成１８年度４６％（１１件）から平成１９年度３

５％（９件）、平成２０年度２１％（４件）と割合を減らしており、採択課題として化学プ

ロセスをより重点化すべきであったとも言える。 

図５－９ 年度別、分野別実施テーマ数の推移 
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図５－１０ 年度別、分野別の予算配分 
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また、図５－１１に示すとおり、アンケート調査では、本制度が時代の要請に応える省

エネルギーを図る制度であるということで、全実施者が「変化への対応ができている」と

評価した。このように、本制度は変化に対して柔軟に対応していると考えられる。 

 

図５―１１ 変化への対応 

     

変化への対応

19 0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

① ②

 

①対応している。 ②対応していない。 
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第３章 評価 

 

１．制度の目的及び政策的位置付けの妥当性 

 

素材・原料及び機能性材料を生産する化学産業は我が国の重要な基盤産業であり、海外

移転などの空洞化は避けるべきである。しかし、一方、CO2排出量が産業分野で第２位で

あり、省エネルギー化を強力に推進していく必要がある。このことから、化学プロセスを

中心に各種化学製品の製造及び使用に係るエネルギー消費量の削減を目指した本研究開

発制度は妥当なものである。国の技術戦略マップの中での政策的位置付けも明確である。 

また、省エネ技術については投資回収年数が３年を越える場合は民間企業単独ではほと

んど実行されないと考えられており、民間だけでは開発リスクが大きい課題に対して、本

制度のような補助事業を国策として推進することは必須である。 

他の制度との関連については、省エネルギーの重要性に鑑みれば、本制度とNEDOの類似

制度との重複は許容範囲であると考える。 

なお、化学産業の中で、CO2を多く排出しているプロセスそのものの改善あるいは新プ

ロセスの開発研究が多くないのは心配である。 

 

【肯定的意見】 

・省エネルギー対策と温暖対策を進める上で、当該分野での革新的技術開発が重要であり、

これを実現するための目的と政策的位置付けが明確である。国として行うべき制度であ

る。 

・一企業では研究開発投資が困難な案件に対し資金援助で、研究開発を促進することは国

の制度として重要である。 

・NEDOの事業を補完する制度があるということは、企業にとって選択の幅が広がり研究開

発の推進が図れる。 

・民間だけでは開発リスクが大きい課題に対して、政府が研究開発援助することは今後も

今まで以上に不可欠である。本制度は政策的な位置付けも明確で妥当なものである。 

・省エネルギー技術の開発は社会的要請であり、一方では民間のみの開発ではリスクが大

きくインセンティブが働きにくい分野でもあるので、本制度のような補助事業を国策とし

て推進することは必須である。 

国の技術戦略マップの中での政策的位置付けも明確である。 

NEDOで行われている類似制度と比べて、本制度は、化学分野を中心とし、主として企業を

対象とする点に特徴があり、別制度として行ったことは妥当であろう。 

・化学産業は温暖化ガス排出量が第二位の産業であり、研究開発による省エネ効果が大き

いことが期待できる。また、ICCAレポートにあるように化学産業自身の温暖化ガス排出量

は増えても製品の普及が相対的に温暖化ガス排出量削減に著しい効果をおよぼす例もあ

り、本制度のように化学プロセスに加えて、化学製品を取り上げることは十分な意義があ



 

 57

ると考える。 

省エネ技術については投資回収年数が３年を越える場合は民間企業単独ではほとんど実

行されないと考えられている。この観点から、本制度は、化学プロセスを対象とする省エ

ネの推進について極めて有効に機能したと考えられる。 

・素材・原料及び機能性材料を生産する化学産業は我が国の重要な基盤産業であり、海外

移転などの空洞化は避けるべきである。しかし、一方、CO2排出量が産業分野で第２位で

あり、省エネルギー化を強力に推進していく必要がある。このことから、化学プロセスを

中心に各種化学製品の製造及び使用に係るエネルギー消費量の削減を目指した本研究開

発制度は妥当なものであり、政策的位置付けは明確である。 

・エネルギー使用合理化技術に関する事業との棲み分けもはっきりしており、重複すると

ころはない。 

・NEDOの支援事業を補完する事業と判断する。 

・省エネルギー技術の開発は産官学の全セクターで推進するべきものであり、産業の国際

競争力を維持する点からも、国の積極的な補助が必要である。 

他の制度との重複に関しては、省エネルギーの重要性を鑑みれば、本制度と NEDO の類似

制度との重複は許容範囲であると考える。 

・NEDO事業との類似を完全に否定するものではないが、NEDO事業が「わかりやすい成果」

を対象とするのに対し、本制度では広く理解はされにくいものの、重要な省エネ技術が対

象となっている。これは、本制度への応募を化学産業・製品に限定したために、選定の視

点がより詳細になったためと考えられ、より規模の大きい NEDO 事業を補完する位置付け

として十分に機能したと考える。 

・我が国にとって化学産業での CO2 排出削減は官民が一体と成って取り組むべき重要課題

であり、目的及び政策的位置付けは明確である。 

 

【問題点・改善すべき点】 

・化学産業の制度としては、足元の化学産業自身の省エネルギーに資する研究開発を主と

して行うべきと判断する。（今回の44テーマのうち18テーマが化学工業であり、50％以下

である。） 

・ただし、化学産業が他産業へ素材を供給するという観点からは、他産業に貢献する研究

開発も含めることでその重要性が認識されている。 

・化学プロセスにおける省エネルギー技術開発を主目的とした制度であるが、他産業や民

生部門に関連したテーマが多く採択されたことで、制度趣旨がぼやけてしまったことは否

めない。もう少し化学プロセスに絞り込んだ運用を行ってもよかったのではないか。 

・化学プロセス、他産業における省エネの推進、民生部門の省エネへの寄与など、対象と

する研究開発が広い領域にわたっている。いずれも重要な領域ではあるが、複数領域を対

象とすることによって本制度の成果が見えにくくなっていることは否めない。 

・材料開発が多く、プロセス開発が少ないように思われる。素材は使用に係るエネルギー

を削減できるが、生産量そのものが少ないため製造時におけるCO2削減にはあまり期待で
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きない。化学産業の中で、CO2を多く排出しているプロセスそのものの改善あるいは新プ

ロセスの開発研究が多くないのは心配である。 
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２．制度の目標の妥当性 

 

化学プロセスとその他で省エネ効果目標を分けた点など、制度設計には工夫が見られ

る。制度全体として、原油削減量が化学プロセス分野100万kL/年、その他で400万kL/年

の目標は、具体的かつ明解であり、妥当である。 

なお、個々のテーマにおける省エネルギー量の見積もりにあたって、本制度の枠外の

ものまで過剰に見積られることを回避できていない。境界条件を明確にするべきであっ

た。 

また、実施テーマを見渡すとおおよそ学術論文にはなじまない課題が少なからず見受

けられる。このような制度の目標達成度測定に、「論文数及びそれらの被引用数」を指

標とすることに対して、疑問がある。 

 

【肯定的意見】 

・明確な数値目標が掲げられていることは、評価できる。 

・個別のテーマについては、明確な目標及び水準が設定された。 

・目的達成のために適切な目標設定がなされている。 

・制度全体として、原油削減量が化学プロセス分野100万kL/年、その他で400万kL/年の目

標は妥当である。 

・化学プロセスとその他で省エネ効果目標を分けた点など、制度設計には工夫が見られる。

また、目標となる省エネ効果もほぼ予算投入額に見合うものとなっている。 

・目標は具体的であり、かつ明解である。 

 

【問題点・改善すべき点】 

・化学プロセス、他産業、民生部門などの目標値について、それらの適正さを判断できる

資料が乏しい。 

・制度の目標として、省エネルギー効果とされているが、省エネルギー量は各テーマの申

告ベースであり、テーマを横断して評価する手法が提示されてないため、特に民生部門に

おけるテーマでは非常に大きな省エネルギー量となった。 

・また省エネ量の予測においては、割引率を使用して修正を行ったが、その手法も共通で

はないため、他の調査等との比較ができていない。 

目標である2030年の省エネ量と指標である論文数や特許件数などの相関関係が見えにく

い。 

・以上から、目標設定のための省エネルギー量算定については、前提条件を同じとして比

較可能なものとすべき。できない場合は、目標を技術の普及率や特許などの件数など評価

可能な目標とすべきである。 

・化学プロセス以外の分野の目標については、値としては妥当と思われるが、個々のテー

マにおける省エネルギー量の見積もりにあたって、本制度の枠外のものまで過剰に見積ら

れることを回避できていない。境界条件を明確にするべきであったと思われる。 
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・このような制度の目標達成度測定に、「論文数及びそれらの被引用数」を指標とするこ

とに極めて疑問である。実施テーマを見渡してもおおよそ学術論文にはなじまない課題が

少なからず見受けられる。成果の公表と論文数さらに被引用数を短絡させる悪癖は修正す

べきではないか。 

・期間が短く成果を評価するのは難しい。使用に係るエネルギー削減より、化学プロセス

の中で CO2排出量が多いものにプライオリティをつけてやるべきである。 
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３．制度の成果、目標の達成度の妥当性 

 

技術革新があり、特許出願などの一定のアウトプットがあり、将来的な省エネ効果に

期待が持てる点で、全体として妥当な成果が得られたといえる。また、世界 高水準の

技術が開発されていることなどから、制度としては成果の達成度が妥当となっていると

判断する。 

なお、省エネ効果は2012年度までは非常にわずかだが、2030年には、桁違いの省エネ

効果が得られるという図式である。これらの値は、ほとんどが現在考えられているエネ

ルギー技術が首尾よく発展すること（例えば燃料電池の広範な普及など）に基づくもの

と考えられ、希望的な期待値にも読める。2030年時点での省エネ効果について高い精度

を期待すること自身、不可能に近いこともあり、省エネ効果についての取扱は慎重に行

うべきであろう。 

 
【肯定的意見】 

・技術革新があり、特許出願などの一定のアウトプットがあり、将来的な省エネ効果に期

待が持てる点で、全体として妥当な成果が得られたといえる。 

・アンケートの結果から「目標を大きく上回った」あるいは「目標が達成された」という

成果が５８％あり、また、世界 高水準の技術が開発されていることなどから、制度とし

ては成果の達成度が妥当となっていると判断する。 

・数多くの有用な成果が得られている。 

・化学プロセスの省エネについて、原油削減量200万kL/年以上が得られており、目標は達

成されたと判断される。他部門については、数値の信頼度は低いが、個々のテーマにおけ

る技術開発成果から判断するに、おおむね妥当と思われる。 

・ほとんどの実施テーマが省エネ目標達成の観点では十分な成果を挙げている。また、一

部の課題は世界的に見ても技術的インパクトの大きい成果であり、全般的に極めて高い成

果を挙げたと考えられる。 

・設定された目標はすべてが達成しており成果は妥当である。 

 

【問題点・改善すべき点】 

・一方で、省エネ効果は 2012年度までは非常にわずかだが、2030年には、桁違いの省エネ

効果が得られるという図式である。これらの値は、ほとんどが現在考えられているエネル

ギー技術が首尾よく発展すること（例えば燃料電池の広範な普及など）に基づくものと考

えられ、希望的な期待値にも読める。2030 年における省エネルギー量予測の算定方法の

妥当性を精査すべきである。 
・目標の達成度に 2030年の省エネルギー量についての記載があるが、前述の通り、省エネ

ルギー量は、各テーマから申請ベースであり、申請時に内容の検証がされて無いこと、又、

テーマを横断的に共通に評価する手法がないことから、記述から削除すべきと考える。 
・各プロジェクトから出てくる省エネルギー量についての検証が不可欠である。 
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・2012年の原油削減量は46.3万kLとなっており、 終的に2030年に達成されるとしている

削減量と比べて著しく少ない。2030年の削減量自体も、中間評価時点と比べて減っている。

化学プロセス分野以外での原油削減量が過剰に見積もられていることを示している。 

・一方、定量的な省エネ効果はどこまで精査されたか疑問がある。2030 年時点での省エネ

効果について高い精度を期待すること自身、不可能に近いこともあり、省エネ効果につい

ての取扱は慎重に行うべきであろう。 

・個別のテーマごとの目標は不明確なものがいくつか見られる。またエネルギー効率など

は定義があいまいである。エクセルギーの概念に基づいたエクセルギー損失原単位など、

制度としては統一した明確な目標値の設定が必要と思われる。 

短期間での評価なので、どうしてもマテリアル開発で使用時に係るエネルギー削減に成果

がでているよう見えてしまう。地味で効果がすぐには現れない化学プロセス自身の開発研

究も積極的に評価できる枠組みが欲しい。 
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４．制度採択案件に係る事業化、波及効果等その他成果についての妥当性 

 

平成25年度までに過半数のテーマが事業化あるいは事業化見込みである。新材料の開発

やその用途開拓など、革新的な成果や波及効果、想定外の成果も多くあり、今後の展開が

大いに期待できるものである。 

一方、一部テーマについては事業化時期が想定されていないなど、不明確な点がある。

昨今の経済情勢の急変を考慮すれば致し方ないと考えられなくもないが、これらについて

は、内容を分析して今後に生かすことが望まれる。 

なお、期間が短いのでリードタイムが長いエネルギー技術開発には事業化という目標は

不適切ではないかとの疑問もあり、むしろ開発した技術のもつポテンシャルをどう評価し

てやるかが重要であることを付け加えておく。 

 

【肯定的意見】 

・平成25年度までに7割が事業化の開始を予定している。また、革新的な成果や波及効果、

想定外の成果も多くあり、今後の展開が大いに期待できるものである。 

・事業化に向けては、既に７件が事業化し、取り組み中が30件あることから、成果が出て

いると判断する。波及効果についても認められる。 

・事業化に至った成果が得られており、波及効果も確認されている。 

・平成25年度までに過半数のテーマが事業化あるいは事業化見込みである。新材料の開発

やその用途開拓など、いくつかの波及効果も得られている。これらより、全体として制度

の目的に合致した成果が得られていると判断される。 

・既に事業化したテーマも見受けられるなど、十分な成果が得られていると考えられる。

一部テーマについては事業化時期が想定されていないなど、不明確な点があるが、昨今の

経済情勢の急変を考慮すれば致し方ないと考える。 

・制度の目的に合致した成果と波及効果も生じており評価できる。 

 

【問題点・改善すべき点】 

・研究開発を継続できない場合や事業化に取り組めない場合の理由を把握・分析し、採択

段階や中間評価でそのような結果を予想できなかったどうかなど、今後の研究開発制度に

生かすことを考えるとよい。 

・「事業化に向けた取り組みを特に行っていない」との回答が、７件、16％あり、現時点

で事業化の可能性が低い案件が採用されていることは、採用時のプロセスに課題を残して

いると考えられる。 

・事業化見込みのないものが7件、平成27年以降の事業化が想定されているものが6件あり、

合わせると全テーマの3割近くに上る。これらについて内容を分析して今後に生かすこと

が望まれる。 

・補助事業は他社への展開が限られることから、大きな波及効果を期待すること自身無理

があるのではないか。 
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・期間が短いのでリードタイムが長いエネルギー技術開発には事業化という目標は不適切

ではないか？むしろ開発した技術のもつポテンシャルをどう評価してやるかが重要であ

る。 
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５．制度のマネジメント・体制・資金・費用対効果等の妥当性 

 

経済産業省の直轄事業であるため、NEDO事業と比べて広報が不足であったことは否めな

いが、他方、民間企業の視点でニーズの高いテーマが採択できたと考えられる。また、概

ね利用者には好評であり、柔軟かつ細やかな対応がなされたものと見受けられ、スキーム、

体制・運営ともに適切に運用された。 

また、単年度予算の弊害があり、特に初年度の開始時期が遅いため、物品の納入などに

支障をきたす恐れもある。開始時期の早期化と、予算の弾力的かつ柔軟な運用の実現が望

まれる。初年度開始を早くするために、募集時期と期間及び採択プロセスの適正化につい

て、さらに検討の必要がある。 

一方、費用対効果について、省エネ量当りの研究開発費は、特に他産業あるいは民生用

途で非常に安価となっており、普及率や省エネ量の算定がより過大となっている可能が高

いため、省エネ量に関して省エネ量の精査が必要であったと考える。 

 

【肯定的意見】 

・概ね利用者には好評であり、柔軟かつ細やかな対応がなされたものと見受けられる。省

エネ量の予測値の算定方法に疑問も残るが、見積もられた費用対効果の値は大変高く、本

事業によって大いに省エネ効果を期待できる。 

・制度のスキーム、体制・運営は適正かつ妥当であった。資金配分も妥当と判断する。 

・スキーム、体制・運営ともに適切に運用された。 

・アンケート結果から、妥当なスキームで適切に運営されたと判断される。また、補助金

額に対して肯定的な回答が多いことから、実質的な費用対効果は妥当なレベルと判断した

い。 

・経済産業省の直轄事業であるため、NEDO事業と比べて広報が不足であったことは否めな

いが、他方、民間企業の視点でニーズの高いテーマが採択できたと考えられる。 

採択、実施管理等、少ない人員で効率的に進められたと判断する。 

・おおむね妥当と思われる。 

 

【問題点・改善すべき点】 

・単年度予算の弊害があり、特に初年度の開始時期が遅いため、物品の納入などに支障を

きたす恐れもある。開始時期の早期化と、予算の弾力的かつ柔軟な運用の実現が望まれる。

初年度開始を早くするために、募集時期と期間及び採択プロセスの適正化について、さら

に検討の必要がある。 

・費用対効果について、省エネ量当りの研究開発費は、特に他産業あるいは民生用途で非

常に安価となっており、普及率や省エネ量の算定がより過大となっている可能が高い。そ

のため、省エネ量に関して省エネ量の精査が必要であったと考える。また、省エネ量当り

の研究開発費は、読む人に間違った情報を与える可能性が大なので、削除すべきである。 

変化への対応については、割合を増加していることを強調すべきで、件数を入れる場合は
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母数も記載して欲しい。 

・効果を考える上で、各プロジェクトの成果として省エネルギー量についての検証が不可

欠である。 
・原油削減量についての費用対効果は、明らかに過剰な見積もりが行われている。 

採択側へのアンケートで肯定的な回答が出るのは当然なので、採択されなかったテーマの

調査も必要であろう。 

・一方、評価体制については、資金不足のため調査・考察が十分とは言えない点も見受け

られる。補助金制度の説明責任を果たす観点からはある程度の予算を充当してもより深掘

りした評価を行うべきではないか。 

・資金の内部配分については資料からは判断できない。 

・費用対効果については、省エネ効果が自己申告に基づいているため過大と思われるテー

マも見受けられる。費用対効果が大きいとの判断には慎重であるべきであろう。 

・産学連携をもっと推進すべきである。 

民生部門や他産業の割合を増やしたのは致し方ない点もあるが、本来化学産業でのCO2削

減に使われるべき予算を、材料開発というすぐに見えやすい形を期待したと思わざるを得

ない。 
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６．総合評価 

 

本制度は民間だけでは開発リスクが大きい課題に対して研究開発援助することにより、

抜本的なエネルギー効率の改善を促進しうるものであり、重要性の高い制度である。化学

プロセスから民生用部材にいたるまで幅広いテーマを対象として、総合的に大きな成果を

与えたと判断する。また、NEDO事業と比較して、実施課題の選定から評価に至る仕組みが

十分とは言えない一方、民間企業が真に欲する課題に対しての補助が行われたと推測され

る。 

なお、より柔軟な予算の運用や、研究テーマの採択の早期化など検討すべき課題がある。 

また、目標設定に2030年時点での省エネルギー量を採用しているが、今後は、目標を省

エネルギー量とするのであれば、事前にその内容の精査と、化学プロセス、他産業向け技

術及び民生用技術において、共通に評価できる手法を確立すべきである。 

 

【肯定的意見】 

・国策として重要な研究開発分野において適切な目標設定がなされ、利用者がリスクを少

なくして、ブレークスルーできる制度となっていた。そのため、革新的で目標通りの、か

つ想定外の成果が得られ、効果的な資源の活用であったと言える。 

・NEDOの省エネ設備導入や省エネのための研究開発事業を補完するために、本事業のよう

な制度が必要であり、是非継続して欲しい。 

・本制度は民間だけでは開発リスクが大きい課題に対して研究開発援助することにより、

抜本的なエネルギー効率の改善を促進しうるものであり、重要性の高い制度である。 

・本制度は、補助率を2/3としつつ投資コストの高い設備改良へ向けて補助を行うもので、

現行プロセスの改良が主体となるような省エネ技術の開発に対しては、有効に機能したと

判断される。トラディショナルな装置産業で省エネ改善余地のあるものは多く、それらに

向けた補助制度は今後も継続すべきだと思われる。 

・化学プロセスから民生用部材にいたるまで幅広いテーマを対象として、総合的に大きな

成果を与えたと判断する。また、NEDO事業と比較して、実施課題の選定から評価に至る仕

組みが十分とは言えない一方、民間企業が真に欲する課題に対しての補助が行われたと想

定される。その結果、テーマ名からは窺えない広範囲にまで成果が拡がっていると考えら

れる実施テーマも見受けられることは高く評価できる。 

・基幹産業である化学産業におけるCO2削減を目指すという明確な目的をもった研究開発制

度であり、成果も十分得られており評価できる。 

 

【問題点・改善すべき点】 

・より柔軟な予算の運用や、研究テーマの採択の早期化など検討すべき課題がある。 

・目標設定に2030年時点での省エネルギー量を採用し、事前の内容精査を行わなかったた

め、特に民生部門での省エネルギー量が過大に申請され、その結果として効果が過大に評

価されているような印象を受ける。 
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今後は、目標を省エネルギー量とするのであれば、事前にその内容の精査と、化学プロセ

ス、他産業向け技術及び民生用技術において、共通に評価できる手法を確立すべきである。 

・各プロジェクトの成果として省エネルギー量についての検証が不可欠である。 
・化学プロセス以外の分野に対しては、新素材の開発など、NEDOなどの制度でも対応でき

るものが多い。新素材分野への化学産業の貢献という観点では必要な補助であったと考え

られるが、原油削減量の見積もりの面では、制度全体としての整合性が取れていなかった

ように思われる。 

・補助事業の成果がより明確になる視点からも、制度を①化学プロセス、②他産業への波

及、③民生用部材などいくつかに分類した方が良かったのではないか。特に、化学産業が

他産業を通じて省エネに貢献していることを明示する意味で、②、③をより強調すべきで

はないか。 

・産学連携を推進すべきである。 
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７．今後の研究開発の方向等に関する提言 

 

先端技術ばかりを追い、発展させるだけでなく、エネルギー・資源分野においては、国

策として必要な分野の研究開発における日本独自のノウハウや技術を、国立研究機関等に

おいて保持・発展できるような体制を整えておくべきである。 

今後は、企業における基礎的な研究開発促進のための技術開発を厚く支援する制度も必

要と考える。 

また、材料開発の方が、成果が見えやすいが、CO2排出量が多い化学プロセス自体のプ

ロセス開発をより積極的に行うべきである。その場合、リードタイムが長いので、何らか

の形でポテンシャルを評価してやるべきである。 

さらに、産業技術に関わる研究開発成果の評価基準については、学術的プロジェクトと

類似の評価基準を援用するのではなく、実用技術としての先行性、国際標準設定への貢献

度等、独自の基準を設けるべきではないかと考える。 

 

・今回の研究開発制度の良かった点を生かし、また問題点・課題に対する対処法を検討し、

エネルギーイノベーションプログラムの進展の加速化を期待したい。 

一方で、これまで不合理な成果と思われた研究開発内容についても、将来的に重要であり、

必要と判断できるものについては、それらの研究成果や要素技術などを消失させることな

く、保持できるような体制を整えるべきであろう。先端技術ばかりを追い、発展させるだ

けでなく、エネルギー・資源分野においては、国策として必要な分野の研究開発における

日本独自のノウハウや技術を、国立研究機関等において保持・発展できるような体制を整

えておくべきである。 

・産業界においては、今後の中長期にわたる温暖化対策を行うためには、本制度の目的で

ある省エネ技術の研究開発はますます重要となる。 

しかしながら、今後期待される研究開発は革新的なものであり、現時点では、世の中に出

現していない技術と考えられるため、産学官を横断した、基礎的な材料開発や触媒開発が

重要である。 

本制度では、既存技術の改良を行う技術開発から新規材料開発まで、幅広くテーマが採用

されているが、今後は、企業でも基礎的な研究開発促進のため、基礎的な技術開発を厚く

支援する制度が必要と考える。 

・民間だけでは開発リスクが大きい課題に対して、政府が研究開発援助することは今後も

今まで以上に不可欠である。 

 近の政治の混乱を背景に、方向性が見えにくくなっているが、成長戦略の構築とその

ための支出が不可欠である。 

・検討会で省エネルギー量の見積もりの妥当性が議論となったが、これは産業別の省エネ

ルギー割り当てをどうするかという国全体の問題である。省エネルギー技術開発に関する

今後の補助制度の設計にあたっては、この問題を明確にすることが望まれる。 

・今回の制度では、プロセス改良と新素材開発の2種類のテーマがあった。これらの間には、
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技術開発の期間や事業化の確率などでかなりの違いがある。今後の省エネ関連の補助制度

の設計にあたっては、技術の特性に応じて、期間や補助率をきめ細かに変更できるように

してゆく必要があろう。 

・国の予算に基づく研究開発であることから、制度の公平性、透明性は重要であり、各テー

マに対する幅広い公募、研究開発成果の評価・公表は不可欠であろう。一方、産業技術に

関わる研究開発は、純粋科学に関わる研究開発と比べて、民間企業間の競争に加えてグ

ローバルな競争はより熾烈であることは間違いない。「一見公平に見える公募、採択プロ

セス」よりも、真に我が国産業の競争力強化に資する採択基準を設けるべきではないか。 

・研究成果の評価基準については、学術的プロジェクトと類似の評価基準を援用するので

はなく、実用技術としての先行性、国際標準設定への貢献度等、独自の基準を設けるべき

ではないか。 

・材料開発の方が、成果が見えやすいが、CO2排出量が多い化学プロセス自体のプロセス開

発をより積極的に行うべきである。その場合、リードタイムが長いので、何らかの形でポ

テンシャルを評価してやるべきである。 

・評価指標としてエネルギー効率は定義があいまいで不適切である。エクセルギーの概念

を基にエクセルギー損失原単位で統一的に評価すべきである。 

・産学連携をより推進するスキームを考える必要がある。 
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第４章 評点法による評点結果 
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第４章 評点法による評点結果 
 

 

「省エネルギー型化学技術創成研究開発」に係る研究開発制度評価の実施に併せて、以

下に基づき、本評価検討会委員による「評点法による評価」を実施した。その結果は「３．

評点結果」のとおりである。 

 

１．趣 旨 
 

評点法による評価については、産業技術審議会評価部会の下で平成 11年度に評価を行っ

た研究開発事業（39 プロジェクト）について「試行」を行い、本格的導入の是非について

評価部会において検討を行ってきたところである。その結果、第 9回評価部会（平成 12年

5月 12日開催）において、評価手法としての評点法について、 

 (1)数値での提示は評価結果の全体的傾向の把握に有効である、 

 (2)個々のプロジェクト毎に評価者は異なっても相対評価はある程度可能である、 

との判断がなされ、これを受けて今後のプロジェクト評価において評点法による評価を

行っていくことが確認されている。 

 また、平成 17年 4月 1日に改定された「経済産業省技術評価指針」においても、プロジェ

クト評価の実施に当たって、評点法の活用による評価の定量化を行うことが規定されてい

る。 

これらを踏まえ、研究開発制度の中間・事後評価においては、 

 (1)評価結果をできる限りわかりやすく提示すること、 

 (2)研究開発制度の相対評価がある程度可能となるようにすること、 

を目的として、評価委員全員による評点法による評価を実施することとする。 

  本評点法は、各評価委員の概括的な判断に基づき点数による評価を行うもので、評価報

告書を取りまとめる際の議論の参考に供するとともに、それ自体評価報告書を補足する資

料とする。 
 
２．評価方法 
 

・各項目ごとに４段階（Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄ<ａ，ｂ，ｃ，ｄも同様>）で評価する。 

・４段階はそれぞれ、Ａ(ａ)＝３点、Ｂ(ｂ)＝２点、Ｃ(ｃ)＝１点、Ｄ(ｄ)＝０点に該当

する。 

・評価シートの記入に際しては、評価シートの《判定基準》に示された基準を参照し、該

当と思われる段階に○を付ける。 

・大項目（Ａ，Ｂ，Ｃ，Ｄ）及び小項目（ａ，ｂ，ｃ，ｄ）は、それぞれ別に評点を付け

る。 

・総合評価は、各項目の評点とは別に、研究開発制度全体に総合点を付ける。   
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３．評点結果 

 

評点法による評点結果 

（省エネルギー型化学技術創成研究開発） 

 

評価項目 平均点（※） 標準偏差 

1. 制度の目的及び政策的位置付けの妥当性 2.8  0.37  

2. 制度の目標の妥当性 2.0  0.82  

3. 制度の成果、目標の達成度の妥当性 1.8  0.37  

4. 制度採択案件に係る事業化、波及効果等その他成果につ

いての妥当性 
2.2  0.37  

5. 制度のマネジメント・体制・資金・費用対効果等の妥当

性 
2.5  0.50  

6. 総合評価 2.7  0.47  

（※）１～６の評価項目ごとに、各委員の評点の平均値を算出。 
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テーマ別研究開発概要 

省エネルギー型化学技術創成研究開発 実施テーマ一覧 

 

 

研究課題 

 

テーマ名 

 

実施者名 

 

実施年 

開
始

終
了

①化学プロセスにおけるテーマ 

1 

高効率酸
化プロセス
技術の開
発 

酸化反応プロセス選択性向上の「プロピレ
ンオキシド（PO）製造プロセスの開発」 

住友化学株式会社 16 18

2 

酸化反応プロセス選択性向上の「炭酸エス
テル＆蓚酸エステル製造プロセス開発」
「酸化二量化プロセス開発」、および、副生
成物の有効利用 

宇部興産株式会社 16 18

3 酸化触媒高度化技術の開発 
高効率酸化触媒技術研
究組合 

17 19

4 
規則性ナノ空孔を利用した高機能ハイブリ
ッド触媒技術の開発 

太陽化学株式会社 18 19

5 
次世代ディーゼル用 PM 等酸化技術の開
発 

(株) 三菱化学科学技術
研究センター 

19 21

6 超臨界水による酸化プロセス技術の開発 三菱化学株式会社 20 21

7 プラント運転高度安定化技術の開発 三菱化学株式会社 16 19

8 
高機能石
灰省エネ
製造技術
の開発 

排ガス処理用高性能消石灰の開発 宇部ﾏﾃﾘｱﾙｽﾞ株式会社 16 17

9 
洗石廃泥（フィルターケーキ）有効利用技
術の開発 

吉澤石灰工業株式会社 16 16

10 ロータリーキルン熱効率改善技術の開発 
訓子府石灰工業株式会

社 
16 16

11 

高性能分
離膜およ
びシステム
の開発 

高純度水素精製用膜分離システムの開発 宇部興産株式会社 16 18

12 耐有機溶剤性高効率分離膜の開発 宇部興産株式会社 17 19

13 高性能膜ろ過システムの開発 
ﾀﾞｲｾﾙ化学工業株式会

社 
16 18

14 高純度水素精製用分離システムの開発 三菱ガス化学株式会社 16 18

15 高機能タンパク質分離材の開発 東ソー株式会社 19 21

16 クロマトグラフィー材料の高効率合成法の開発 東ソー株式会社 16 19

17 
光応答性と耐久性に優れた有機感光体ドラム材料の開
発 

東ソー株式会社 16 19

18 微細結晶複合酸化物材料技術の開発 東ソー株式会社 19 21

 

 

 

 

 

別添 
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②他産業におけるテーマ 

19 次世代半導体製造装置用低発塵部材の開発 東ソー株式会社 16 19

20 

高機能コ
ンデンサ
等材料部
材の開発 

高分散超微粒炭酸バリウムの開発 宇部ﾏﾃﾘｱﾙｽ株式会社 18 19

21 革新的低コスト蓄電デバイスの開発 日本ゼオン株式会社 18 19

22 
高効率プラズマディスプレイ用保護膜材料

技術の開発 
宇部ﾏﾃﾘｱﾙｽﾞ株式会社 20 21

23 高性能リチウムイオンキャパシタの開発 JM エナジー株式会社 20 21

24 非晶質金属酸化物薄膜化技術の開発 出光興産株式会社 18 20

25 高機能性フッ化物単結晶材料技術開発 株式会社 トクヤマ 18 2１

26 燃料電池用高機能炭化水素系電解質膜技術の開発 ＪＳＲ株式会社 19 21

27 次世代封止材用高性能シリカの開発 株式会社 トクヤマ 16 18

28 高耐候通気性フィルムの開発 株式会社 トクヤマ 16 17

③民生部門におけるテーマ 

29 

自動車
用高機
能プラス
チック･ゴ
ム材料
の開発 

高発泡熱可塑性樹脂成形材料の開発 株式会社 カネカ 16 18

30 高機能ゴム材料の開発 ＪＳＲ株式会社 16 19

31 高性能ポリエチレン材料の開発 東ソー株式会社 16 18

32 
フレキシブルフラットハーネス用プラスチック
の開発 

昭和電工株式会社 18 19

33 
構造材用炭素繊維複合材料の長期信頼性

向上技術の開発 
東レ株式会社 20 21

34 
炭素繊維強化複合材料の熱スタンピング法

による高速成形技術の開発 
日本ゼオン株式会社 20 21

35 

省エネ
ルギー
型有機
素子材
料創成
技術の
開発 

有機半導体トランジスタの開発 出光興産株式会社 18 20

36 高分子光回路基盤技術の開発 住友ﾍﾞｰｸﾗｲﾄ株式会社 18 20

37 高分子光導波路加工プロセス等の開発 日本ペイント株式会社 18 19

38 高性能有機ＥＬプロセス技術開発 
ｺﾆｶﾐﾉﾙﾀﾃｸﾉﾛｼﾞｰｾﾝﾀｰ
株式会社 

19 20

39 
受動デバイス内蔵による省電力型超高集積
ＲＦフロントエンドモジュールの開発 

日本ゼオン株式会社 19 20

40 
ハイブリッド自動車用ＳｉＣインバータ実用化
技術の開発 

株式会社ＡＤＥＫＡ 19 20

41 
ナノインプリント法を用いたパターニング技術
の開発 

昭和電工株式会社 19 20

42 高感度二酸化炭素濃度測定器の開発 フィガロ技研株式会社 16 17

④その他におけるテーマ 

43 新規光
電変換
デバイス
材料の
開発 

有機太陽電池の開発 出光興産株式会社 19 21

44 
太陽電池原料用シリコンの新規製造技術の
開発 

住友化学株式会社 19 20
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「研究開発概要１」 

 

１．研究開発の名称：高効率酸化プロセス技術の開発（うち 酸化反応プロセスの選択性の向上

の「プロピレンオキシド（PO）製造プロセスの開発」） 
 

２．実施者名： 住友化学株式会社 
 

３．補助期間： 平成１６年度～１８年度 

 

４．事業目的： 

  ウレタン原料等の用いられるプロピレンオキシド（PO）の製造プロセスは、主にクロルヒドリン法、

ハルコン法、クメン法の３種であるが、エネルギー的に有利でありかつ環境にやさしい化学技術

（グリーン・サステイナブル・ケミストリー）であるという両者を満足するプロセスはまだ存在しない。

プロピレンの空気酸化による製造（以下 PO 直酸法）が実現できれば、省エネルギー化を促進する

のみならず、事業性のみならずグリーン・サステイナブル・ケミストリーをも満足する PO の次世代

プロセスとなる。 

 

５．事業概要： 

プロピレンオキシド（ＰＯ）の製造プロセスに関する補助事業。①反応状態直接観察法により

反応活性種、活性点を見極め、②その有効な反応活性点種、活性点を発生させる方法を開発し、

③その知見をもとに高選択性且つ高生産性を有するＰＯ製造の基本プロセスを開発する。 

 

６．成果： 

  PO 生成に有効な反応活性点の特定から、PO 合成を有利に進めるには表面不純物濃度を抑

えながら金属の粒子径を均一に揃え、かつ触媒活性表面に均一に添加剤を存在させることが好

ましいこと等が分かった。また、これら知見を反映させた反応活性点の選択的発生方法として新し

い触媒調製法を開発した結果、PO 選択率および C3H6（プロピレン）転化率が大幅に向上し、選

択率は所期目標の７０％程度にとどまっているものの、PO の生産性は基本触媒の目標性能を超

えるレベルに達した。ただし、PO 製造プロセス構築のためには一層の触媒の高性能化が必要で

あり、これまでに得られた知見をベースに、有効な反応活性種・活性点をより選択的に発生する

方法の開発を本補助事業後も継続している。 

 

＜省エネ量＞ 

２０１０年１２月時点           ０ｋｌ 

２０１２年時点              ０ｋｌ 

２０３０年時点        ３５６，０００ｋｌ 
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７．成果の革新性： 

  本事業の中で達成した触媒性能は、公開特許実施例ベースで世界 高水準に相当する。ま

た、反応活性点を捉えるために構築したその場観察法は、触媒反応が進行していることを反応物

分析で確認しながら分光分析を行うもので世界 高レベルのシステムであり、触媒表面上に存在

する複数の活性酸素種の観測に成功した。 
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「研究開発概要２」 

 

１．研究開発の名称： 高効率酸化プロセス技術の開発（うち 酸化反応プロセスの選択性の向

上の「炭酸エステル＆蓚酸エステル製造プロセス開発」「酸化二量化プロセス開発」、および、副

生成物の有効利用） 

 

２．実施者名： 宇部興産株式会社 

 

３．補助期間： 平成１６年度～１８年度 

 

４．事業目的： 

酸化反応プロセスは幅広く工業的に実施されているが、酸化反応では目的物の他に多種類の

副生物を生じることが多くエネルギーを浪費している。本補助事業では、実際に工業的に行われ

ている酸化プロセスの改善・効率化（酸化反応プロセスの選択性の向上、副生物の有効利用）を

行い、省エネルギー型化学技術を創成することを目的とする。 

 

５．事業概要： 

①酸化反応プロセスの選択性の向上：i）炭酸エステル＆蓚酸エステル製造プロセスでは、更な

る酸化剤利用効率を向上が望まれていた。その改善を目指し、酸化剤をリサイクルするプロセス

技術を開発した。また、現在、液相で実施され CO 利用率が低い蓚酸エステル製造において CO

利用率が低く改善が求められていた。その改善に取り組み、新規な気相反応技術を開発した。ii) 

酸化二量化プロセス開発 1)フタル酸ジメチル酸化二量化製造プロセスでは、二量体収率が低いと

言う問題があり改善が望まれていた。新規高活性触媒系の開発や反応プロセス検討を行い、副

生異性体を含めた有効利用できる総合二量体収率を改善する技術を開発した。2)シクロヘキサノ

ン酸化二量化製造プロセスでは、現在、500℃を越える高温で反応を行っており、選択率も低く改

善が求められていた。その改善に取り組み 270℃で実施できる新規な液相反応プロセス技術を開

発した。②酸化副生物の有効利用：1,6-ヘキサンジオール製造プロセスでは、現在、酸化廃液中

の有効成分は十分には利用し切れておらず改善が望まれていた。その改善を目指し新規プロセ

ス技術を開発すると共に固定床水添技術開発にも取り組んだ。 

 

６．成果： 

①酸化反応プロセスの選択性の向上：i)炭酸エステル＆蓚酸エステル製造プロセス開発では、

酸化剤の選択率９９％以上（現行９７％）を達成し、５ｍ３のスケールアップ実証テストを行い良い

結果を得た。蓚酸エステル製造プロセスにおいてはＣＯ利用効率の良い気相プロセスへの転換を

試みて、スケールアップに対する評価および課題が抽出され、今後のスケールアップに対する方

向性を見出した。 
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ii)酸化二量化プロセス開発のうち、１）フタル酸ジメチル酸化二量化プロセス開発では、反応条件、

助触媒、配位子を改善し、新規触媒と、副生物である異性体の有効利用を併せて行い収率１４％

の目標を達成した。更に、助触媒の分割添加や条件変更により、触媒当たりの２量体生成量を１．

６倍に向上させ、今後のスケールアップへの評価および課題を抽出し、新たに反応の連続化とい

う方向性を見出した。 

２）シクロヘキサノン酸化二量化製造プロセス開発では、新規な低温液相反応（２７０℃ 現行：５０

０℃）を見出し、有効な二量化生成物の合計収率６０％を達成した（現行５３％）。更にマイクロ波

照射により１００℃前後の低温で二量化生成物が生成することを初めて確認した。②副生成物の

有効利用：1,6-ヘキサンジオール製造プロセス開発では、シクロヘキサン酸化廃液に対し、触媒

改良、製造プロセスの改善・効率化を行いラボスケールで酸化廃液中の有効成分利用率の１５％

アップを達成し、パイロット設備でのスケールアップデータ収集とラボ実験による詳細解析を行うこ

とにより今後のスケールアップに対する多くの知見が得られた。また、1,6-ヘキサンジオールの固

定床での水添でも長期の連続運転において十分触媒寿命があるという有意義な知見を得た。以

上の成果として２０３０年時点で５００００ｋｌの省エネを見込んでいる。 

 

＜省エネ量＞ 

２０１０年１２月時点       １，７００ｋｌ 

２０１２年時点          ２，２００ｋｌ 

２０３０年時点         ３９，２００ｋｌ 

 

７．成果の革新性： 

炭酸エステル＆蓚酸エステル製造プロセス開発では、従来廃棄されていた窒素分をリサイクル

させる革新的な技術を開発する必要があった。これを達成するためには窒素分を含む廃液を再

度利用することのできる反応技術を新たに構築する必要があった。フタル酸ジメチル酸化二量化

プロセス開発では、従来は二量化反応収率が低く多くの原料をリサイクル必要がありエネルギー

を多く消費していた。また、触媒寿命も短く改善する必要があった。これを改善するためには、従

来 適化されていたものとは異なる革新的な触媒及び反応条件を新たに見出す必要があった。

シクロヘキサノン酸化二量化製造プロセス開発では、従来５００℃という通常の有機反応ではあま

り用いられない非常に高温で気相反応を行う必要があり目的物の収率（選択率）が悪いと言う問

題があった。この問題を解決するために、２７０℃液層加圧反応を新たに見出す必要があった。こ

の新たに見出された反応は、従来の反応条件と全くはかけ離れた革新的なものであった。更に反

応の低温化の達成に取り組み、従来全く知られていなかったマイクロ波を適用する新たな反応系

を見出した。1,6-ヘキサンジオールは、シクロヘキサン酸化廃液中に含まれている原料を有効成

分として利用して製造されていた。しかし、従来は一部がうまく利用することができずに廃棄されて

いた。今回開発された技術は、シクロヘキサン酸化廃液中の有効成分を資源として効率よく利用

することを可能とする革新的なものである。これを達成するためには、水添時の原料組成の変更、
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新機構活性触媒の開発、高分子成分の低分子化技術の構築といったプロセス全体に渡る革新的

な技術構築を行う必要があった。 
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「研究開発概要３」 

 

１．研究開発の名称： 高効率酸化プロセス技術の開発(うち 酸化触媒高度化技術の開発) 

 

２．実施者名： 高効率酸化触媒技術研究組合 

 (H17－19 年度  姫路分室：ダイセル化学工業) 

 (H19 年度      三菱化学分室：三菱化学) 

 

３．補助期間： 平成１７年度～１９年度 

 

４．事業目的： 

化学工業で多用され、基本的な反応のひとつでありながら様々な問題を抱える各種酸化反

応プロセスに対し、関西大学工学部石井康敬教授の発見した NHPI（N-ヒドロキシフタルイミド）

で代表される N-オキシ系触媒等の高効率酸化触媒に係わる特許を活用した技術を広く普及さ

せ、実用化に向けた研究開発を実施することを目的とする。 

本プロジェクトでは、この革新的な酸化触媒技術を各種バルクケミカルズに適用するための

共通基盤研究として、触媒挙動の解明、触媒の機能向上や適応化合物拡大に向けた研究開

発を行う。 

 

５．事業概要： 

反応機構の解明、反応速度解析および触媒変質機構解明と変質抑制などの知見を得ること

で、さらに能力・汎用性の高い触媒を設計する。また実用性を高めるため製品との分離が容易

な固定化高効率酸化触媒の研究開発を実施する｡ 

TPA 酸化反応への適用では、発熱エネルギーの有効利用が必要で、ある程度高温の酸化

反応が必要となる。NHPI 系酸化触媒としては THICA がＴＰＡ酸化に適した候補触媒であるが、

触媒の分解による低収率が課題である。実プロセス適用を考慮した時、発生する熱の有効利

用が 適となる反応温度でコスト的に工業化可能な反応条件を探索した。 

 

６．成果： 

①触媒挙動および触媒分解機構の解明 

触媒作用サイクル中の活性体である N-オキシラジカルは、反応系中の他のラジカルとカップ

リングし N－アルコキシイミドとなって、触媒サイクルから外れる事が多くの NI 反応系で確認さ

れた。しかしこの N－アルコキシイミド基からも活性体 N-オキシラジカルを発生し、再び触媒サ

イクルへ戻ることが確認できた。 

高効率触媒系で従来 も反応活性の高い THICA（トリ-N-ヒドロキシイソシアヌル酸）は分子

内に 3 箇所の活性部位 N-ヒドロキシイミド基を持つ。その分解過程として、一箇所ごとに N-ヒド
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ロキシイミド基がイミド基に変換して、DHICA（ジ-N-ヒドロキシイソシアヌル酸）から MHICA（モノ

-N-ヒドロキシイソシアヌル酸）へと分解が進行する可能性が見出された。 

②新規 NI 触媒の開発 

THICA は分子内に活性部位である N-ヒドロキシイミド基を三つ持つ。その活性部位の 1 つが

イミド基に変わり、活性部位が 2 つになった DHICA、さらに N-ヒドロキシイミド基がイミド基に変

わり、活性部位が 1 つになった MHICA を開発した。そしてその触媒活性を比較したところ

MHICA は THICA とほぼ同等の触媒活性を持つことを見出した。 

③固定化触媒系の検討 

NI 触媒と併用される金属触媒の固定化を検討し、繰り返し使用しても活性低下を起こさない

Co 金属固定化系を開発した。 

④TPA 酸化反応の検討 

バッチ反応での触媒安定性に関して以下のことが判明した。 

・単純な熱分解、加水分解は 170℃では顕著には起こらない。 

・分解は金属触媒の存在で加速され、その速度は金属触媒の濃度に依存する。 

・工業的に成立する反応条件は、反応温度 170℃、金属触媒濃度 100ppm、THICA  1000ppm

で、このときの TPA 収率が 50％以上となるとコスト的に成立する 

さらに、これらを基に、10Ｌオートクレーブによる連続反応での確認を行った。TPA の連続酸

化反応では一般的に金属触媒濃度が低いと反応が停止してしまうため、金属触媒濃度

800ppm から反応を開始し、徐々に触媒濃度を下げていく方法を取った。結果としては金属触媒

濃度 300ppm の時点で反応活性がなくなり、目標の金属触媒濃度 100ppm の酸化反応は達成

できていない。 

 

＜省エネ量＞ 

２０１０年１２月時点           ０ｋｌ 

２０１２年時点              ０ｋｌ 

２０３０年時点            ４５万ｋｌ 

 

７．成果の革新性： 

工業的に実施されている既存の酸化反応プロセスによる化学品製造(アジピン酸、テレフタル

酸等)に比し、温和な条件での空気酸化反応が実現できる。 

従来プロセスで使用する硝酸や臭素によるプラント腐食が回避され、また、温室効果ガス発

生の大幅な削減が可能となる。 
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「研究開発概要４」 

 

１．研究開発の名称： 高効率酸化プロセス技術の開発 

        （うち 規則性ナノ空孔を利用した高機能ハイブリッド触媒技術の開発） 

 

２．実施者名： 太陽化学株式会社 

 

３．補助期間： 平成１８年度～１９年度 

 

４．事業目的： 

化学産業では多くのエネルギーが消費されるが、その大半が合成と分離・精製工程に係るもの

である。規則性ナノ空孔内に金属ナノ粒子を創製する等して得られる高機能ハイブリッド触媒は

高効率で選択性に優れた化学合成を可能とし、化学合成プロセスにおける省エネ・省資源に大き

く貢献するものと考える。本事業では、代表的な規則性ナノ空孔材料であるメソポーラスシリカ（Ｍ

ＰＳ）を利用した高機能ハイブリッド触媒技術の確立を目的としたものである。 

 

５．事業概要：  

化学プロセスにおけるエネルギー消費は、合成工程で約３０％、分離・精製工程で約５０％を占

めており、これら工程を効率化する技術開発は、省エネ・省資源に大きく貢献するものと考える。

現在、触媒担体としてゼオライト、シリカ等の金属酸化物や活性炭等が広く利用されている。ＭＰ

Ｓは、広範な分子種に対し分子篩効果が期待できるのにも関わらず、未だどの企業も商業的生産

には至っておらず利用されていない。 

また、細孔内に金属ナノ粒子を創製するなどして得られる高機能ハイブリッド触媒は、例えば白

金ナノ粒子触媒のように、水素中の一酸化炭素（ＣＯ）の酸化除去反応において高選択性、反応

の低温化を示すなど、優れた触媒性能を有することが確認されている。しかし、その実用化には

担体となるＭＰＳそのものの供給と、さらに希少金属である白金の担持量の低減化が課題となっ

ている。本事業は、高機能ハイブリッド触媒技術の確立を目的とし、主にＭＰＳの量産化技術構築、

及び白金ナノ粒子触媒の白金低減化について取り組みを行った。 
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６．成果：  

本事業の目的を達成するため、以下の主要な開発目標を掲げた。 

１．代表的な規則性ナノ空孔材料であるＭＰＳに関する量産化技術の構築 

２．白金ナノ粒子触媒の白金低減化 

１． 大で約２０ｔ／年の製造規模を有する実証プラントを導入し本設備にてスケールアップ検証

を行った。結果、細孔径の異なる３種類のＭＰＳについて、高収率かつ高品質の製品を製造でき

るまでに至った。ＭＰＳは触媒用途以外にも、次世代の省エネ空調として期待されるデシカント空

調用の吸着剤など、広範な用途での利用が期待されており、本成果の産業への波及効果は大き

い。 

２．触媒性能を維持しながら白金担持量を従来の１／１０である０．５ｗｔ％まで低減する事を可

能にした（特許出願１報）。また、既存触媒が水素中の１％のＣＯを１０ｐｐｍ以下とするために水素

ロスが約６％であるのに対し、本触媒はこれを１％以下とすることが可能となった。燃料電池の普

及に伴い、水素需要量は年々増大すると目され、２０３０年には約３８０億 Nｍ３／年に達するとの

予想もある。２０１５年から２０３０年の間で全水素需要の内、仮に約５％に本触媒が使用された場

合、１５年間でトータル約５万ｋｌの省エネ効果を見込むことが出来る。 

 

＜省エネ量＞ 

２０１０年１２月時点           ０ｋｌ 

２０１２年時点            ７００ｋｌ 

２０３０年時点         １６，０００ｋｌ 

 

７．成果の革新性： 

本事業における「ＭＰＳに関する量産化技術の構築」は、従来は実験室レベルでしか生産できな

かったＭＰＳを世界的にも初めてとなる商業的生産の道筋をつけたものであり、革新的なものであ

る。これは nano tech 大賞 2008 大賞「材料・素材部門」を受賞するなど、公的にも高く評された事

が示している。 
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また、「白金ナノ粒子触媒の白金低減化」については、白金担持量を０．５ｗｔ％とした上でＣＯ転

化率９９％以上（ＣＯ残存量１０ppm 以下・反応温度１００℃以下の条件）を可能とする触媒の合成

に成功した。本触媒性能は、従来の触媒研究において報告例のない革新的なものである。 
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「研究開発概要５」 

 

１．研究開発の名称： 

高効率酸化プロセス技術の開発（うち 次世代ディーゼル用 PM 等酸化技術の開発） 

 

２．実施者名：株式会社三菱化学科学技術研究センター 

 

３．補助期間：平成１９年度～平成２１年度 

 

４．事業目的： 

CO2 排出量の伸びが著しい輸送分野において、ハイブリッド自動車と並んで燃費効率の高い

ディーゼル自動車の普及が期待されている。ディーゼル自動車の普及には窒素酸化物（NOx）と

粒子状物質（ＰＭ）の削減が課題であるが、本補助事業ではＰＭ削減技術として高効率酸化プロ

セスを開発する。また、ＮＯｘ浄化触媒の開発を行い、ＰＭ用フィルターとの一体化が可能である

かどうかを検証する。 

 

５．事業概要： 

本補助事業では、燃費効率の高いディーゼル自動車の排ガスに含まれる粒子状物質（ＰＭ）を

高効率に酸化し、浄化する技術の開発を行う。具体的には下記３点の技術開発を行い、基盤的な

研究段階の技術を開発フェーズに移行させる。 

高効率金属間化合物触媒技術の開発では、高活性、シンタリング（粒子成長）が抑制された高

耐久性のあるＰｔ低減触媒の実現を目標とすることにより触媒性能の劣化が少なく、より少量のＰｔ

の使用による排ガス浄化を目指す。 

低温燃焼非白金触媒技術の開発においては、浄化できる非Ｐｔ触媒およびその触媒に 適なフ

ィルターを開発することを目標とする。また、ＮＯｘ浄化触媒の開発を行い、ＰＭ用フィルターとの一

体化が可能であるかどうかを検証する。 

 電気化学的新規 PM 等酸化プロセスでは、ＰＭ分解時の消費エネルギーをゼロ、もしくはゼロに

近くするための電気化学セルを開発する。 

 

６．成果： 

PM 酸化触媒として、Pt 低減触媒の開発として高効率金属間化合物触媒技術の開発、低温燃

焼非白金触媒技術の開発、及び電気化学的新規 PM 等酸化プロセスの開発の３つの方式の開発

を行った。 

上記の中で、特に低温燃焼非白金触媒に関しては、低温燃焼活性に優れ、かつ高い熱耐久性

を有する Bi 系触媒を見出した。また、開発触媒の実用上の問題点となる基材との反応を抑える手

法の検討を行い、耐久後も劣化せず、基材との反応を十分に抑えた触媒を開発することができ
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た。 

本 Bi 系触媒を使用することにより、現在市販されている触媒を上回る触媒を開発することがで

き、触媒を担持したフィルターとしての評価を行うことに成功したことから、本方式選択し開発をと

りすすめていくこととした。 

PM を酸化するフィルターに担持可能な窒素酸化物浄化用触媒の開発としては、開発触媒の実

用上での優位性を明確化するとともに、その触媒を量産可能とするプロセスの開発を行った。開

発触媒は高温水蒸気下での耐久性が現行の触媒を大きく上回り、フィルター上に担持して、PM

が燃焼したとしても十分な耐久性を有していることがわかった。 

 

＜省エネ量＞２０１０年１２月時点         ０ｋｌ 

２０１２年時点            ０ｋｌ 

２０３０年時点          １５万ｋｌ 

 

７．成果の革新性： 

Bi 系 PM 酸化触媒は、従来用いられている Ce 系触媒と比較し、実使用に近い条件において、

PM 酸化燃焼温度を５０～１００℃下げることに成功した。また、本触媒は実条件でも使用可能な

耐久性を有していることを確認した。本触媒が基材上で劣化するという課題があったが、基材との

反応を十分抑えることで実用化の目処をたてることができた。 

窒素酸化物浄化用触媒の開発においては、従来用いられている触媒は高温水蒸気下での劣

化が問題であったのに対し、800 度以上での高温水蒸気下において非常に高い耐久性を有する

触媒を開発することに成功した。 
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「研究開発概要６」 

 

１．研究開発の名称： 

高効率酸化プロセス技術の開発 （うち超臨界水による酸化プロセス技術の開発） 

 

２．実施者名：三菱化学株式会社 

 

３．補助期間：平成２０年度～平成２１年度 

 

４．事業目的： 

液相酸化反応プロセスは工業生産に必須な基本プロセスの一つである。酸化反応プロセスは

大きな発熱を伴うため、その効率的な利用によりエネルギー使用の削減が期待できる。 

超臨界水あるいは亜臨界水（以下、超（亜）臨界水と記す）を用いた酸化反応は、高い反応速

度による反応工程の小型化、高温反応がもたらす高い熱回収効率によるエネルギーの有効活用

や CO2 発生量の削減など、大きな可能性を秘めている。 

テレフタル酸（TPA）は、パラキシレン（PX）の液相酸化反応で生産されており、大量生産型のプ

ロセスである事から、省エネルギーの観点での技術革新の波及効果が大きい。工業化への課題

はあるが、超（亜）臨界水酸化プロセスが実現すれば、現行の TPA 製造技術を抜本的に革新させ

る可能性がある。 

本補助事業では、触媒開発、反応解析、生産性向上、スケールアップ検討を中心に、超臨界

水を用いた酸化プロセスの実用化を目指す検討を実施した。 

 

５．事業概要： 

超臨界水酸化反応技術の生産性を高める課題を解決するため、流通式反応装置で高い原料

基質濃度での反応検討を実施し、高濃度で反応収率を向上させるための必要用件を確認した。 

反応収率を高める課題を解決するために、反応や相分離状況を確認する目的で、反応領域の

直接的な光学的観察手法を開発し、反応条件の 適化を実施した。あわせて、触媒の超臨界水

酸化反応条件下での挙動を確認し、さらに高活性な触媒の探索を実施した。 

反応条件下での高い腐食性に耐える耐食材料を探索し、候補材料を見出した。 

 

６．成果： 

超臨界水酸化反応プロセスの実機化実現に向けて、所定のコストメリットを得るための手法を

明確化した。原料基質濃度を高めるための手法を見出した。また、配管材料等についても実プラ

ントを構成するための候補材料を見出した。一方、超臨界水酸化反応環境における触媒の挙動

を明らかにした。この検討を通して、金属触媒の酸化析出が不可避である事が分かり、この課題

を解決するために代替触媒の探索を行ったが、好適な触媒を見出すには至らなかった。 
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＜省エネ量＞２０１０年１２月時点         ０ｋｌ 

２０１２年時点            ０ｋｌ 

２０３０年時点         １．８万ｋｌ 

 

７．成果の革新性： 

大量生産に好適な流通式の反応器を用いた反応は、従来は高収率を得るためには原料濃度

が非常に希薄な条件を選ばざるを得ず、過去に報告された原料濃度は 高で 2 重量%であった。

本研究では 5 重量%の高基質濃度での高収率反応に成功し、さらなる高基質濃度での高収率反

応の可能性を確認する事ができた。 
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「研究開発概要７」 

 

１．研究開発の名称：プラント運転高度安定化技術の開発 

 

２．実施者名：三菱化学株式会社 

 

３．補助期間： 平成１６年度～１９年度 

 

４．事業目的： 

 石油化学プラントで発生するトラブルの原因の約 30%は汚れおよび閉塞、約 20%は腐食に絡んだ

ものであるといわれており、これらのトラブルは安定運転の妨げとなるとともにエネルギーロスの

原因にもなっている。そこで本事業ではエネルギーロス削減を目的とし、これら汚れ、閉塞、腐食

問題の解決に向けての原因検討、対策立案のワークフローを確立する。 

 

５．事業概要： 

石油化学プラントでは汚れ、閉塞、腐食等の問題でのエネルギーロスは大きい。本事業では、

これらのエネルギーロス削減を目的として①ガイド波やガンマ線を応用した配管や塔槽類内部の

汚れ厚み計測方法の確立、②汚れ場を再現し汚れの成長を測定する小型および大型の装置開

発とその応用、③汚れ付着成長の解析とモデリング、④実プラントでの汚れ制御方法の試験と確

立、⑤実プラントでの腐食のインライン測定と腐食の制御方法の確立を実施した。 

 

６．成果： 

ガイド波やガンマ線を応用した汚れ厚み計測方法の確立をはじめ、近赤外線を応用した重合に

由来する汚れの評価方法の確立、加熱用および冷却用熱交換器の汚れを再現し評価する方法

の確立、粉体物性に基づいた粉体プロセスの汚れ評価方法の確立、油水分離性に基づいた油水

エマルジョンに由来する汚れ評価方法の確立などを達成した。さらにこれらの評価に基づき汚れ、

閉塞の本質原因を見極め適切な対策を講ずるためのワークフローを確立し、実プラントでの検証

まで完了した。 

たとえば平成１９年、自社 A プラント蒸留塔の汚れ、閉塞に由来するエネルギーロスを削減する

など、平成１６年～２０年の間に重合物、粉体、油水エマルジョンなどが原因の汚れ、閉塞の問題

を多数解決し、原油換算で３８００ｋL／年の省エネを達成した。 

 

＜省エネ量＞２０１０年１２月時点     ３，８００ｋｌ（潜在） 

２０１２年時点        ４，４００ｋｌ 

２０３０年時点       １５，０００ｋｌ 
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７．成果の革新性： 

本事業のような石油化学プラントの汚れ、閉塞の問題に関する研究はこれまで少なく、この分

野の技術の進歩への寄与は大きい。今日まで抜本的・体系的技術にならなかった本分野への取

り組みはものづくり技術の一つの高度化という面で産業へのインパクトは大きい。本事業の成果

の一部は Engineering Conferences International 主催の国際会議“Heat Exchanger Fouling and 

Cleaning”で 2005 年と 2007 年に計４件を発表するなど、多数の成果を社外にも報告するに至って

いる。 
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「研究開発概要８」 

 

１．研究開発の名称：高機能石灰省エネ製造技術の開発 

（うち 排ガス処理用高性能消石灰の開発） 

 

２．実施者名：宇部マテリアルズ株式会社 

 

３．補助期間： 平成１６年度～１７年度 

 

４．事業の目的： 

ごみ焼却施設で発生する酸性ガス（塩化水素、硫黄酸化物）の除去剤として消石灰が使用され

ているが、消石灰の大半は焼却施設より発生する飛灰として処理、埋立されている。すなわち使

用される消石灰は廃棄物となるため、処分場確保やその処理費用の問題がある。本研究開発で

化学的理論当量の２倍以下で反応性を有する消石灰を開発し、消石灰製造及び飛灰処理量低

減に伴うエネルギー削減を目的とした開発を行う。 

 

５．事業概要： 

排ガス中の塩化水素、硫黄酸化物を除去するには、従来よりＢＥＴ比表面積や細孔容積が影響

すると言われているが、反応性を高める材料の研究で固定層でのラボ評価より、反応性に影響さ

れている細孔容積を既存品より更に大きくすることで、反応性を高める可能性を見出した。 

消石灰の細孔容積を制御する方法を見出し、従来の製品の２倍程度大きくすることが可能となっ

た。また、乾燥方法については、消化時の BET 比表面積及び細孔容積を維持する技術を開発し

た。 

また、ごみ焼却施設を想定した連続評価装置を製作し、消石灰の細孔容積と脱塩素との相関

性及び反応温度と反応性等の違いを確認することができた。 

 

６．成果： 

平成１８年度～１９年度において、本研究で蓄積した製造技術を既存の高反応設備へ応用し、

試製品にて実炉で性能評価を実施した。試製品にて実炉で性能評価した結果、従来品と比較し

約 8(%)の削減ができ、酸性ガスの除去性能が細孔容積に影響することが再確認できた。 

また、平行して１８年度から製造プロセスの構築を開始し、各工程毎の機種選定を完了後、２０

年度末に設備完工し２１年度より製造を開始する予定である。 

 

＜省エネ量＞２０１０年１２月時点        ６０ｋｌ 

２０１２年時点          ４２４ｋｌ 

２０３０年時点        ３，０４０ｋｌ 
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表－１ 試製品実炉性能評価結果 

 従  来  品 試  製  品 

   1 号炉 2 号炉 3 号炉 合計 1 号炉 2 号炉 3 号炉 合計

原単位(kg/t-ｺﾞﾐ) 4.03 3.98 3.97 3.98 3.66 3.65 3.71 3.67 

ＨＣｌ (ppm) 0.0 1.0 1.0   0.1 0.0 0.0   

ＳＯ2 (ppm) 0.3 1.2 0.8   0.7 0.4 1.2   

ＢＦ差圧(mmAq) 56 60 56   57 57 55   

 

 

７．成果の革新性： 

現在日本国内の各石灰メーカーで高反応消石灰を製造販売しているが、カタログの数値で見

る限り細孔容積については 0.22(cc/g)が標準的で、当社が開発した細孔容積 0.35(cc/g)程度の物

は上市されていない。 

細孔容積の制御が可能になった事により、カルシウムが吸着する他の有害ガスの除去用途で

販路が見込まれる可能性がある。 
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「研究開発概要９」 

 

１．研究開発の名称： 高機能石灰省エネ製造技術の開発 

（うち 洗石廃泥（フィルターケーキ）有効利用技術の開発） 

 

２．実施者名： 吉澤石灰工業株式会社 

 

３．補助期間： 平成１６年度 

 

４．事業目的： 

（1）フィルターケーキを主原料とし 100kg/ﾊﾞｯﾁ規模設備における水硬性石灰製造技術を確立す

る。 

（2）試作品製造及び建材特性評価を行なう。 

（3）実際の建築工事での実証試験において、実用性を評価する。 

 

５．事業概要： 

石灰産業において発生する廃棄物の代表例として、原石の水洗工程から発生する洗石廃泥

（以下、フィルターケーキ）があり、弊社では年間10万t発生する。これらは、再利用が困難であ

り、大半は事業所内の遊休地に堆積処分している。また、石灰系フィルターケーキの成分は、

欧米で使用されている水硬性石灰の成分と近似していた。そこで、フィルターケーキを主原料と

して、原料配合・予備処理・焼成・消化条件の 適化を行い、シックハウス対策などの機能性を

付与した建築材料に利用でき、28 日養生後の圧縮強度が安定的に 5.0MPa 以上の水硬性石灰

を目標とした開発を行なう。さらに、強度以外の建材として必要な特性の評価を実施し、本開発

商品が実際の施工工事に試験材として供されることを 終目的として設定した。 

 

６．成果： 

石灰製造工程において副生する洗石廃泥（フィルターケーキ）を主原料として微量の添加剤

を加え、小規模実績で得られた結果をもとに 100kg/ﾊﾞｯﾁ規模で成型・焼成・消化し、2 日養生後

圧縮強度が 1.0MPa、28 日養生後圧縮強度が 6.9Mpa の目標値を超える水硬性石灰を得ること

ができた。本事業において100kg/ﾊﾞｯﾁ規模の製造技術を確立することができた。また化学特性、

物理特性も良好であり、ｶﾞｽ吸着などの機能性も発揮した。試作品を左官屋、工務店に送り、建

材特性を検証したところ、外装材料、内装材料の利用が効果的であるとの評価を頂いた。なお

当該品の実証評価については現在継続中であるが、施工性については、プロの業者からも評

価をいただき、30 日以上経過後も形状は安定している。さらに省エネルギー効果を見ると当補

助事業では、原料の採掘・運搬、破砕及び廃棄物工程の処理の省略により、6%程度の省エネ
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ルギーが図れる見込である。 

 

＜省エネ量＞ 

現在事業化は行っていないが、実生産規模で操業を開始した場合、２０３０年までに年間１３１ｋｌ

の省エネルギー効果が見込める。 

 

７．成果の革新性： 

今まで産業廃棄物として、事業所内の遊休地に堆積処分していたフィルターケーキを再利用

化ができ、安価でかつ環境に優しい建築材料を提供できるようになった。 
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「研究開発概要１０」 

 

１．研究開発の名称： 高機能石灰省エネ製造技術の開発 

（うち ロータリーキルン熱効率改善技術の開発） 

 

２．実施者名： 訓子府石灰工業株式会社 

     

３．補助期間： 平成１６年度 

 

４．事業目的： 

  ①小型ロータリキルンの熱的特性の測定 

  ②レンガ及びキャスタブル施工技術の確立 

  ③焼成品の冷却に用いた空気を燃焼用に利用する技術の応用 

  ④ロータリーキルンから排出される高温燃焼ガスからの熱回収技術の応用  

  以上の 4 点から総合的に省エネルギー率 4.6％を目指す。 

 

５．事業内容： 

    ・補助事業に係わる設備改善を実施する前の期間 

      平成 15 年 10 月 13 日～平成 16 年 6 月 30 日 

    ・改善実施後の期間 

      平成 16 年 11 月 25 日～平成 17 年 3 月 14 日 

 

  ①小型ロータリキルンの熱的特性の測定 

焼成原料であるドロマイト主体混合原料（湿量含水率10％）を挿入し、焼成品320～350

（kg/hr）を得る定常操作の焼成を行った。設備改善の前後で、それぞれ延べ 22 日間、11

日間の期間において焼成に関する精密なる測定を行った。 

  ②レンガ及びキャスタブル施工技術の確立 

従来の小型ロータリーキルンはその構造上レンガの脱落が起こり易く、そのため熱エネ

ルギー損失、炉停止による諸損失が大きい。本事業においては、従来の小型ロータリー

キルンとは異なり、二層構造からなるレンガ施行に代わってシェル内面に厚さ 260 ㎜のキ

ャスタブル BPC1 を一層で施行し、長時間の運転を実施した。その結果として施工・成果

測定を行った平成 16 年 11～平成 17 年 3 月まで、レンガの欠落トラブルがなく効果が顕

れた。 
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 ＜キャスタブル「BPC-1」特性表 ＞ 

成  分 Al2O3 

かさ比重 2.9ｔ/㎥ 

線変化率（1500℃×3ｈ） －1.0～1.0％ 

圧縮強さ（1500℃×3ｈ） 350～700kg/cm2 

加熱後曲げ強さ（1500℃×3ｈ） 80～150kg/ cm2 

熱伝導率（500℃） 1.75 kcal/m.h.℃ 

 

  ③焼成品の冷却に用いた空気を燃焼用に利用する技術の応用 

ロータリーキルンから排出される焼成品は、高温度のままクーラーに供給され、クーラ

ー内で向流に流れる空気によって冷却される。この際、冷却することで空気側が予熱され

るが、その予熱された空気を燃焼空気用二次空気として取り入れた。またクーラー内の

熱エネルギー回収の効率を大きくするため、クーラー外表面に断熱材を施行した。 

④ロータリーキルンから排出される高温燃焼ガスからの熱回収技術の応用 

１）原料シュート内原料保持用回転堰 

原料タンク→原料スクリューフィーダ→原料シュート→キルン本体  という原料フロー

の中で、原料シュートに回転堰を設置した。これにより原料がシュート部分に保持され、高

温燃焼ガスからの伝熱量を増加させることを図った。 

２）原料タンク内排気管の倍増 

従来、原料タンク内に排気管（300A 逆 U 字管）を通してタンク内の原料を予熱し、排熱

回収を行っていたが、今回さらに効果を高めるためその排気管を倍増した 

   

６．成  果： 

 改善前の燃料原単位平均値 2858kCal/kgpr に対して、改善後の実績値は 2500 kCal/kgpr であ

り、358kCal/kgp の省エネルギー効果があったことが示されている。即ち省エネ率は 358/2858＝

12.5％であった。当初目標としていた省エネ率 4.6％に対し十分な効果を実現したものである。 

 

＜省エネ量＞ 

２０１０年１２月時点   ２５５ｋｌ （68/12 kl/月× 45 ヶ月＝  255kl ） 

２０１２年時点      ３９１ｋｌ （68/12 kl/月× 69 ヶ月＝  391kl ） 

２０３０年時点    １，６５１ｋｌ （68/12 kl/月× 285 ヶ月＝ 1,651kl ） 

 

７．成果の革新性： 

 「レンガ及びキャスタブル施工技術の確立」に関しては、現在も継続して効果の具合、改善点の

検討を進めている段階である。 
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「研究開発概要１１」 

 

１．研究開発の名称： 高性能分離膜およびシステムの開発 

（うち 高純度水素精製用膜分離システムの開発） 

 

２．実施者名： 宇部興産株式会社 

 

３．補助期間： 平成１６年度～１８年度 

 

４．事業目的：  

低エネルギー消費型システムである中空糸膜を用いた高純度水素精製用ガス分離システムの

所要動力を、従来の２／３以下に低減する。 

 

５．事業概要： 

中空糸膜分離方式は、特に大型低温処理で性能を発揮でき、水素発生プラントや大規模水素

ガス精製の分野で大量に生産と供給を行う場合に特に適している。従前から他の分離システムと

比較して省エネルギー型ではあるが、更に高効率化を図ることにより、更なる省エネルギーシステ

ムとすることを目指す。従来技術によるシステムですでにリファイナリー用等の水素精製装置とし

て、 長２０年の実用実績がある。 

今回次の項目の研究開発により、目標を達成する。 

①より分離性能の高い水素分離精製用ポリイミド中空糸組成の開発。 

②より安定かつ高品質で中空糸を得るための高度生産技術の開発。 

③より省エネルギー化、低コスト化、高品質化したモジュールの開発。 

 

６．成果： 

補助事業に応募した当時の中空糸膜分離システムの所用動力に対し、補助事業終了時には、

中空糸レベルで１．４～２．０倍の水素透過性能を有し、細糸化により単位体積あたりの水素処理

能力を２．４倍～３．１倍に増加できた。所用動力は計画では従来の２／３を目標としたが、 終的

には 大従来の１／３まで低減されるシステムが開発された。 

実際に得られた高性能中空糸組成を用い、高度化した生産技術によって細糸化した中空糸を試

作し、改良したモジュールとして組立てたものを、国内外でフィールドテストにより性能確認した。 

派生的には、他の中空糸膜分離システムも高性能化によるシステムの省エネルギー化が達成さ

れ、水素分離精製だけでなく、大型窒素発生装置、炭酸ガス分離装置など、環境関連分野におい

ても、省エネルギーを含めた膜分離の適用と活用の有用性を広めている。 
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＜省エネ量＞２０１０年１２月時点         ０ｋｌ 

２０１２年時点       ５０，０００ｋｌ 

２０３０年時点    １，０００，０００ｋｌ 

 

７．成果の革新性： 

同一量の高純度水素を得るのに必要な所要動力が大幅に削減できることから、プロセスの小

型化含め、省エネルギーに大きく貢献できる。 

フィールドテストの結果を含め、試算では従来の高純度水素精製プラント１基に開発したモジュー

ルシステムを適用すると、高純度水素精製プラント２基分の高純度水素製造が可能となることか

ら、増設に関わるエネルギーも含め、大幅な省エネルギー、コストダウンにつながる技術となって

いる。 
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「研究開発概要１２」 

 

１．研究開発の名称： 高性能分離膜およびシステムの開発 

（うち 耐有機溶剤性高効率分離膜の開発） 

 

２．実施者名：宇部興産株式会社 

 

３．補助期間： 平成１７年度～１９年度 

 

４．事業目的：耐有機溶剤性分離膜および膜モジュールを開発し、省エネルギー型分離精製シス

テムを構築する。 

 

５．事業概要： 

化学プラントにおける製品の分離精製、溶剤回収は主に蒸留法で行われ非常に多くのエ

ネルギーを消費している。省エネルギーの代替技術として、高分子膜分離法が有望視される

が、有機蒸気を含む系を分離する場合、高分子分離膜が有機蒸気により強度低下や性能低

下を起こし問題がある。そこで、高い熱的、化学的安定性を有し且つ化学構造の設計に自由

度の大きいポリイミドをベース材料として耐有機溶剤性分離膜および膜モジュールを開発し、

省エネルギー型分離精製システムの構築を目指す。 

 

６．成果： 

ポリイミド素材の構造安定化手法を種々検討し、有機溶剤分離において適用可能な機械

的特性と耐久性を有する中空糸膜が得られることを見出した。重合および製膜方法を 適

化し、膜モジュール化を行い１０００時間寿命試験経過後のメタノール透過速度が、２０×１０

－５［ｃｍ３（ＳＴＰ）／ｃｍ２･ｓ･ｃｍＨｇ］以上であり、且つメタノール／炭酸ジメチル分離度が９以

上の性能を発揮できる中空糸膜モジュールを得ることに成功した。このモジュールを、ジメチ

ルカーボネートと１，６ヘキサンジオールからポリカーボネートジオール（ＰＣＤ）を製造するプ

ロセス（メタノールとジメチルカーボネートの分離によるプロセス効率化）に適用した場合、ＰＣ

Ｄを１ｔ製造するのに原油換算で約０．２ｋＬの省エネルギー効果が見込め、年間６０００ｔのＰＣ

Ｄを製造する場合、原油換算で１２６０ｋＬ／ｙの省エネルギーが見込めることが示された 
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開発した耐溶剤性中空糸膜モジュールのＰＣＤプラント適用の効果 

 

＜省エネ量＞２０１０年１２月時点         ０ｋｌ 

２０１２年時点            ０ｋｌ 

２０３０年時点        １，０５０ｋｌ 

 

７．成果の革新性： 

膜分離システムは、蒸留法や吸着法に比べて、共沸の制約が無く、省エネルギーでの分

離操作が可能な画期的なシステムであるが、有機溶剤の分離に適用しようとした場合、高分

子素材が（膨潤等により）耐え得ず、コストがかかりモジュールデザインの制約が大きい無機

膜等を利用する必要があった。相対的に耐熱性、耐溶剤性の高いポリイミド樹脂を用いても、

長期間の溶剤蒸気暴露に対して構造を安定化させる技術や、やはり溶剤に耐えるモジュー

ル（部材）を見出す必要があった。 
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「研究開発概要１３」 

 

１．研究開発の名称： 高性能分離膜およびシステムの開発 

（うち 高性能膜ろ過システムの開発） 

 

２．実施者名：ダイセル化学工業株式会社 

 

３．補助期間： 平成１６年度～１８年度 

 

４．事業目的：  

次世代に向けた省エネルギー的な水処理用ろ過膜および処理システムを開発する。 

 

５．事業概要：  

膜ろ過法による水処理システムは、自動運転が可能、処理水質が優れているなどのメリットが

あり、将来の水処理方法として期待されている。しかしながら、膜性能の長期維持のために、高い

膜面線速流を与え膜表面に汚染物質を付着させないようにするためのポンプ動力が必要であっ

た。この問題解決のためには、高強度で透水性能が高く、親水性材料を用いた汚れにくい水処理

膜の開発およびその工業化検討、低ポンプ動力で高い透水性能が長期的に維持できるモジュー

ルおよびトータル的なろ過システムの開発が必要となる。 

 

 

 

 

 

 

 

６．成果：  

有機無機材料を用いた非溶媒誘起型、熱誘起型相分離法による多孔化制御技術、中空繊維

状への高分子多孔層形成技術を工業的に確立し、シリカ含有親水化ポリエーテルスルホン製繊

維強化複合中空糸膜を開発した。本膜は、分画 0.1～1μm、1 気圧下での純水透水性能 1～

2m3/m2/hr であった。得られた膜を用いて、低圧力損失と低膜汚染性を有する浸漬型モジュール

および膜処理システムを開発した。凝集膜処理による洗浄排水の再利用システムにおいて、従来

法に比べて運転動力が約半分になることが分かった。この成果を踏まえて、病院排水処理用途

の実証機の設計を行った。 

 

 

従来システム 本システム 

被処理水 被処理水 

被処理水 
処理水 
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   従来法との消費エネルギー比較 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜省エネ量＞２０１０年１２月時点          １ｋｌ 

２０１２年時点             ５ｋｌ 

２０３０年時点           １００ｋｌ 

 

７．成果の革新性：  

従来法に比べ、無機有機材料による高強度複合中空糸膜であり、分画 0.1～1μm、1 気圧下で

の純水透水性能 1～2m3/m2/hr の性能を有する革新的なものである。これを可能とするため、高

強度、親水性に優れた材料による水処理用中空糸膜の創製が必要であった。 
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「研究開発概要１４」 

 

１．研究開発の名称： 高性能分離膜およびシステムの開発 

（うち 高純度水素精製用分離システムの開発） 

 

２．実施者名： 三菱瓦斯化学株式会社 

 

３．補助期間： 平成１６年度～１８年度 

 

４．事業目的： 

Pd 合金薄膜を使用した水素精製装置を開発することにより小型水素製造装置のエネルギー効

率向上，装置価格の低減をはかる。当該装置を事業化することにより小型オンサイト型水素製造

装置の普及，および既存高純度精製装置の置き換えをはかる。 

 

５．事業概要： 

本事業の内容は Pd 合金薄膜の製造方法の確立，Pd 合金薄膜の水素透過性能の向上，Pd 合

金薄膜を利用した水素精製装置の製法確立を目的として実施した。 

Pd 合金膜の水素透過量は膜厚と反比例する。ただ膜厚を小さくすると膜の強度などの機械的性

能の低下，破孔などの欠陥の増加による歩留まり悪化がおこる。そのため本事業では欠陥の無

い膜厚 20μm の Pd 合金薄膜を安定して製造することを目指した。 

また Pd 合金膜の水素透過性能は膜の表面状態，膜の組成，結晶構造に依存する。本事業では

膜の表面状態，組成，結晶構造を制御することにより水素透過性能の向上を目指した。 

Pd 合金薄膜を利用して水素精製装置を製造するためには膜を他の支持体に漏れの内容に接合

する技術が必要となるために技術開発を行った。 

 

６．成果： 

Pd 合金の溶解，圧延工程を検討，改良することにより 20μm 厚の Pd 合金膜を安定して製造す

る方法を開発した。 

Pd 合金膜の熱処理方法の検討によりボンベの水素での目標水素透過量（20Nm3/m2/hr）を達

成した。また，Pd 合金膜の表面に修飾を施すことによりメタノール改質ガスを使用したときの目標

水素透過量(10Nm3/m2/hr)を達成することができた。 

各種溶接法，接合方法を検討した結果，拡散接着法で水素透過セルを製造できる目処をつけた。 

 

＜省エネ量＞ 

２０１０年１２月時点          ０ｋｌ 

２０１２年時点            ３０ｋｌ 
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２０３０年時点        ２０，０００ｋｌ 

 

７．成果の革新性： 

既存の Pd 合金膜を使用する水素透過膜と比較して 1/3 以下の厚さの Pd 合金薄膜を安定して

製造する方法を確立した。 

CO，水など通常，水素透過膜の性能を低下させる成分を含むガスから水素を安定して取り出す

技術を開発した。 
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「研究開発概要１５」 

 

１．研究開発の名称：高性能分離膜及びシステムの開発（うち 高機能タンパク質分離材の開発） 

 

２．実施者名：東ソー株式会社 

 

３．補助期間：平成１９年度～平成２１年度 

 

４．事業目的： 

 世界的に地球温暖化防止が急務となり、省エネの必要性が高まる中、製造業を中心に、省エネ

設備の採用が必須となっている。そこで、バイオ医薬製造ラインに多く利用されている培養・精製

プロセスにおける消費電力削減を目的とした開発を行う。 

 

５．事業概要： 

 バイオ医薬品製造工場の生産ラインとして必須である培養・精製プロセスの中で培養槽の動力

は全体の約６０％占めており、培養槽の省エネルギー化が求められている。 

バイオ医薬品原体であるタンパク質は生産性が低いため、生産量あたりの反応容積は一般の化

学反応に比べて非常に大きい。そのため、収率を下げる主要因である精製システムを改善するこ

とにより培養槽の小型化が実現し、消費電力を抑えることができると考えられる。 

そこで、精製システムを飛躍的に改善する高機能タンパク質分離材を開発し省エネルギー化を

図ることとした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

６．成果： 

開発目標 

 バイオ医薬品製造について、高機能分離材を導入することにより製造時消費電力を削減する。 

 

 バイオ医薬品製造における消費電力の約 60％を占める培養槽の動力に注目し、培養槽を小型

化させる高機能なタンパク質分離材の研究に着手し、バイオ医薬品として市場が拡大している抗

体を特異的に捕捉する分離材リガンドの作製に成功した。 

クロマト培養槽

１段階

汎用クロマト利用 高機能ﾀﾝﾊﾟｸ質分離材利用

小型化
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①タンパク質リガンド 

 ヒト抗体レセプターの細胞外領域に着目し、微生物法による同領域のタンパク質発 

現に成功するとともに、抗体に対する高度な特異性およびクロマト基材上での抗体捕捉能を確認

することができた。また、大型調製設備によりヒト抗体レセプターの競争力あるプロセス技術を開

発することができた。 

 

②合成低分子リガンド 

抗体結合性物質としてチアゾールを基本骨格とするリード化合物を見出し、クロマト基材上での

抗体捕捉能を確認した。また、汎用試薬を用いるプロセス技術を開発することができた。 

 

本成果を用いて、東ソー株式会社は、平成２５年４月から製品を販売開始。バイオ医薬品製造

に使用されている培養および精製工程における消費電力 50％削減でき、２０３０年までに約４万ｋｌ

の省エネ効果を見込む。 

 

＜省エネ量＞ 

２０１０年１２月時点          ０ｋｌ 

２０１２年時点             ０ｋｌ 

２０３０年時点        ３９，８５７ｋｌ 

 

７．成果の革新性： 

高機能タンパク質分離材を利用したシステムは、従来のタンパク質吸着材と比較して特異性が

極めて高く、標的タンパク質の捕捉精度を大幅に向上させる革新的なものである。 

これを可能とする技術開発課題の一つであるヒト抗体レセプタータンパク質の作製に 

ついては、遺伝子組換え技術を駆使して人工的に作製する必要があった。 
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「研究開発概要１６」 

 

１．研究開発の名称： クロマトグラフィー材料の高効率合成法の開発 

 

２．実施者名： 東ソー株式会社 

 

３．補助期間： 平成１６年度～１９年度 

 

４．事業目的： 

クロマトグラフィー材料に対して、精製工程の再現性、分離性能確保のため、粒径の均一化が

必要不可欠である。従来、粒径の均一性確保のため、微粒子を篩い分ける分級工程と呼ばれる

プロセスが必要である。本分級工程を削減し、消費電力を大幅に低減する均一粒径粒子製造方

法の開発を行う。 

 

５．事業概要： 

微小流路による均一液滴化現象をクロマトグラフィー材料の粒子製造プロセスに適用すること

により粒径が極めて均一化された微粒子製造技術を確立し、分級工程を削減するとともに歩留ま

り向上効果も合わせた省エネルギープロセスを開発する。 

 

６．成果： 

開発目標 

 クロマト材料の高効率製造プロセスとして均一粒子製造法を確立し、分級工程削減可能なプ

ロセスを開発する。 

 

微小流路を用いた均一粒径液滴製造技術を利用し粒径分散度（＝標準偏差／平均粒径）を

15%以下（従来 20％以上）を達成し、分級工程可能な均一微粒子製造プロセスを確立した。さらに、

微小流路高密度集積化技術及び本基板を積層した微小流路構造体とする技術を確立し、クロマ

トグラフィー材料製造のための小型実証プラントを完成。高効率クロマト材料の量産化可能なプロ

セス技術を構築し、実生産に移行可能なことを実証した。 

 

本技術を用いた実生産プラントにおいて試作サンプルによるユーザー評価を経て商業化を行い、

2030 年までに本技術が拡大、採用されることで 6800ｋL/年の省エネルギーを見込む。 

 

＜省エネ量＞ 

２０１０年１２月時点          ０ｋｌ （事業化前） 

２０１２年時点             ０ｋｌ （事業化前） 
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２０３０年時点         ６，８００ｋｌ 

 

７．成果の革新性 

クロマトグラフィー材料の高効率合成法は、従来の懸濁重合法を用いたクロマトグラフィー材料

の製造プロセスと比較して、歩留まりの大幅改善が可能で、分級工程を削減できる革新的なもの

である。 

これを可能とするためには技術開発課題である、微小流路への均一送液法、流路集積化・積層

化技術を完成させる必要があった。 
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「研究開発概要１７」 

 

１．研究開発の名称： 光応答性と耐久性に優れた有機感光体ドラム材料の開発 

 

２．実施者名： 東ソー株式会社 

 

３．補助期間： 平成１６年度～１９年度 

 

４．事業目的： 

 コピー機やレーザープリンタの感光体ドラム材料として、光応答性と耐久性に優れ、かつ稼動に

伴うオゾン発生の少ない正帯電型に適した新規な有機感光体ドラム材料の開発をおこなう。 

 

５．事業概要： 

コピー機やレーザープリンタの 95％以上が有機感光体であるが、主流をなす負帯電型におい

てはコロナ放電によるオゾンの発生、寿命が短いといった問題がある。さらに、電荷輸送材は結

晶性のため、摩耗し易いことから耐摩耗性のバインダーポリマーに分散させている。その結果、電

荷輸送材の濃度が低く、光応答性が低下し、強い光源を必要とし、エネルギー消費量が大きいと

いった問題がある。一方、環境調和型であるオゾン発生の極めて少ない負帯電型においては、こ

れまで安定で移動度の速い電荷輸送材が殆どなかった。 

そこで、電子輸送性を担うコア骨格としてトリアジン環を選定し、電子移動度を速くする目的でπ

共役系を拡げるため、２つの芳香環を導入し、さらにアモルファスとなすために嵩高い基を導入す

ることによって従来の電子輸送材に較べて１００倍以上の電荷移動度を示し、電気化学的にも安

定で、従来品に較べて 2 倍以上の耐摩耗性を有するアモルファスの 1,3,5-トリアジン誘導体を開

発した。 

 

 

 

 

  

 

 

 

６．成果： 

開発目標 

本研究開発の目的は、光応答性と耐久性に優れた有機感光体ドラム材料の開発をおこない、

N
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図 2．新規材料の耐摩耗性 
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コピー機やレーザプリンターの光源の省エネルギー化、高速応答、長寿命材料の実現、低オゾン

発生を実現する。 

 

 1,3,5-トリアジン環の電子輸送性に着目し、分子設計により高移動度化（高感度化）と長寿命

化（耐磨耗性向上）の 1,3,5-トリアジン化合物を電子輸送材とする新規な有機感光体ドラム材料の

開発に成功した。また、ベンチ試験をおこない、工業化に必要な合成プロセスを確立した。 

  

本成果を用いて、東ソー株式会社は、平成２３年４月から製品の販売開始を想定。従来品の合

成プロセス較べて７０％の省エネルギーが見込まれ、２０３０年までに１０７千ｋｌの省エネ効果を見

込む。 

 

＜省エネ量＞ 

２０１０年１２月時点         ０ｋｌ 

２０１２年時点           ０千ｋｌ 

２０３０年時点         ３３９千ｋｌ 

 

７．成果の革新性： 

 1,3,5-トリアジンをコア骨格に用いた新規電子輸送材は、高移動度、アモルファスで熱的・電気化

学的に安定である。従来の電子輸送材と比較しπ共役系の拡張により高移動度を、嵩高い基の

導入によってアモルファス性を付与し、耐摩耗性を著しく向上させた革新的なものである。これを

可能とするためには技術開発課題である高速電子移動度とアモルファスを両立させる分子設計

を達成する必要があった。 
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「研究開発概要１８」 

 

１．研究開発の名称：微細結晶複合酸化物材料技術の開発 

 

２．実施者名：東ソー株式会社 

 

３．補助期間：平成１９年度～平成２１年度 

 

４．事業目的： 

 近年、薄膜形成技術を利用した液晶等のフラットパネルディスプレイや太陽電池の普及が加

速している。これらの製造プロセスではスパッタリング法による薄膜形成が多く利用されているが、

スパッタリングプロセス及び使用されるスパッタリングターゲットの製造はエネルギー消費量が多く、

温暖化防止対策としての省エネ化が必要不可欠である。そこで、従来に比較し非常に少ない消費

電力で高品質なスパッタリングターゲットの製造が可能な新規プロセスを開発し、薄膜形成プロセ

スおよび、スパッタリングターゲット製造プロセスのエネルギー削減を達成する。 

 

５．事業概要： 

スパッタリングターゲットの製造の消費電力量の中で、焼成工程は約９０％を占めており、焼成

工程の省エネ化が求められている。焼成工程では焼成温度が１５００℃前後と高温であり、かつ、

焼成に長時間を有するため、消費電力量が多くなる。そこで、従来の電気炉による焼成をマイクロ

波による焼成に変革することで、従来より低温での焼成、焼成時間の大幅な短縮を実現し、焼成

工程での消費電力を抑える技術を開発する。この方法で得られたスパッタリングターゲットは従来

法では得られない微細結晶組織となるため、品質が向上し、ユーザーでの薄膜形成プロセスの歩

留りが改善し、省エネ化に寄与する。 
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図１：プロジェクトの概要
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６．成果： 

開発目標：マイクロ波焼成により微細結晶からなる高品質なＩＴＯ、ＺＡＯスパッタリングターゲット材

料を開発する。 

 

スパッタリングターゲットの高品質化および、スパッタリングターゲットの製造時の消費電力の約

９０％を占めている焼成工程の省エネ化に着目した。マイクロ波の急速で均一な加熱の特徴を利

用し、従来法より微細な結晶組織からなる高品質な大型サイズのスパッタリングターゲットの製造

技術を確立した。また、焼成工程の消費電力量を７５％削減することに成功した。 

本成果を用いて、平成２２年度からユーザー評価を開始。本技術によりスパッタリングターゲット

の製造工程での消費電力７５％削減でき、２０３０年までに４．８万ｋｌ／年の省エネ効果を見込む。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜省エネ量＞ 

２０１０年１２月時点         ０ｋｌ（事業化していないため） 

２０１２年時点        ２，０００ｋｌ（事業化開始） 

２０３０年時点       ４７，４５２ｋｌ 

 

 

図２：ＩＴＯ微細結晶組織のＳＥＭ像（左：マイクロ波焼成、右：従来法（電気炉）） 

表１：マイクロ波焼成の省エネルギー効果 
材料 焼成炉 消費電力量　 相対値

KWh （電気炉=1）
ＩＴＯ ﾏｲｸﾛ波焼成炉 350 0.16

電気炉 2250 1
ＺＡＯ ﾏｲｸﾛ波焼成炉 250 0.24

電気炉 1030 1

図３：省エネルギー効果の試算 
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７．成果の革新性： 

 マイクロ波を利用したスパッタリングターゲットの焼成技術は、従来の電気炉による焼成と比較し、

微細結晶組織化による品質向上、生産性の向上、消費電力の削減を可能とする革新的なもので

ある。これを可能とするためにはスパッタリングターゲット用の大型のマイクロ波焼成炉の製作と

マイクロ波焼成技術を確立する必要があった。 
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「研究開発概要１９」 

 

１．研究開発の名称： 次世代半導体製造装置用低発塵部材の開発 

 

２．実施者名： 東ソー株式会社 

 

３．補助期間： 平成１６年度～１９年度 

 

４．事業目的： 

半導体製造業においてエネルギー消費が少ない効率的な製造装置が求められている。そこで、

半導体製造ラインに多用されているプラズマ処理装置及び成膜装置向けに、装置の稼働率並び

に製品歩留まりの向上によるエネルギー削減を可能とした低発塵部材の開発を行う。 

 

５．事業概要： 

プラズマ処理装置と成膜装置は、半導体製造工場の生産設備の中で合わせて約 25%を占めて

いるが、連続的な使用による部材の消耗や部材に堆積した膜の剥離によりシリコンウエハ上にパ

ーティクルが付着しやすいという課題を抱えている。その結果、それらの装置におけるパーティク

ル付着が、ウエハプロセス全体の歩留まり低下の主要因となっている。また、パーティクル発生を

抑えるためには頻繁なメンテナンスが必要で、メンテナンス及び立ち上げ操作に膨大なエネルギ

ーが消費されている。 

そこで、プラズマ処理装置に対してプラズマ耐性を有し且つ、堆積した付着膜が剥離しにくい溶

射膜をコーティングした部材、並びに、成膜装置に対して基材の石英ガラス部材への密着性が高

く且つ、堆積した付着膜が剥離しにくい溶射膜をコーティングした部材を開発した。この結果、半導

体製造装置の稼働率並びに製品歩留まりの向上によるエネルギー消費を抑えることを可能とし

た。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1. プラズマ処理装置における部材消耗や部材に堆積した膜の剥離による発塵 
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図 2. 成膜装置における部材に堆積した膜の剥離による発塵 

 

６．成果： 

開発目標 

プラズマ処理や成膜のための半導体製造装置の部材について、プロセスによる消耗及び堆積

膜の剥離を低減する。 

プラズマ耐性及び熱伝導が高く、熱膨張率が堆積膜に近い窒化アルミニウムに着目し、微粉末

の高出力プラズマ溶射による緻密な窒化アルミニウム溶射コーティングを開発し、これをアルミニ

ウム製の部材に適用することで、プラズマ処理プロセスで部材消耗が少なく、堆積膜の剥離が少

ない部材を可能とした。 

また、基材の石英ガラス部材への密着性が高く且つ、熱膨張率が堆積膜に近いシリコンに着目

し、酸化を抑制した大気圧プラズマ溶射法により堆積膜（窒化膜）が剥離しにくいシリコン溶射コー

ティングを開発し、成膜プロセスで堆積膜の剥離が少ない石英ガラス部材を可能とした。 

本成果により半導体製造におけるエネルギー消費を１％削減でき、２０３０年までに２万ＫＬ／年

に相当する省エネルギー効果を見込む。 

 

＜省エネ量＞ 

２０１０年１２月時点         ０ｋｌ 

２０１２年時点          １００ｋｌ 

２０３０年時点       １５，２４０ｋｌ 

 

７．成果の革新性： 

窒化アルミニウム溶射コーティング部材は、従来のアルミナ溶射コーティング部材と比較し、プ

CVD成膜ガス（SiH4＋NH3）

ボート

石英管
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ラズマ耐性が高く、且つ堆積膜に全くクラックが生じない革新的なものである。これまで窒化アルミ

ニウムは窒化物の分解が障害となって大気圧プラズマ溶射で形成できなかった。窒化物の分解

が少なく緻密な窒化アルミニウム溶射膜（窒化率 90%、気孔率 10%）を達成するために、新たに高

速のプラズマで窒化アルミニウム微粉末を溶射する技術を開発した。 
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「研究開発概要２０」 

 

１．研究開発の名称： 高機能コンデンサ等電子部材の開発 

（うち 高分散超微粒炭酸バリウムの開発）  

 

２．実施者名： 宇部マテリアルズ株式会社 

 

３．補助期間： 平成１８年度～１９年度 

 

４．事業目的： 

地球温暖化対策が求められる中、各種電化製品、自動車などに多量に使用されるコンデンサ

等電子部品の製造およびその使用製品の省エネルギーに寄与する、高分散超微粒炭酸バリウ

ムの開発を行う。 

５．事業概要： 

現在、積層セラミックコンデンサ（MLCC）用誘電体に使用されているチタン酸バリウムは、炭酸

バリウムと酸化チタンの固相反応法により製造されているが、使用される炭酸バリウムは粒子径

が大きく（数百 nm×数十 nm の針状粒子）、分散性も不良である。そこで、粒子径がさらに小さく

（数十nm）、等方形状で分散性の良い炭酸バリウムを開発できれば、反応性が向上して固相反応

を低温化し、さらには得られる微粒子チタン酸バリウム（誘電体）を使用して MLCC を製造する際、

誘電体焼結温度の低温化が期待できる。以上のような材料を開発することで、MLCC 製造時の使

用エネルギーの節減と、MLCC の小型化・高容量化によるコンデンサ材料の使用量低減により、

これを使用する製品分野での省エネルギー（製品の軽量化等）を実現させる。 

 

６．成果： 

開発目標  以下の性状を有する炭酸バリウムを開発する。 

 ① 粒子径が 50nm 以下で、粒子径分布はシャープであること。 

 ② 粒子形状が立方体または球形に近く(アスペクト比が２以下)、揃っていること。 

 ③ 溶媒中での分散性が良く、0.8μm 以上の凝集粒子がないこと。 

 ④ 高純度であること(炭酸バリウムとして 99%以上) 

また、開発した炭酸バリウムを使用してチタン酸バリウムを合成し、市販の炭酸バリウムから合

成したチタン酸バリウムと粉体性状や電気特性を比較することにより、当社開発品の優位性を確

認する。 

 

平成 18 年度、19 年度の開発により、分散性が高く、超微粒子（一次粒子径 100nm 以下）の炭

酸バリウムを、試製設備スケールで安定して製造できるようになった。本開発品は市販の炭酸バ

リウムに比べ微粒子であり、分散性に優れることがわかった。さらに、添加剤および反応条件を選
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択することで、粉砕処理を必要としない、アスペクト比の低い炭酸バリウムを直接合成できる可能

性が示唆された。 

また、当社製炭酸バリウムから固相法により合成されたチタン酸バリウムが、市販炭酸バリウ

ムから固相法により合成されたチタン酸バリウムより微粒子で、さらに水熱法で合成された市販

の MLCC 用微粒子チタン酸バリウムと遜色ない粒子径であることがわかった。 

また、誘電特性評価より当社製チタン酸バリウムは、上記市販 MLCC 用微粒子チタン酸バリウ

ムと同等の誘電特性を持つことが確認できた。 

 

＜省エネ量＞ 

２０１０年１２月時点         ０ｋｌ 

２０１２年時点            ０ｋｌ 

２０３０年時点      ３０８，７６０ｋｌ 

 

７．成果の革新性： 

本研究で得られた炭酸バリウムは従来にない微粒子で、良好な分散性を有しており、チタン酸

バリウム製造工程おける使用エネルギーの低減に寄与できる。また、本研究により見出された添

加剤により、その他の化合物系においてもその形状を制御できる可能性を有しており、革新的で

あると言える。 
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「研究開発概要２１」 

 

１．研究開発の名称： 高機能コンデンサー等電子部材の開発 

（うち 革新的低コスト蓄電デバイスの開発） 

 

２．実施者名： 日本ゼオン株式会社 

 

３．補助期間： 平成１８年度～１９年度 

 

４．事業目的： 

二酸化炭素排出量削減、エネルギーの有効利用など２１世紀課題解決に向けた蓄電デバイス

の一つとして高速充放電が可能で、耐久性のある電気二重層キャパシタが期待されている。しか

しながら期待される蓄電デバイスの用途領域では高価格のため研究は実証段階に止まっており

実用化は困難な状況にある。電気二重層キャパシタのコストアップの要因は電極加工コストにあ

る。そのため電極加工コストの大幅低減により電気二重層キャパシタの低コスト化を可能にする

革新的な電極製造プロセスを開発することで２１世紀課題の解決に役立つ電気二重層キャパシタ

の市場を実現していくことを目的に取り組みを行ってきた。 

 

５．事業概要： 

 電気二重層キャパシタの低コスト化を可能にする革新的な電極製造プロセスの開発 

および該プロセスによる電気二重層キャパシタ電極の高性能化検討 

 

６．成果： 

  補助事業の 2 年間の取組みで、革新的製造プロセスの見極めに留まらず量産試作設備の設

置により顧客への提案が可能な電極を仕上げるところまで勧めることができた。 

開発目標 

革新的電極製造プロセスにおける電極製造コストの低減と要素技術の作りこみの両面から電

気二重層キャパシタセルコストの大幅低減により市場の創出を進める。 

本成果を用いて日本ゼオン株式会社は、平成22年度から製品を販売開始。自然エネルギー活

用、あるいは自動車への適用を推進し、2030 年までに 19 万 kl の省エネ効果を見込む。 

 

＜省エネ量＞ 

２０１０年１２月時点          ０ｋｌ 

２０１２年時点             ０ｋｌ 

２０３０年時点        ８５．６万ｋｌ 
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７．成果の革新性： 

開発を進めてきた革新的電極製造プロセスでは粉体を直接高速度で成形するもので、従来の

圧延押出法やｺｰﾃｨﾝｸﾞ法に比べて圧倒的に安価に電極を製造することが可能となった。高速成

形を可能とするためには、粒子構成部材の開発とともに粒子設計面の要素技術の構築が必要で

あった。  
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「研究開発概要２２」 

 

１．研究開発の名称： 

高機能コンデンサ等電子部材の開発 

（うち 高効率プラズマディスプレイ用保護膜材料技術の開発） 

 

２．実施者名：宇部マテリアルズ株式会社 

 

３．補助期間：平成２０年度～平成２１年度 

 

４．事業目的： 

現行プラズマディスプレイ（PDP）保護膜材料に使用されている酸化マグネシウム（ＭｇＯ）に替

わる二次電子放出特性に優れ、かつ二次電子放出状態を制御可能な材料の開発を図ることで、

PDP―TV の省エネルギー化と PDP―TV の高機能化を実現する。 

 

５．事業概要： 

高機能かつ薄型 TV の需要は年々増加しており、２０１０年は７０％弱に薄型 TV 需要は達する

見込みである。当薄型 TV 表示形式の一翼であるプラズマディスプレイ（ＰＤＰ）－TV は高い機能

等を評価される一方でエネルギー消費が大きく、大幅なエネルギー消費の削減を達成するために

は、高効率な保護膜材料の開発等が効果的である。 

この保護膜材料として、現行ＰＤＰ保護膜材料に使用されている酸化マグネシウム（ＭｇＯ）より

も二次電子放出特性に優れる性能を有するアルカリ土類金属系材料であるストロンチウム―カル

シウム複合酸化物（以下「ＳｒＣａＯ」と略す）の保護膜材料技術の開発を行い、当酸化物を使用す

る薄型 TV の省エネルギー（消費電力量の低減）を実現させる。 

 

６．成果： 

開発目標は以下の性能を有するＳｒＣａＯ焼結体を開発する。 

①ＰＤＰ―ＴＶ用保護膜作製プロセスである電子ビーム蒸着プロセスにて耐用可能な相対密度が

９０％以上のＳｒＣａＯ焼結体を開発する。 

②ＳｒＣａＯ電子ビーム蒸着薄膜に適した特性評価技術を確立する。 

③保護膜電気特性を向上することが可能なＳｒ、Ｃａ以外のドープ元素の把握と好適組成品の開

発を行う。 

④早期にメーカー実ライン投入が可能な保護膜用材料製造プロセスの開発を行う。 

平成２０年度、２１年度の開発にて、原料の選択とプロセスの必要条件の組み合せにより、相対

密度が９４％以上のＳｒＣａＯ焼結体をＭｇＯ焼結体と類似するＳｒＣａＯ焼結体の試製設備で安定し

て調製可能であることを確認し、企業化時の収益検討を実施した。また、これら調製したＳｒＣａＯ
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焼結体を用いたＳｒＣａＯ蒸着膜の放電開始電圧評価値は技法の高度化により大幅に低減し、Ｍｇ

Ｏ蒸着膜と同等まで放電開始電圧値が低下した。一方、大手ＰＤＰ装置メーカーの評価でＭｇＯよ

り放電開始電圧が低下し、当社材料の優位性（消費電力の低減）の確認がなされ、且つ、適正な

使用方法について把握した。また、高機能化を目指したドープ元素の把握については、当社放電

特性評価で 適な元素とドープ量を見出した。 

 

＜省エネ量＞ 

２０１０年１２月時点         ０ｋｌ 

２０１２年時点      ２７９，０００ｋｌ 

２０３０年時点    ４，９９２，０００ｋｌ 

 

７．成果の革新性： 

本開発で得られたＳｒＣａＯ焼結体は、保護膜作製プロセスである電子ビーム蒸着プロセスにて

耐用可能な相対密度９４％以上が安定的に得られ、更に高機能化を目指したドープ元素の研究

において、ドープ元素の選択によりＳｒＣａＯ焼結体の耐劣化性が大幅に向上しＭｇＯ焼結体に近

い特性となった。このことは、ＰＤＰパネルメーカーがＳｒＣａＯ焼結体を使用する際のハンドリング

性向上に寄与すると推察され、革新性を有すると言える。 
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「研究開発概要２３」 

 

１．研究開発の名称：高性能コンデンサ等電子部材の開発 

（うち 高性能リチウムイオンキャパシタの開発） 

 

２．実施者名：ＪＭエナジー株式会社 

 

３．補助期間：平成２０年度～平成２１年度 

 

４．事業目的： 

 世界的に地球温暖化防止が急務となり省エネの必要性が高まる中、蓄電デバイスに対する高

性能化の期待は大きい。当社は既に電気二重層キャパシタよりもエネルギー密度の高いリチウ

ムイオンキャパシタ（ＬＩＣ）の商用化生産を行っているが、一層の高エネルギー密度化、高信頼性

化を図ることにより、各種エネルギー回生や補助電源への実用化を促進し、省エネ効果の拡大を

図ることを目標とする。 

 

５．事業概要： 

ＬＩＣの高性能化の目標として、現行ラミネートパッケージセルでのエネルギー密度（14Wh/kg）

の 2 倍以上のエネルギー密度（30Ｗｈ/kg）の達成を目標とした。検討の結果 ほぼ 32Wh/kg のエ

ネルギー密度を有する、ラミネートパッケージＬＩＣの開発に成功した。この LIC セルは、広い作動

温度域(-20～70℃)、長いフロート寿命(70℃フロートで 85%容量保持率)を有することが確認できた。

一方建機等の外的負荷の大きな用途に対してより高信頼性、高強度が見込まれる缶型パッケー

ジセル（捲回型）の開発も図り、特性パフォーマンスに優れた缶型パッケージＬＩＣの開発に成功し

た。更にＬＩＣモジュールのモジュール化、モジュール制御技術の開発も進め、12 直モジュールの

プロトタイプの開発に成功した。 

 

６．成果： 

開発目標： ①重量エネルギー密度 ３０Ｗｈ/ｋｇの達成 ②使用温度範囲；－３０～７０℃ の

達成 ③耐久時間；１０年以上の信頼性確保 ④捲回型セルの試作プロセスを確立するとともに、

捲回型セルでの高エネルギー密度化の達成 ⑤捲回型セルでのモジュール化基礎技術の達成 

を目標とした。これらの目標に対して①エネルギー密度；32Wh//kg を達成（従来 14Wh/kg）②使用

温度範囲；70℃使用；70℃×2000hr フロート試験で容量維持 85％以上確認した。－30℃使用；高

エネルギー密度タイプでは－30℃での抵抗増加大で未達成であったが、捲回型セルでは－30℃

作動を確認できた。③耐久時間：上記70℃×2000hrで85％以上の容量維持率は室温(30℃)で10

年以上に対応することから達成。 

④捲回型セルの試作プロセス、高エネルギー密度化：円筒アルミ外装缶を用いた捲回型セルの
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作製技術の開発に成功した。得られたエネルギー密度は 終的に、15Wh/kg のものが得られた。

このエネルギー密度は軽量部材で構成される従来のラミネートパッケージセルのエネルギー密度

（14Wh/kg）を越えるものである。⑤モジュール化基礎技術：ラミネートセルを用いた、12 直モジュ

ール及びその制御技術を開発し、捲回型セルにも基本技術の適用が可能なモジュール化基礎技

術の確立が図れた。 

 

＜省エネ量＞ 

２０１０年１２月時点         ０ｋｌ 

２０１２年時点       １００，０００ｋｌ 

２０３０年時点     ４，３８０，０００ｋｌ 

 

７．成果の革新性 

エネルギー密度 32Wh/kg；従来の電気二重層キャパシタ(EDLC)のエネルギー密度はラミネート

パッケージで 3V タイプの良好なもので 7.4Wh/kg（その他は 5Wh/kg 前後が多い） 

と、従来のラミネートＬＩＣでも EDLC の 2 倍弱のエネルギー密度を有しているが、今回の開発ＬＩＣ

では、ほぼ 4.3 倍のエネルギー密度を有するＬＩＣが得られた。また鉛蓄電池のエネルギー密度は

35Wh/kg 程度であるが、今回の高エネルギー密度ＬＩＣではほぼ比肩するレベルである、さらにキ

ャパシタの耐久性、使用温度範囲（電池ではせいぜい 50~55℃）を考慮すると、高耐久高エネルギ

ー密度蓄電媒体への道を開くものである。 

捲回型ＬＩＣ：円筒缶型ＬＩＣで得られた１５Wh/kg のエネルギー密度は、従来のラミネートパッケー

ジセルのエネルギー密度(14Wh/kg)も超えるものである。更に他社でも円筒缶型ＬＩＣの報告がな

されているが、エネルギー密度は５Wh/kg 程度と大きくは無い。 
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「研究開発概要２４」 

 

１．研究開発の名称：非晶質金属酸化物薄膜化技術の開発 

 

２．実施者名：出光興産株式会社 

 

３．補助期間：平成１８年度～平成２０年度 

 

４．事業目的： 

本研究開発は，省エネルギー化課題に対して次の点で貢献する。①非インジウム透明電極材

料を開発し、省エネルギーディスプレイの円滑な普及を図る。②非晶質金属酸化物半導体への応

用を検討し省エネルギーディスプレイの性能向上に寄与する。この目標達成のため，非晶質酸化

物薄膜のキャリア生成・制御技術を開発する。 

 

５．事業概要： 

ⅰ）キャリア制御技術の開発 

高真空（到達真空度）成膜、キャリア安定化ドーピング技術、後処理技術、高純度原料による

キャリア制御技術を確立する。 

ⅱ）電子伝導経路・キャリア制御機構の解析 

非晶質金属酸化物薄膜の電子伝導機構・キャリア生成機構を解析し、非インジウム透明導

電膜等の組成設計の指針を得る。 

ⅲ）非インジウム透明導電膜組成検討 

ⅰ）及びⅱ）で確立した技術を用い、透明導電膜として 適な組成・構造を探索する。 

ⅳ）非晶質金属酸化物半導体への応用展開 

ⅰ）及びⅱ）で確立した技術を用い、非晶質金属酸化物のキャリア制御による非晶質金属

酸化物半導体への応用展開の可能性を検討する。 

 

６．成果： 

開発目標： 

①非インジウム透明電極材料を開発し、省エネルギーディスプレイの円滑な普及を図る。 

②非晶質金属酸化物半導体への応用を検討し省エネルギーディスプレイの性能向上に寄与す

る。 

 

透明電極材料および酸化物半導体材料の開発キーポイントはキャリア密度の制御である。非

晶質金属酸化物薄膜のキャリア制御技術の検討として、高真空スパッタ装置を用いて、

ZnO-SnO2（ZTO）系を中心に製膜を行い、プロセスを 適化することにより高 SnO2 濃度側でキャ
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リア密度 2.5×1020/cm3 をもつ低抵抗な非晶質膜が作製できた。一方、高 ZnO 側では、キャリア密

度 7.8×1014/cm3をもつ高抵抗な非晶質薄膜が得られ、このように広範囲に抵抗すなわちキャリア

密度の制御することに成功した。それらの非晶質材料の設計を行うために、高エネルギーかつ高

輝度線源である SPring-8 施設を利用し、非晶質薄膜の構造解析を行った。非晶質構造がプロセ

スにより変化し、局所的な秩序化が起こっていることが明らかとなり、プロセス条件との相関を導

いた。 

 

＜省エネ量＞ 

２０１０年１２月時点          ｋｌ 

２０１２年時点          ０．７ｋｌ 

２０３０年時点         １０．６ｋｌ 

 

７．成果の革新性： 

省エネルギー型ディスプレイには透明電極が必須であるが、従来の酸化インジウム系薄膜はコ

スト高や供給不安があるものに比較して、In フリー系の透明電極はその問題点を克服する革新的

なものである。これを可能とするためには技術開発課題「非晶質金属酸化物薄膜化技術の開発」

についてキャリア制御を可能にする材料を開発することを必要があった。 
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「研究開発概要２５」 

 

１．研究開発の名称：高機能性フッ化物単結晶材料技術開発 

    

２．実施者名：株式会社トクヤマ 

   

３．補助期間：平成１８年度～平成２１年度 

 

４．事業目的： 

新医療用診断装置であるＰＥＴ(Positron Emission Tomography)やγ線、Ｘ線、中性子線等の放

射線検出器に用いられるシンチレーター、およびＤＵＶ（遠紫外線）レーザー素子用材料としては、

従来は主として酸化物単結晶が用いられてきた。これらは融点が高く、また大型単結晶の育成が

難しいため、より高性能かつ省エネルギー製造が可能な新規単結晶材料の開発が望まれてきて

いる。フッ化物単結晶は、低融点であるとともに大型単結晶の育成が比較的容易であり省エネル

ギー性に優れるという特徴を有している。本事業では放射線検出器用シンチレーターおよびＤＵＶ

レーザー結晶等に用いられる新材料の開発を目標に、新規高機能性フッ化物単結晶の探索研究

及び単結晶製造技術開発を行う。 

 

５．事業概要： 

本事業では、マイクロ引き下げ装置（μ―ＰＤ）を用いて各種フッ化物の単結晶材料の迅速製造

実験およびその物性評価、特に DUV 領域での発光評価を行い、新規高機能性フッ化物単結晶の

探索研究を行った。さらにそこで選抜された材料については、チョクラルスキー（CZ）法による高品

質大型単結晶作製研究を行った。また、作製した結晶を加工し、μ-PICやＭＳＧＣ等のガスカウン

ター式放射線検出器による評価研究、さらにレーザー結晶材料、発光素子用材料としての評価研

究を行った。 

 

６．成果： 

μ―ＰＤ装置、CZ 装置による各種フッ化物の単結晶の迅速製造実験体制とその評価体制を確

立した。また本事業では世界で初めて真空紫外（VUV）領域まで測定できる電子線発光

(Cathode-ray Luminescence, CL)結晶評価装置等を製作した。これら評価装置の導入により、分

子設計→結晶作製→物性評価→分子設計というフッ化物単結晶の迅速スクリーニング体制を構

築することができた。その結果、X 線、γ線用シンチレータや VUV 発光材料として可能性のある

Nd:LuLiF4 等、さらに中性子用シンチレーターとして可能性のある Ce:LiCaAl6 及び Eu:LiCaAl6 等

のフッ化物単結晶材料を見出した。 
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＜省エネ量＞ 

２０１０年１２月時点         ０ｋｌ 

２０１２年時点            ０ｋｌ 

２０３０年時点          １３万ｋｌ 

 

７．成果の革新性： 

本事業において世界で初めて VUV 領域まで発光評価ができる分光光度計及び電子線発光結

晶評価装置を開発した。VUV 領域での発光評価試験を行う場合、従来は DESY（ドイツ）等の大型

放射光施設で実験するしか評価方法はなかった。本事業で開発した装置類は、VUV 領域での発

光評価を簡単に実験室内で行うことができる革新的なものである。これらの評価装置の開発によ

って、単結晶材料の VＵＶ領域発光評価が簡単に行えるようになり、フッ化物単結晶の迅速スクリ

ーニング体制が構築できた。また、京都大学、東京大学との共同研究で、ＶＵＶ領域で発光する

Nd:LaF3 シンチレーターを用いて、μ-PIC 検出器と組み合わせたガスカウンター型位置検出デバ

イスを作製した。本検出デバイスを用いて世界で初めて放射線画像を取得しすることに成功し、本

事業で提案する新規放射線検出器の動作が実証できた。 
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「研究開発概要２６」 

 

１．研究開発の名称：燃料電池用高性能炭化水素系電解質膜の開発 

 

２．実施者名：JSR 株式会社 

 

３．補助期間：平成１９年度～平成２１年度 

 

４．事業目的： 

高温発電可能な耐久性を備えた、プロトン伝導度の高い炭化水素系高分子電解質膜を開発

する。それによって車載用燃料電池、定置用燃料電池の省エネ効果を拡大する。 

 

５．事業概要： 

高温発電可能な耐久性を備えた、プロトン伝導度の高い炭化水素系高分子電解質膜を開発す

る。それによって車載用途において高駆動効率かつ高耐久性の実用的な低燃費の燃料電池車

の実用化に寄与する。また定置用途において、発電条件の高温度化によって燃料電池の年間稼

働率を向上させる。さらに、開発した電解質膜を大面積で均質かつ歩留まり良く製膜する技術を

確立し、大量生産へのプロセスを構築する。 

 

 

 

 

車載用および定置用燃料電池の高性能化を開発目標とする。

高温発電可能な耐久性を備えた、

プロトン伝導度の高い炭化水素系

高分子電解質膜の開発

【開発課題】

発電可能温度：９５～１１０℃

出力密度：２０％向上

発電耐久時間：３０００時間以上

【開発目標】

車載用および定置用燃料電池の高性能化を開発目標とする。

高温発電可能な耐久性を備えた、

プロトン伝導度の高い炭化水素系

高分子電解質膜の開発

【開発課題】

発電可能温度：９５～１１０℃

出力密度：２０％向上

発電耐久時間：３０００時間以上

【開発目標】
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６．成果： 

当社開発のスルホン酸構造／非スルホン酸構造からなる芳香族ブロック共重合体をベースとし

て、１）各種有機系添加剤、無機系添加剤との複合化を検討した。特定の無機系添加剤との複合

化膜を用いて、110℃70％RH における連続発電耐久試験を実施し、3000hrs の耐久性を実証した。

２）金属系化合物との複合化を検討し、特定の化合物との複合化によって、110℃70％RH での出

力が約 20％向上した。３）製膜パイロットプラントの設計、導入を行い、品質的に問題のない電解

質膜を再現性よく製造できるプロセス技術を確立した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

省エネルギー効果試算 （家庭用燃料電池）
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家庭用燃料電池普及目標570万台達成時には、原油換算117万ｋLの省エネルギー効果。

試算条件
１）一般家庭の年間消費電力量：4500ｋWh/Y
２）このときの原油換算値：1.143kL （省エネ法施工規則より）
３）燃料電池導入時の一家庭あたりのエネルギー削減率：18％ （東京瓦斯資料より）

省エネルギー効果試算 （家庭用燃料電池）
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家庭用燃料電池普及目標570万台達成時には、原油換算117万ｋLの省エネルギー効果。

試算条件
１）一般家庭の年間消費電力量：4500ｋWh/Y
２）このときの原油換算値：1.143kL （省エネ法施工規則より）
３）燃料電池導入時の一家庭あたりのエネルギー削減率：18％ （東京瓦斯資料より）  

省エネルギー効果試算 （車載用燃料電池）
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燃料電池車普及目標500万台達成時には、原油換算327万ｋLの省エネルギー効果。

試算条件
１）年間走行距離：10000km
２）ガソリン車の燃費：10km/L
３）燃料電池車の車両効率：60％
４）車両効率60％の場合の燃費：37.6km/L （JHFC資料より）
５）原油換算：ガソリン使用量×0.89 （省エネ法施工規則より）
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燃料電池車普及目標500万台達成時には、原油換算327万ｋLの省エネルギー効果。

試算条件
１）年間走行距離：10000km
２）ガソリン車の燃費：10km/L
３）燃料電池車の車両効率：60％
４）車両効率60％の場合の燃費：37.6km/L （JHFC資料より）
５）原油換算：ガソリン使用量×0.89 （省エネ法施工規則より）  
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＜省エネ量＞ 

２０１０年１２月時点          ｋｌ 

２０１２年時点             ｋｌ 

２０３０年時点         ４４４万ｋｌ 

 

７．成果の革新性： 

従来の電解質膜にない高温での発電が可能となり、車載用途では使用可能温度範囲の拡大、

定置用途では燃料電池の年間稼働率の大幅な向上を図ることができる。また、本電解質膜は炭

化水素系の材料であり、高価な原料を使用するフッ素系膜に対して価格優位性を有するものであ

る。 
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「研究開発概要２７」 

 

１．研究開発の名称： 次世代封止材用高機能シリカの開発 

 

２．実施者名： 株式会社トクヤマ 

 

３．補助期間： 平成１６年度～１８年度 

 

４．事業目的： 

情報化社会の進展に伴い、携帯電話やＰＤＡをはじめとする電子モバイル機器の高性能化と更

なる小型化が一層重要になってきている。これらの機器の小型化によって、時と場所を選ばない

動画を代表とする大容量情報の送受信が可能となるだけでなく、電子モバイル機器構成部材の

省資源化およびその原材料製造に要するエネルギーの削減による省エネルギー化をもたらすと

考えられる。しかしながら、電子モバイル機器の小型化に必須の半導体デバイスの小型化に伴っ

て、従来のシリカフィラーでは狭小化する半導体パッケージ内の隙間にシリカが浸透せず、 先

端半導体デバイスを製作することが困難となってきている。そこで、シリカフィラーの微細構造や

表面特性と封止材の流動性や機械的強度等についての関係を明らかにし、小さな隙間にも容易

に浸透する新規特性を有する微小高機能フィラーの開発を行う。 

 

５．事業概要： 

電子モバイル機器の小型化に必須の半導体デバイスの小型化に対応可能な、数十μmの小さ

な隙間に容易に浸透する新規特性を有する微小高機能フィラーが求められている。そこで、気相

法シリカ合成装置を作製して所望するシリカの合成が可能になるよう条件を検討し、得られたシリ

カの微細構造解析や表面特性解析、更にフィラー特性評価を実施した。また、工業化を念頭に置

いた安定運転技術の確立にも取組んだ。 

 

６．成果： 

気相法シリカ合成装置にて種々の反応条件で試作したシリカの物性を評価し、高機能シリカ粒

子の合成に好適な反応条件を見出した。このシリカ粒子は既存品に比較し、 大で 2 倍の隙間浸

透性を有していた。また、工業化を念頭に置いた安定運転技術の確立の為、気相法シリカ合成装

置の反応系部分を改造し、所望のシリカを安定的に合成する目処を得た。 

 

＜省エネ量＞ 

２０１０年１２月時点          ０ｋｌ 

２０２０年時点        １４，０００ｋｌ 

２０３０年時点        ２２，８９０ｋｌ 
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７．成果の革新性： 

本補助事業の成果として得られたシリカ粒子は既存品に比較し、 大で 2 倍の隙間浸透性を

有する革新的なものである。これを可能にする為にはシリカの微細構造を制御する技術を確立す

る必要があった。 
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「研究開発概要２８」 

 

１．研究開発の名称： 高耐候通気性フィルムの開発 

 

２．実施者名： 株式会社トクヤマ 

 

３．補助期間： 平成１６年度～１７年度 

 

４．事業目的： 

家畜糞尿の堆肥化、果樹のマルチ栽培分野において、通気性フィルムを用いたエネルギー効

率のよい方法の普及が期待されている。そこで、当該分野で要求される屋外２年以上の耐用年数

を有する高耐候通気性フィルム及びそれらを用いた複合シートの開発を行う。 

 

５．事業概要： 

家畜糞尿の堆肥化、果樹のマルチ栽培分野において、通気性フィルムを用いたエネルギー効

率のよい方法の普及が期待されている。しかしながら、微多孔構造を有する通気性フィルムは、

空気との接触面積が大きいため酸化劣化が進行しやすく、屋外環境下で長期間使用することが

困難である。 

そこで、酸化劣化の遅延に有効な原料組成および添加剤配合の設計を行い、それらを効果的

に配置した多層通気性フィルムを均一かつ高速に生産できる技術について研究し、屋外約２年相

当の耐用年数を有する高耐候通気性フィルムを開発した。さらに、積層ラミ技術を研究し当該フィ

ルムを用いた高耐候複合シートを開発した。 

 

６．成果： 

開発目標 

① 多層 T ダイ１軸延伸法により屋外 2 年相当の耐用年数を有する高耐候通気性フィルムを開発

する。 

② 当該フィルムを用いた複合シートを調製するための積層ラミ技術を開発する。 

通気性フィルムにおける原料配合の 適化について研究し、酸化劣化の遅延に有効な PE 組

成及び添加剤配合を見出し、それらを効果的に配置した多層通気性フィルムを開発することによ

り、通気性フィルムの耐候性を従来の１年相当から約 2 年相当まで向上させることに成功した。ま

た、当該フィルムと通気性補強材を積層した 3 層熱ラミシートの積層ラミ技術の目処を得た。 

本開発シートを用いて、家畜糞尿の堆肥化試験を実施。問題なく堆肥化が進行することが確認

された。今後、エネルギー効率の良い堆肥化法として市場へ普及することが期待される。 
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耐水圧 

 

図１ 開発多層フィルム耐候性評価結果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       図２ 堆肥化試験の様子     図３ 堆肥化試験後の堆肥の状態 

 

＜省エネ量＞ 

２０１０年１２月時点         ０ｋｌ 

２０１２年時点        ４，０００ｋｌ 

２０３０年時点       １６，０００ｋｌ 

 

７．成果の革新性： 

本開発フィルムは、屋外環境下における通気性フィルムの耐用年数を従来の 1 年相当から約 2

倍向上させた高耐候通気性フィルムであり、糞尿堆肥化分野、果樹マルチ栽培分野等に対し、通

気性フィルムを用いたエネルギー効率の良い方法の提案を可能とする革新的なものである。これ

を可能とするためには、原料組成及び添加剤配合を 適化し、且つそれらを効果的に配置した多

層通気性フィルムを開発する必要があった。 

 

UV 積算照度[MJ/㎡] 264 528 

屋外暴露相当時間 1.0 年 2.0 年 
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「研究開発概要２９」 

 

１．研究開発の名称： 自動車用高機能プラスチック・ゴム材料の開発 

           （うち 高発泡熱可塑性樹脂成形材料の開発） 

 

２．実施者名：株式会社カネカ 

 

３．補助期間： 平成１６年度～１８年度 

 

４．事業目的： 

  〔ポリプロピレン射出発泡成形技術の開発〕 

    ラゲージボックス等の内装部材の軽量化を図るため、非発泡のポリプロピレン射出成形品

と同等の強度（曲げ剛性）、意匠性を有しつつ５０％以上の軽量化を実現するポリプロピレ

ン射出発泡成形技術を開発する。 

  〔高機能軽量積層シートの開発〕 

天井、バックドア等の軽量化を図るため、従来のガラス繊維をポリプロピレンで固めた材

料と比較して５０％軽く、かつ高寸法安定性、吸音性、高耐熱性を有する独立気泡積層発

泡シート材料を開発する。 

 

５．事業概要： 

〔ポリプロピレン射出発泡成形技術の開発〕 

自動車内装部品にはポリプロピレン系樹脂からなる射出成形品が広く適用されている。

近年、これら射出成形品による自動車内装部品の軽量化策として、内部に気泡を有する

射出発泡成形体が採用されてきているが材料のポリプロピレンの発泡特性が低いことか

ら十分な軽量化が得られるものではなかった。 

そこで、高い発泡特性を有しかつ高流動可能なポリプロピレン樹脂組成を設計するとと

もに、金型設計をはじめ、発泡剤の選択、圧力条件、温度条件等の研究を行い、非発泡の

ポリプロピレン射出成型品と同等の強度、意匠性等を有しつつ、大幅な軽量化を実現する

ポリプロピレン射出発泡成形技術を開発した。 

〔高機能軽量積層シートの開発〕 

オールプラスチックを維持しつつ、軽量化と吸音性及び寸法安定性に優れた自動車天

井材用の積層シートを開発する。軽量化のため、基材を構成する発泡シートを高発泡化す

るとともに、市場品質要求に適合した剛性が保持できる基材を構成するスキン層の目付け

を減量した。さらに、吸音性を付与するために、表皮材の構成要件を複合化、発泡シート

の連続気泡化との組み合わせを含めた検討、および、寸法安定性を付与するために、線

膨張係数の小さい繊維材料との複合化を図ることにより、高機能軽量積層シートを開発し
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た。 

 

６．成果： 

〔ポリプロピレン射出発泡成形技術の開発〕 

ポリプロピレン樹脂の変性および配合に着目することにより、高流動性と高発泡性を併

せ持つ特殊な基材樹脂を使用し、該樹脂に適した射出発泡成形技術および製品設計技

術と組み合わせることで、非発泡成形品に対して 50%軽量化したラゲージボックスを開発し

た。しかし、価格および量産技術確立の遅れ等により市場採用には至っていない。 

〔高機能軽量積層シートの開発〕 

５０％軽量化、吸音性付与、寸法安定性技術を組み合わせることにより、リサイクル可

能な天井材として 軽量（５００ｇ／ｍ２）の積層シートを開発した。しかし、高価格のため、

市場採用には至っていない。 

しかし、軽量化を応用したトランクルーム構成部材は大手自動車メーカー基幹車種に搭

載が決定し、平成２１年度より販売予定である。 

 

＜省エネ量＞ 

２０１０年１２月時点     １，４４０ｋｌ 

２０１２年時点        ３，４９０ｋｌ 

２０３０年時点       ２１，８５０ｋｌ 

 

７．成果の革新性： 

〔ポリプロピレン射出発泡成形技術の開発〕 

特殊ＰＰ使用による高発泡射出成形技術は、従来の射出発泡成形技術では得られなか

った発泡倍率および大幅な軽量化を実現する革新的なものである。 

 〔高機能軽量積層シートの開発〕 

発泡シートをコア層とし、該層にスキン層を積層したオールプラスチック素材からなる発

泡積層シート構成により、軽量剛性を発現し、シート構成の調整により吸音性、寸法安定

性の機能付与した高機能軽量積層シートは、従来のガラス素材を用いたプラスチック素材

に対し、大幅な軽量化を実現でき、前述の機能を付与できるのみならず、マテリアルリサイ

クル可能な基材として革新的なものである。 
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「研究開発概要３０」 

 

１． 研究開発の名称：自動車用高機能プラスチック・ゴム材料の開発 

（うち 高機能ゴム材料の開発） 

 

２．実施者名：ＪＳＲ株式会社 

 

３．補助期間： 平成１６年度～１９年度 

 

４．事業目的： 

自動車の走行中の燃費改善は環境および省エネルギーにおいて急務の課題となっている。

自動車の燃費の向上のためには、タイヤから発生する転がり抵抗も無視することはできない。し

かし一般に、転がり抵抗とタイヤのグリップ力は二律背反の関係にある。また、一般に転がり抵

抗に優れたタイヤは耐摩耗性が悪化すると言われる。以上の背景から、グリップ力や耐摩耗性

を損なうことなく転がり抵抗を低減するタイヤを提供できるゴム材料の開発を行う。 

 

５．事業概要： 

自動車タイヤは、種々の部材を張り合わせて作られている。なかでも、地面に直接接触するト

レッド部材の燃費効率への寄与度が４５％と も高い。すなわち燃費効率の優れるタイヤを設

計するためには、トレッド部材を改良することが も効率的である。 近、転がり抵抗の良い材

料として「シリカ」と分子設計の自由度が高いリビングアニオン重合で合成される「溶液重合スチ

レンブタジエンゴム」が乗用車タイヤのトレッド材料として使用されている。 

そこで、溶液重合スチレンブタジエンゴムの重合体末端の化学修飾（末端変性）技術を確立し、

タイヤ製造工程の混練り時にシリカ粒子の分散性が改良され、転がり抵抗を改善できる技術を

開発した。更にシリカの分散性改良技術として、末端変性技術で開発したポリマーとシリカを合

成ゴム製造設備中で機械的に混練りして微分散できるプロセスの開発を検討した。 

 

６．成果： 

開発目標 

当社基準のトレッド部材のコンパウンドとしてのエネルギー損失を、自社基準品対比で２０ ％

改善とする（タイヤの転がり抵抗として９％改善）。 

 シリカ表面のシラノールと素早く、強固に結合できる重合体末端構造を設計、リビングアニオン

重合で容易に導入できる合成技術を確立し、自社基準品対比でエネルギー損失を１８％改善でき

る「末端変性溶液重合スチレンブタジエンゴム」を開発した。 

開発目標の自社基準品対比２０％改善には到達しなかったため、基盤技術の確立に向けた開

発を継続している。 
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＜省エネ量＞ 

２０１０年１２月時点         ０ｋｌ 

２０１２年時点            ０ｋｌ 

２０３０年時点        ９，７５０ｋｌ 

 

７．成果の革新性： 

本事業で得られた成果は、従来の末端変性溶液重合スチレンブタジエンゴムと比較し、シリカ表面上の

シラノール基と素早く化学反応が進行し、強固な結合を形成させることができる官能基を重合体末端に導入

することによって、タイヤの転がり抵抗を大幅に低減させ、また、安全性に関係する湿潤路面での制動

性能（ウェットグリップ力）やタイヤの寿命に係る耐摩耗性や耐久性等諸性能も優れている革新的

なものである。これを可能とするためには技術開発課題「重合体末端にシリカと強固な結合を形成できる

官能基の構造を 適化、且つ、効率良く導入できる末端変性技術を確立する必要があった。 
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「研究開発概要３１」 

 

１．研究開発の名称： 自動車用高機能プラスチック・ゴム材料の開発 

（うち 高性能ポリエチレン材料の開発） 

 

２．実施者名： 東ソー株式会社 四日市研究所 

 

３．補助期間： 平成１６年度～１８年度 

 

４．事業目的： 

自動車にとって環境問題は避けて通れない課題であり、燃費向上のために必須となる軽量化

へ果たす高機能プラスチックの役割は大きい。自動車バンパーコア材および内装材に有用な発

泡成形性に優れた高性能ポリエチレン材料を省エネルギープロセスで製造することを目的とした

技術開発を行う。 

 

５．事業概要： 

自動車用バンパーコア材、または、自動車内装材用の発泡体用樹脂として、現在ポリプロピレ

ン（ＰＰ）、または、低密度ポリエチレン（ＬＤＰＥ）が使用されている。しかし、ＰＰでは発泡加工に適

する高溶融弾性を得るために電子線照射等による後処理工程での架橋が行われていることによ

りエネルギー消費が大きく、ＬＤＰＥは高溶融弾性を有するが高圧・高温条件下で製造されるため

に製造時のエネルギー消費が大きい問題がある。 

これに対して高剛性であり、エネルギー消費の低いスラリー法低圧プロセスで製造される高密

度ポリエチレン（ＨＤＰＥ）は溶融弾性が極めて低く、架橋処理により発泡成形が可能となるが、低

倍率（２倍以下）の発泡性しか示さない。 

そこで、省エネルギープロセスであるスラリー法低圧プロセスにて、高溶融弾性を有し、かつ、リ

サイクル可能な高発泡成形が可能な高性能ポリエチレン材料の製造技術を開発して製造消費エ

ネルギーを抑える技術を開発した。 

 

６．成果： 

開発目標 

剛性が高く高発泡成形が可能な高性能ポリエチレン材料を省エネルギー製造プロセスにて製

造する技術とする。 

剛性が高く高発泡成形が可能なポリエチレンとして、高密度ポリエチレンへの高溶融弾性の付

与が可能となる触媒技術に注目し、省エネルギープロセスである低圧スラリー法プロセスに適し

た固体触媒を開発することで、高発泡性に適した一次構造を有し、かつ、リサイクル性を有する高

密度ポリエチレンを製造できる触媒開発に成功した。 
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本成果を用いて、東ソー株式会社は、平成２１年度から製品を販売開始予定。高発泡性を有す

る高性能ポリエチレンの製造プロセスを高圧法プロセスから低圧スラリー法プロセスに置き換える

ことを前提として、２０３０年までに原油換算で１．３万ｋｌの省エネ効果を見込む。 

 

＜省エネ量＞ 

２０１０年１２月時点        ３６ｋｌ 

２０１２年時点        １，６００ｋｌ 

２０３０年時点       １２，９６０ｋｌ 

 

７．成果の革新性： 

高性能ポリエチレン材料は、従来の高密度ポリエチレン（ＨＤＰＥ）では不可能であった発泡成

形が可能となり、ＰＰのように後処理工程が必要でなく、ＬＤＰＥより省エネルギープロセスで製造

できる革新的なものである。これを可能とするためには技術開発課題の高溶融弾性の付与につ

いて触媒開発を達成する必要があった。 
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「研究開発概要３２」 

 

１．研究開発の名称： 自動車用高機能プラスチック・ゴム材料の開発 

（うち フレキシブルフラットハーネス用プラスチックの開発） 

 

２．実施者名： 昭和電工株式会社 

 

３．補助期間： 平成１８年度～１９年度 

 

４．事業目的： 

近年、自動車に、ＥＴＣ，ＧＰＳ機能の搭載が普及し、更にクルーズコントロール機能、電子制御

機能も進歩しており、電子部品のモジュール化が盛んであるとともに、省エネ面からの軽量化の

要求も強い。これらの要求に対応するため、乗用車の電線を束にした従来のワイヤーハーネスか

ら、革新的にハーネス部分の軽量化を実現した上に、配線経路の自由度を増すために、絶縁性と

柔軟性を併せもったＦＰＣ（フレキシブルプリント基板）型フレキシブルフラットハーネス用硬化性樹

脂を開発する。 

 

５．事業概要： 

自動車用絶縁材料と民生用電気製品向け絶縁材料の 大の違いは、使用温度の違い及び長

期信頼性の二つである。使用温度に関しては 200℃での実使用に耐える耐熱温度が必要であり、

絶縁材料としてハロゲンフリー化が必要条件になる。そのために原料の絶縁性樹脂の合成時に、

４級アンモニウム塩のような樹脂中への残存が避けられない触媒成分を使用せずに合成を行うこ

とが出来る触媒を開発した。 

更に長期信頼性を確保するためには、ケイ素化合物と複合化を行なうことにより信頼性をより

確実にするとともに、絶縁特性に悪影響を与えない官能基を導入して、配線部分との密着性を上

げて水分の混入を防ぎ、長期信頼性を確保した。 

また、自動車用途であることを考慮すると部材変更によるコストアップは極力少なくする必要が

ある。そのため成型方法を熱硬化ではなく UV 硬化に変えることにより、短時間成型を可能とし、

生産時のコストアップを吸収する技術を開発した。 

 

６．成果： 

絶縁性樹脂の合成のために、従来のようにタングステン酸化合物＋４級アンモニウム塩の組み

合わせではなく、タングステン化合物に３級アミンと鉱酸を組み合わせにより、従来と同等の反応

成績を確保するとともに、分離精製時のエネルギー負荷を大幅に削減することが可能となった。 

ケイ素化合物の導入に関しては、ヒドロシリル化反応は文献でも副反応が多く当初は不純物の

ほうがメインに生成してしまったが、産総研と共同で副反応の生成機構を解明することにより、実
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用レベルで十分に使用できるレベルまで副反応を抑えることが出来た。 

熱硬化から UV 硬化への変更については一番難航していた項目であるが、プロジェクト終了後

ではあるが、脂環骨格にエポキシ樹脂をアクリル変性することにより、工業的にも十分に使用でき

る速度で硬化を行えることが可能となった。 

 

＜省エネ量＞ 

２０１０年１２月時点          事業化前 

２０１２年時点             １ｋｌ 

２０３０年時点        ４５，０００ｋｌ 

 

７．成果の革新性： 

３級アミンと鉱酸を助触媒として使用したエポキシ化技術は、従来の４級アンモニウム塩を使用

した技術と比較して、反応後の有機層－水層の分離が格段に優れ精製の際の有機溶媒の使用

量、蒸発のためのエネルギーコストを格段に抑えることが出来、革新的なものである。これを可能

とするためには新規タングステン系の触媒開発が必要であった。 

また、ケイ素化合物との複合化についても、従来の Pt触媒では副反応が多く、目的化合物を得

ることが出来なかったが、今回開発した反応系ではじめて可能となった 

ここで得られたケイ素化合物及び引き続くアクリル変性物は今回の技術開発で世界に先駆け

て初めて合成された化合物であり、革新的なものである。 
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「研究開発概要３３」 

 

１．研究開発の名称：構造材用炭素繊維複合材料の長期信頼性向上技術 

 

２．実施者名：東レ株式会社 

 

３．補助期間：平成２０年度～平成２１年度 

 

４．事業目的： 

高分子系マトリクスによる炭素繊維強化プラスチックＣＦＲＰの長期劣化挙動を解析することで、

長期の物性予測を可能とする。これにより今後航空機や自動車等に広く使用されるＣＦＲＰ構造の

適設計を可能として、軽量かつ高信頼性の構造部材を実現し、輸送エネルギー消費量の減少

を図る。 

 

５．事業概要： 

航空機や自動車などの構造においてＣＦＲＰによる軽量化効果を 大限に生かすためには、構

造設計のための知見やデータ、理論が金属など従来材料と同様に必要であるが、現状は不十分

である。このため不必要に大きな安全率を掛けるなど、本来の軽量化ポテンシャルを生かせてい

ない。そこで、ＣＦＲＰの長期使用時の特性を支配する疲労特性と耐環境性に着目し、 新の構造

用ＣＦＲＰについて長期的データを取得し、その劣化挙動を把握する。これによって長期劣化予測

モデルを構築し、実構造の軽量構造設計に必要な知見・モデルを提供する。 

 

６．成果： 

今後代表的となる三種のＣＦＲＰを選び、衝撃後圧縮、有孔板圧縮、層間剥離き裂進展の疲労

試験を行い、それぞれの疲労限を正確に把握して、従来金属に対する軽量化ポテンシャルを明ら

かにした。特に構造設計上 もクリティカルな衝撃後圧縮に関して、繰り返し負荷による層間剥離

き裂進展が疲労破壊の支配要因であるという仮説モデルを実証し、さらにその層間剥離き裂進展

に対して繊維／マトリクス樹脂の界面接着の寄与が支配的であることを明らかにした。 

一方、ＣＦＲＰの長期環境暴露による物性変化データを長期にわたり取得し、航空機や自動車

の使用環境を想定した環境への長期暴露における力学特性の変化を定量的に把握した。このな

かで、構造設計上重要な項目のほとんどで、力学特性の変化はわずかであることが判明した。 

これら知見と疲労破壊モデルの活用により、今後の航空機や自動車におけるＣＦＲＰ構造のさら

なる軽量化設計が可能となる。 

 

＜省エネ量＞ 

２０１０年１２月時点          ０ｋｌ 
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２０１２年時点             ０ｋｌ 

２０３０年時点          ４００万ｋｌ 

 

７．成果の革新性： 

ＣＦＲＰの衝撃後圧縮疲労については従来定量的な予測モデルが無く、航空機等では従来金属

構造の設計思想を基に大きな安全率を適用して信頼性を確保している面があった。これに対し本

開発成果の層間き裂進展と関連づけた疲労破壊モデルは、より低い安全率でも信頼性を確保で

きる可能性を示すものであり、将来のさらなる構造軽量化に寄与するものである。 
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「研究開発概要３４」 

 

１．研究開発の名称：自動車用高機能プラスチック・ゴム材料等の開発 

（うち炭素繊維強化複合材料の熱スタンピング法による高速成形技術の開発） 

 

２．実施者名：日本ゼオン株式会社 

 

３．補助期間：平成２０年度～平成２１年度 

 

４．事業目的： 

地球温暖化の原因である二酸化炭素の排出量削減は世界的な課題であり、あらゆる産業分野

で削減のための技術開発が進められている。特に、自動車分野においては、燃費に対する法規

制の動きが日米欧の各国で具体的に進んでおり、目標値達成は焦眉の急である。燃費向上の手

段として、車体の軽量化の効果が大きく、炭素繊維強化プラスチック（ＣＦＲＰ）を用い、鋼板等の

置き換えが注目されている。しかし、高価な材料コストと長大な成形時間の制約から、一部の高級

車のみの適用にとどまっている。 

そこで、本補助事業においては、新規材料の開発を進め、安価で短時間の成形性に優れた材

料開発を目標とする。 

 

５．事業概要： 

従来の製造方法では、炭素繊維を樹脂に含浸させて半硬化状態としたプリプレグを所定の形状

に積層した後、オートクレーブにて硬化させる方式が多く適用されている。しかしこの方法では、特

に材料コストが高い点と生産性が悪く問題である。 

そこで、本事業では① 低コストＣＦＲＰプリプレグの開発② プリプレグの短時間成形技術の開

発をした。 

①については、プリプレグを高速製造する技術を開発した。本技術は無溶剤系のため、乾燥炉

を短くでき、装置の小型化による設備投資費用の削減やライン速度のアップによる生産性の向上

効果があり、低コスト化が可能となる。②については、プリプレグ成形と硬化を同時に実施可能な

熱スタンピング法を開発した。熱スタンピング法はあらかじめ加熱しておいた金型内に積層済み

のプリプレグを投入して成形する方法である。従来のオートクレーブ法に較べて圧倒的に短時間

での成形が可能である（360分→10分）。 

 

６．成果： 

開発目標 

①低コストＣＦＲＰプリプレグの開発：炭素繊維の開繊技術とプリプレグの生産技術の確立を目標

とし、達成した。 
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②プリプレグの短時間成形技術の開発：成形時間 10 分以内を目標とした。熱スタンピング成形法

は、加熱した金型内に積層済みのプリプレグを投入し、賦形・硬化の工程を経て、成形体を取出

すことにより、短時間成形を可能とする技術である。樹脂組成と成形工程を検討して成形時間 10

分以内を達成した。 

本成果を用いて、日本ゼオン株式会社は、平成 25 年から製品を上市予定である。自動車部材

に採用された場合、成形体１ｍ２あたり 17.84L（原油換算）と見込まれ、既存方法に比べ 0.69GJ の

省エネ効果を見込んでいる。 

 

＜省エネ量＞ 

２０１０年１２月時点       ０ｋｌ／年（上市していないため、製造してない） 

２０１２年時点          ０ｋｌ／年（上市していないため、製造してない） 

２０３０年時点     ２３，３００ｋｌ／年 

 

７．成果の革新性： 

従来の炭素繊維を樹脂に含浸させて半硬化状態としたプリプレグを所定の形状に積層した後、

オートクレーブにて硬化させる方式と比較して、成形時間10分を可能とする低コストのプリプレグ

を製造する技術は革新的なものである。 

これを可能とするために、プリプレグの高速生産による低コスト化技術とその短時間成形技術を

達成する必要があった。 
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「研究開発概要３５」 

 

１．研究開発の名称：省エネルギー型有機素子材料創成技術の開発 

（うち 有機半導体トランジスタの開発） 

 

２．実施者名：出光興産株式会社 

 

３．補助期間：平成１８年度～平成２０年度 

 

４．事業目的： 

本事業は、省エネルギー化課題に対し次の点で貢献する。①半導体デバイスを印刷工場で低

エネルギー製造する。②大きなエネルギー削減効果が期待されるユビキタス社会を実現する。こ

の目標達成のため、塗布型有機半導体技術を開発する。 

 

５．事業概要： 

①電界効果トランジスタ素子における基本技術の開発 

i）電界効果トランジスタ素子での材料評価法の開発 

電界効果トランジスタ素子の作製技術を開発するとともに、ゲート絶縁膜、電極、作製プロセ

スの検討を行ない、材料評価法を確立する。 

ⅱ）塗布による電界効果トランジスタ素子作製法の検討 

印刷、スピンコート、インクジェット等の塗布作製法の検討を行ない、省エネルギープロセ

スの指針を得る。 

ⅲ）Ｃ－ＭＯＳ回路の実証 

ｎ型材料とｐ型材料を用いてＣ－ＭＯＳ回路を試作し、動作確認を行なう。 

②ｎ型有機半導体材料の開発 

i）ｎ型半導体材料の探索 

  分子骨格を探索し高移動度を発現する分子構造の母骨格を見出す。     

  ｎ型駆動を発現する分子設計指針を見出す。 

ii）材料高純度化技術の開発 

  高性能化を実現するための材料高純度化技術、及び、分析技術を確立する。 

 

６．成果： 

開発目標   

①電界効果トランジスタ素子における基本技術の開発 

②ｎ型有機半導体材料の開発 
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有機ＥＬ用の装置を用いた蒸着技術により素子作製を検討し、既存の有機ＥＬ用装置による素

子作製検討が十分に可能であることが分かり、公知材料のペンタセンを用いて蒸着速度の結晶

グレインサイズ、素子性能への影響を把握した。ｎ型材料の素子評価を行なうために専用の素子

作製評価装置を設備導入し、ｎ型材料評価法を確立した。 

種々の塗布方式による素子作製を検討し、スピンコータのプロセス因子として、回転数、溶液温

度、膜の乾燥温度を、ブレードコータのプロセス因子として、挿引速度、挿引方向、溶媒が重要因

子であること、等を把握した。また、塗布素子と蒸着素子の比較を行ったところ、塗布で作製した

膜はグレインサイズが大きいもののグレイン境界の隙間が大きいことが分かり、隙間の指標とし

て膜の平均面粗さを用いると相関が得られることが分かった。 

有機ＥＬでの知見を活用し、移動度 0.01cm2/Vs 以上を有するｐ型の分子構造を 6 種見出した。ｐ

型の分子構造に電子吸引基を導入することで電子伝道に関与する LUMO レベルと電極の仕事関

数のマッチングを調整するとｎ型の特性が発現することを見出し、また、結晶型を考慮した置換基

導入が必要であることを把握した。以上の知見を基にｎ型特性を示す材料（８化合物）を得た。 

高純度材料を作製するために、専用の精製検討装置を設備導入し、材料の高純度化検討を行

い、昇華による残留ハロゲン濃度の低減効果が確認された。 

また、想定外の成果としてｐ型で移動度 1.0cm2/Vs を超える材料も見出した。 

本成果を用いて、出光興産株式会社は、平成２５年度にＩＣタグ用の材料販売を開始。製造工場

でのエネルギー使用量削減、及び、ＩＣタグが及ぼす電力削減効果により、2030 年までに 86 万ｋｌ

の省エネ効果を見込む。 

 

＜省エネ量＞ 

２０１０年１２月時点          ｋｌ 

２０１２年時点           １万ｋｌ 

２０３０年時点          ８６万ｋｌ 

 

７．成果の革新性： 

本事業は、有機半導体を用いたＩＣタグが、有機物の特性を活かした省エネルギー，低コストプ

ロセスで開発可能であることを実証するものである。また、ＩＣタグはｐ型とｎ型の二種類の材料を

組合わせることで高性能を引き出すことができるが、有機材料においては高性能のｎ 型材料が

現在知られておらず開発が必要であり、ＩＣタグとして動作するためには移動度として 0.1cm2/Vs

以上が必要とされている。本事業の成果はこの可能性を見込めるものである。 
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「研究開発概要３６」 

 

１．研究開発の名称：高分子光回路基盤技術の開発 

 

２．実施者名：住友ベークライト株式会社 光電気複合インターポーザ事業開発推進部 

 

３．補助期間：平成１８年度～平成２０年度 

 

４．事業目的： 

従来の半導体実装基板と比較して単位データ伝送速度あたりの消費電力が 1/10 以下、基板

製造プロセスで消費される原油換算エネルギー量が 1/2 以下と省エネ効果の高い光電気複合実

装基板を実現するために、独自に開発した易加工・超低光損失の高分子光導波路を受発光素子

が実装される電気配線層に高精度で多層化する光電気実装基板複合化プロセスを開発し、受発

光素子実装性やギガ級光データ伝送性などの実用性能を検証すること。 

 

５．事業概要： 

上記事業目的を実現する為に、本補助事業により光電気複合実装基板の複合化プロセスの研

究開発を推進した。研究開発の内容は次の 3 項目より成る。すなわち①超低光損失高分子光導

波路の安定加工技術、②光配線層と電気配線層の高精度複合化技術、③微小素子精密実装技

術＆関連評価技術、以上 3 項目及び付随する個別細目について推進した。 

 

６．成果： 

光電気複合実装基板の実現の為、まず光電気複合基板の安定作製技術の確立に目処を付け

た。特に光導波路フィルムの製造工程改良を行って自動化プロセスを確立し、光導波路フィルム

の生産性改良及び品質安定化を達成した。併せて機器改良により作業プロセスの工数削減も可

能とり、この面での省エネ化も実現している。次いで光電気複合基板の具現化に向けて、光配線

層と電気配線層の精密複合化技術について検討を行い、積層工程及び機器改良の結果、多様

な層構成に対応可能な汎用性の高い精密複合化技術を確立した。さらには実使用条件で評価可

能な高速伝送特性評価機器を用い、さらに各種シミュレーション技術を併用することにより、光電

気複合基板の実用性能評価技術を確立した。 

 

＜省エネ量＞ 

２０１０年１２月時点         ０ｋｌ 

２０１２年時点         ０．３万ｋｌ 

２０３０年時点        １５．７万ｋｌ 
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７．成果の革新性： 

上記成果を踏まえて確立された光導波路フィルム及び光電気複合実装基板は顧客から高い評

価を得ており、各種展示会の他、学会等に於ける外部発表に於いても一定のプレゼンスを確立す

るに至っている。特に多 ch 化の容易な光導波路フィルム及びこれを用いた光電気複合実装基板

はインターネット等を介したデータトラフィックの増加と共に電子デバイス分野に於ける重要度を増

すと考えられており、各種評価に耐え得る実デバイス試作品を本補助事業によりいち早く具現化

することが出来た。 
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（別添資料） 
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「研究開発概要３７」 

 

１．研究開発の名称： 省エネルギー型有機素子材料創成技術の開発 

            （うち 高分子光導波路加工プロセス等の開発） 

 

２．実施者名： 日本ペイント株式会社 

 

３．補助期間： 平成１８年度～１９年度 

 

４．事業目的： 

本研究は、従来電気配線のみで形成された IT 機器に光配線を導入することで、従来機器と比

較して総消費電力を半減することができるコンピュータ機器や情報端末機器を具現化するための

部品を提供し、その規格化を実現する事を 終目標とする。 

 

５．事業概要： 

・開発技術のポイントが明らかになるよう、明瞭かつ簡潔に２００～４００字程度でご記入お願い

します。 

本研究を具現化するための部品は、高分子光導波路の中でも特に汎用性の高いコネクタ用途

の光路直角変換光導波路とし、その材料は補助事業を受託した日本ペイントが開発したポリシラ

ン系高分子材料（グラシア）を用いた。また技術開発のポイントは超多層化プロセス開発、実装技

術開発、評価技術開発、ＧＲ－１２２１信頼性、プロトモデル評価と定めて開発を実施した。 

 

６．成果： 

・成果のポイントが明らかになるように、明瞭かつ簡潔に２００～４００字程度でご記入お願いし

ます。 

総括として高分子導波路加工プロセスの基礎技術開発は所定の目標をほぼ達成できた。しか

しなから新規に開発した材料に対するプロセス 適化という観点では課題を残す結果となった。 

超多層プロセス 

目標到達可能な基本技術開発に成功した。 

実装技術 

パッシブコネクタのパッシブアライメント、及び光電気複合実装コネクタのアクティブアライメント

対応技術の開発に成功した。 

評価技術確立 

高速伝送評価装置を導入し、信頼性劣化評価にも応用出来る評価技術を確立した。 

ＧＲ－１２２１信頼性 

自社での新規材料開発と協業先でのモジュール化により目標達成を目指し、評価を開始した。
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但し試験時間が２０００時間のため本検討は継続事項である。 

プロトモデル評価 

２層積層の光路直角変換導波路試作品を平成２０年１月に開催されたＦＯＥ２００８に展示し、マ

ーケティング並びにプロトタイプ提供検討活動を開始した。 

 

＜省エネ量＞ 

２０１０年１２月時点        ０万ｋｌ(推定値) 

２０１２年時点         ０．２万ｋｌ(推定値) 

２０３０年時点          ５０万ｋｌ(推定値) 

 

７．成果の革新性 

本開発成果である光路直角変換光導波路は、従来の加工技術と比較して研磨レス＆光学部

品加工精度を同時に達成できる革新的なものであった。これを可能とするためには超多層プロセ

ス開発で得られたダイシング加工技術、特に垂直度と加工端面平滑性を同時に実現する必要が

あった。 
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「研究開発概要３８」 

 

１．研究開発の名称：省エネルギー型有機素子材料創成技術の開発 

          「高性能有機ＥＬプロセス技術開発」 

 

２．実施者名：コニカミノルタテクノロジーセンター株式会社 

 

３．補助期間：平成１９年度～平成２０年度 

 

４．事業目的： 

省エネルギー効果が大きく、かつ環境適応性も高く、コスト、生産性で優位な「高性能塗布型有

機ＥＬ照明（白色）デバイス」を開発するために重要な基盤プロセス技術の確立である。 

 

５．事業概要： 

数ある開発課題の中で も難易度が高いと予想されるのが、高発光効率の燐光材料を精密に

ナノレベルの厚さで高速、かつ均一に積層化する「塗布・乾燥技術」である。 本事業はその技術

開発を実行するための研究装置（含む備品）を設計・製作し、迅速な技術構築を実現化するため

のものである。 

具体的にはフレキシブルなプラスチック基板上に燐光有機素材を含む連続的に複数層を積層し

た塗布型有機ＥＬデバイスを R2R プロセスに対応できる方式で作製し、白色ﾃﾞﾊﾞｲｽの発光検証を

可能とする小型試作装置を完成させ、塗布型での基本プロセスの確認を行うこと。 

 

６．成果： 

H19 年度に、積層塗布装置を導入し、H20 年度に R2R 対応の搬送装置等を導入し、R2R での試

作を可能とした。この装置を用いて低分子燐光材料＋フレキシブル基板を用いて塗布型の白色

発光ﾃﾞﾊﾞｲｽの試作に成功した。これにより今後の R2R プロセスでの有機 EL 製造へ向けて前進し

た。ここで導入したプロセスを基本に、小規模テストラインの投資を決定し、H22 年度に建設・稼動

する予定。 

 

＜省エネ量＞ 

２０１０年１２月時点          ｋｌ 

２０１２年時点             ｋｌ 

２０３０年時点       ８万～８０万ｋｌ（蛍光灯のみ置き換え） 

 

７．成果の革新性： 

これまで蛍光材料での検討が多く、これを用いたプロセスはまだバッチ型の製造方式で生産性
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の低い蒸着型での検討が多く、連続生産が可能なフレキシブル基板を用いた塗布型の開発は少

ない。また蛍光材料では発光効率の点で、蛍光灯を超えることが出来ず、蛍光灯を代替して省エ

ネルギー効果を得ることは理論的に難しいのが現状である。今回、燐光材料を用いて塗布方式で

の可能性が出てきたことは、省エネルギー、コストの点で大きく前進した。 

 

  試作フロー 

 

 

 

 

 

 

 

  発光サンプルイメージ 
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Fig.3 発光確認

発光確認
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「研究開発概要３９」 

 

１．研究開発の名称： 

省エネルギー型化学技術創成研究開発（省エネルギー型有機素子材料創成技術開発(うち 受

動デバイス内蔵による省電力型超高集積ＲＦフロントエンドモジュールの開発）） 

 

２．実施者名：日本ゼオン株式会社 

 

３．補助期間：平成１９年度～平成２０年度 

 

４．事業目的： 

世界的に携帯電話の多機能化が進むことで省エネの必要性が高まる中、電力消費量の高い

RF ﾓｼﾞｭｰﾙの省エネ化の要求が高まっている。そこで RF ﾓｼﾞｭｰﾙの高機能化によって消費電力削

減を目的とした開発を行う。 

 

５．事業概要： 

携帯電話使用の消費電力量の中で、RF 回路での電力は約７０～８０％を占めており、RF モジュ

ールの省エネルギー化が求められている。 

しかしながら弊社による設計が RF モジュールの省エネ化にどれだけ貢献できるか？を材料メー

カーである弊社が数値化することは非常に難易度が高く、その設計技術や評価技術の確立が不

可欠であった。 

そこで、本事業では、RF モジュールの省エネ効果がどれだけあるかを明確にするために、その

設計技術・評価技術の確立及びそれらを用いた RF モジュールの省エネ効果の数値化を行ってい

る。 

 

６．成果： 

開発目標 

開発材料で作成した多層プリント基板によるＲＦ送信モジュールにおいて、従来材料で作成した

モジュールより、消費電力を 30％削減する。 

 

開発材料で作成した基板によるＲＦ送信モジュールの消費電力は、従来材料のモジュールと比

較して、1.9ＧＨz において 10％、2.5ＧＨz において 26％、5.5ＧＨz において 48％、10ＧＨz において

43％の省エネを達成することに成功した。（平均 32％） 

本成果を用いて、日本ゼオン株式会社は、平成２５年から材料を販売開始。本材料を用いた

RF 送信モジュールは消費電力を平均 30％削減でき、2030 年までに 28 万ｋｌの省エネ効果を見

込む。 
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＜省エネ量＞ 

２０１０年１２月時点         ０ｋｌ 

２０１２年時点            ０ｋｌ 

２０３０年時点      ２８０，７９３ｋｌ(普及率６０％) 

 

７．成果の革新性： 

本 RFモジュールは、従来の部材と比較して、RFモジュールの省エネ化を大きく推進する革新的

なものである。それを実現するためには、材料メーカーである弊社にて、RF モジュールを設計・評

価するという技術開発課題について数値化を達成する必要があった。 
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「研究開発概要４０」 

 

１．研究開発の名称：省エネルギー型有機素子材料創成技術の開発 

    （うち ハイブリッド自動車用ＳｉＣインバータ実用化技術の開発） 

 

２．実施者名：株式会社ＡＤＥＫＡ 

 

３．補助期間：平成１９年度～平成２０年度 

 

４．事業目的： 

二酸化炭素排出削減が必要とされるなか、日本の排出量全体の約１０％を占める自家用自動

車による排出を削減する効果は大きい。今後、普及が見込まれるハイブリッド自動車や電気自動

車へ、次世代パワーデバイスとして期待されるシリコンカーバイド（ＳｉＣ）が応用されることで、大幅

な二酸化炭素排出削減が期待できるが、実用化にはまだ多くの課題が残されている。そこで、次

世代パワーデバイスの実用化を加速させるべく、本事業では、その中でも実用化に必須なＳｉＣパ

ワーモジュール用耐熱絶縁封止材料の開発と、材料評価技術の開発指針を明らかにすることを

目的とした。 

 

５．事業概要： 

ハイブリッド自動車用として大幅な電力損失の低減が期待されるシリコンカーバイド（ＳｉＣ）パワ

ーデバイスを用いた次世代インバータの実現に必須な構成部材であるＳｉＣパワーモジュール用

耐熱絶縁材料の開発と、材料の評価技術を開発する。開発した材料・評価技術を用いて、ＳｉＣパ

ワーモジュールを作製、車載環境を想定した評価を実施し、実用化のための指針を明らかにす

る。 

 

６．成果： 

目的用途の材料として有力な候補材料を設定し、スケールアップを念頭に置いた合成方法の検

討を実施し、効率を改善し、スケールアップ合成の目途を付けた。 

また、装置メーカーと連携し、高温環境下における材料の絶縁抵抗率を測定する特注の装置を

導入し、材料の絶縁性能を使用環境に近い状況で再現性良く測定することを可能にした。動的粘

弾性測定装置や万能材料試験器等、各種試験装置の導入によって候補材料の物理的特性の把

握に関して大幅に効率化が図れた。さらに、必要となる表面分析装置、耐環境試験装置を導入し、

モジュール評価を行う協力メーカーと並行して、材料特性の評価を行える体制を整えた。 

更に、材料評価の委託先のパワーモジュールメーカーと連携し、実機を想定して開発材料を封

止材料として実装した試作パワーモジュールでの耐久性評価（耐熱性、電気絶縁性等）を実施、

その結果をフィードバックすることで問題点の抽出、材料の改良を図り、ハイブリッド自動車用ＳｉＣ



 94

パワーモジュールを実現するための耐熱絶縁封止材料に求められる材料技術に目処がついた。 

 

＜省エネ量＞ 

２０１０年１２月時点         ０ｋｌ 

２０１２年時点            ０ｋｌ 

２０３０年時点         ７４８万ｋｌ※ 

（本材料を適用したＳｉＣインバータを搭載したハイブリッド自動車による削減効果） 

※(財)新機能素子研究開発協会「次世代省エネデバイス技術調査報告書 平成 20 年 3 月」 

 

７．成果の革新性： 

ＳｉＣパワーデバイスを用いたハイブリッド自動車用インバータは、従来のＳｉを用いたインバータ

に比較して、電力損失が１／２となるだけでなく、その大きさも１／５以下にすることが可能で、省

エネに加え、軽量化、省スペース化を実現する革新的な技術となる。これを可能とするためには、

Ｓｉパワーデバイスでは従来 150℃前後であったデバイス周辺温度が、ＳｉＣパワーデバイスでは

200℃以上に上昇するため、コンパクトで高温に耐えられるパッケージング技術が不可欠であり、

技術開発課題であるハイブリッド自動車用ＳｉＣインバータ実用化技術の開発には、耐熱絶縁材料

の開発と、高温下での材料の絶縁特性を評価する装置の導入が必要であった。 
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「研究開発概要４１」 

 

１．研究開発の名称：省エネルギー型有機素子材料創成技術の開発 

（うち ナノインプリント法を用いたパターニング技術の開発） 

 

２．実施者名：昭和電工株式会社 

 

３．補助期間：平成１９年度～平成２０年度 

 

４．事業目的： 

半導体、ハードディスクの高精細なパターニンングをＥＵＶＬ（極端紫外線露光）技術を使用した

リソグラフィ法ではなく、製造時のエネルギー消費や設備投資負担が少なく、多品種少量生産に

向いているナノインプリント法に転換することで、従来のリソグラフィ法よりも工程を短縮し、その技

術を用いて省エネルギー型の電子機器の生産を可能とすることを通じて、来るべきユビキタス社

会・高度通信社会におけるエネルギー消費量を大幅に削減することである。 

 

５．事業概要： 

近年、地球環境問題に関する意識が国際的に高まっており、我が国においても地球温暖化問

題への早急な対応が求められている。とりわけ温暖化ガスの発生量の多い主要な分野において

は、抜本的なエネルギー消費の削減を進める必要が生じている。 

こうした中で半導体産業を含めた電子機器関連産業は、科学技術の進展に大きく貢献し、ユビ

キタス社会の実現も視野に入りつつあるが、一方で製造工程において高真空プロセスや、微細化

のための工程が長いリソグラフィ技術などにより大量のエネルギーを消費しているという現実も抱

えている。また、パソコンやサーバーなどに代表されるコンピュータ機器や携帯電話などの情報端

末機器内の電子部品においては、信号処理の高周波数化に伴うノイズの増大、超微細配線化に

よるリーク電流、発熱、信号遅延の問題など、現行の電気配線技術では解決出来ない限界に近

づきつつあり、高性能化と調和した消費電力低減技術の実現は喫緊の課題である。 

そこで本研究開発では、半導体、ハードディスクの高精細なパターニンングをＥＵＶＬ（極端紫外

線露光）技術を使用したリソグラフィ法ではなく、製造時のエネルギー消費や設備投資負担が少

なく、多品種少量生産に向いているナノインプリント法に転換することで、従来のリソグラフィ法より

も工程を短縮し、その技術を用いて省エネルギー型の電子機器の生産を可能とすることを通じて、

来るべきユビキタス社会・高度通信社会におけるエネルギー消費量を大幅に削減することを目的

とした。 

従来のナノインプリント法の設備投資が EUV 露光方式に比較して非常に安価という特徴を活か

したまま、パターン化にかかるコストを低減する基盤技術として、イオン注入法によるパターニング

技術を提案、開発し、その手法により変形などを起こさない新規レジストをポリシスセスキオキサ
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ンと重金属のアルコキサイドとの交換反応を利用し開発することを検討した。 

 

６．成果： 

本研究の成果により、UVナノインプリント用樹脂としてシルセスキオキサン骨格機能性樹脂の

開発及び１５nm溝幅ナノパターン成形に成功した。また、UVナノインプリント法にて、ナノパターン

をハードディスク媒体表面に形成し、その後本研究成果によるイオン照射法にてハードディスク媒

体に１５nm溝幅の磁気的パターンを形成し、磁気ヘッド再生試験およびMFMにて確認された。 

ハードディスクでの生産を念頭に両面同時にパターン形成できるソフトナノインプリント装置、イ

オン照射装置を導入、開発した。 

また、微細パターンが形成されたハードディスクをそのパターンに追従させながら記録再生（ＲＷ）

評価できる新規評価装置を開発した。 

今後 ハードディスク媒体への生産適用をめざし、今回開発された両面UVナノインプリント、イ

オン照射法の両面同時加工の確立、およびその量産検査手法として、微細パターン追従型RWテ

スターによりその効果を精査検証していく。 

 

＜省エネ量＞ 

２０１０年１２月時点         ０万ｋｌ 

２０１２年時点            ０万ｋｌ 

２０３０年時点          ６２０万ｋｌ 

 

７．成果の革新性： 

ナノインプリント加工技術、イオン照射技術を用いて、15nm 線幅の加工に成功した事例は世界

になく HDD での試験での記録密度向上を確認した例もない。 
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「研究開発概要４２」 

 

１．研究開発の名称： 高感度二酸化炭素濃度測定器の開発 

 

２．実施者名： フィガロ技研株式会社 

 

３．補助期間： 平成１６年度～１７年度 

 

４．事業目的： 

  自動車用に適応可能な高感度な二酸化炭素センサを開発し、商品化に向けた測定器に仕上

げることを目的とした 

 

５．事業概要： 

自動車キャビン内の空気質を 適に保ちつつ効率の良いエアコンの運転を実現するこ 

 とで、燃費を向上させて省エネルギーが可能となる。その自動制御に必要となる高感度 

 な二酸化炭素濃度測定器を新規に開発しようとするものである。 

 

６．成果： 

① 固体電解質の製造条件の 適化と対極材料の新規探索の結果、結露環境は目標条件で、

高湿度環境放置試験は目標環境よりも実使用で求められる更に苛酷な環境でセンサ出力安

定状態における目標の出力変化量 100mV 以下を達成した。また、実使用上必要とされる通

電直後の出力の安定性の面においても、高湿度・結露環境両方において目標の出力変化量

100ｍV 以下を達成している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 機械的強度については目標とした JIS よりも厳しい条件で振動試験を実施し、試験サンプル

は実仕様環境に近い状態であるユニット搭載品を用いた。結果として、断線等の致命的な不

具合は発生せず、更に試験前後でのセンサ出力・感度共に変化せずに良好な特性を示して
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目標を達成した。 

③ 新規白金系材料を用いてヒーターを試作した結果、作動温度加熱時における消費電力は

0.45W となり目標値の 0.6W を大きく下回って目標を達成した。その際に、作動電圧を従来より

も高い 7.5V にすることで、ユニット全体としての消費電力低減も実現している。 

          

 

＜省エネ量＞ 

２０１０年１２月時点          ｋｌ 

２０１２年時点             ｋｌ 

２０３０年時点           4.5 万ｋｌ（ガソリン減少量） 

 

７．成果の革新性： 

 同様の CO2 センサは光学式で開発が行われているが、高価で装置が大型であるために高

級乗用車以外への応用が難しいと判断される。本事業の成果により、自動車全般への搭載の道

を開いたと言える 
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「研究開発概要４３」 

 

１．研究開発の名称：新規光電変換材料技術の開発（うち 有機太陽電池の開発） 

 

２．実施者名：出光興産株式会社 

 

３．補助期間：平成１９年度～平成２１年度 

 

４．事業目的： 

世界的に地球温暖化防止が急務になり省エネの必要性が高まっている。このような現状を踏ま

え、省エネルギー化技術の一つとして、無制限かつ無料の供給源である太陽光を利用した電気

供給技術を下記の点から貢献できる要素技術を開発する。 

①高効率有機太陽電池用材料の開発 

②有機太陽電池素子及びその作製法の開発 

 

５．事業概要： 

太陽電池生産量は１９９７年頃から急速に増加しており、今後も成長が見込まれている。しかし、

シリコンは、他のデバイス用途との関係で、市場拡大により原料不足が生じる懸念がある。一方、

経済産業省資料「戦略技術マップ２００６」では、将来社会のイメージに「太陽光発電カバン」等の

モバイル機器への展開が予想されている。 

有機太陽電池は、今後市場形成されるであろう新規太陽電池技術の一つとして期待されている。

予想される用途展開は、想定仕様を考慮すると民生屋内用途またはモバイル用途から市場参入

し、その後、性能向上により、屋外用途または大型据置用途への展開と予想されている。 

初期の屋外用途展開において、無機系パネルとのハイブリッドシステムも期待できる。これは、

有機太陽電池は特性の温度依存性が小さく、また、低照射量時の発電効率が高いなどの優位性

から期待できる。更に、これら特性を維持しながら、高効率化を実現することで、無機系対比で年

間発電量の増大が期待できる。この点から、パネルの製造面積の削減が期待でき、省エネルギ

ー化に貢献できる。 

そこで、有機太陽電池の高効率化を実現できる有機材料及び素子製造技術を開発する。 

 

６．成果： 

（1）有機太陽電池における新規基本材料の開発 

①本事業期間中、２０0 化合物以上を合成検討し、有機薄膜型太陽電池の p 層またはバッファ

層としての可能性を検討した。 

②新規 p 層材料骨格の 適化を検討した。その結果、基本 pn 型素子で変換効率２．０％を得た。

また、新規バッファ材料の検討行い、変換効率１．８％を得る新規骨格構造を見出した。 
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（2） 新規高性能有機材料を用いての素子構成検討 

① 開発した材料を用いて有機薄膜太陽電池素子構成の 適化を検討し、変換効率５．３％

を達成した。 

② 蒸着装置での素子作製工程において、系内の雰囲気を制御することで、安定した性能が

出ることがわかった。 

③ タンデム素子構成の検討を実施し、Ｖｏｃが２倍になることを確認した。光学膜厚や電流整

合性を考慮した素子構造の設計が課題であることがわかった。 

④ 塗布型のバルクヘテロ型有機太陽電池の作製法で、同バルクヘテロ層及び上部バッファ

層（塗布型 TiOx 層）の塗布工程を検討し、変換効率３．３％を得た。 

⑤蒸着型素子の暴露耐久性（１Ｓｕｎ）評価で、１００時間駆動後、相対変換効率で初期性能か

ら約１２％低下した。 

 

＜省エネ量＞ 

２０１０年１２月時点          ｋｌ 

２０１２年時点             ｋｌ 

２０３０年時点         約５０万ｋｌ 

 

７．成果の革新性： 

シリコンや無機半導体等の従来の無機系太陽電池材料製造は精製等高純度化工程において

数百℃から１０００℃以上の高温工程を必要とする。一方、有機材料製造工程は数百度以下の工

程であり、省エネルギー効果がある。また、太陽電池製造装置も無機系製造装置より簡易構造で

省エネ、低コスト化が図れる。 

更に、有機薄膜太陽電池分野にて、従来より高効率を得ることができる新規有機材料及び作製

ノウハウを見出した。 
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「研究開発概要４４」 

 

１．研究開発の名称： 

省エネルギー型化学技術創成研究開発 

（うち 太陽電池原料用シリコンの新規製造技術の開発） 

 

２．実施者名：住友化学株式会社 

 

３．補助期間：平成１９年度～平成２０年度 

 

４．事業目的： 

太陽電池専用グレードとして品質設計された安価高品質なシリコンを供給するプロセスを、

SiCl4 の Al 還元反応を利用した省エネルギー低コスト反応プロセスと、この新規シリコンの特徴を

生かした組織、構造を実現するインゴット製造技術により開発する。具体的には、シリコン製造時

のエネルギーとして、従来 Siemens 法に比較して５０％以下、インゴット価格として 8000 円/kg 以

下を達成できるプロセスの開発を目標とする。 

 

５．事業概要： 

SiCl4 を Al で還元してシリコンを合成するプロセスの開発を行った。具体的には、１ｋｇスケール

の噴霧還元反応プロトタイプ／ベンチ設備を設計、製作、導入し、各工程（還元反応、微粒化技術、

精製、凝固技術）、安全性、材質について Si の品質、コストを勘案して将来の製造プロセスを視野

に入れた基礎検討を行った。 

 

６．成果： 

SiCl4 を Al で還元するプロセスを提案し、検討を行った。原料 Al は住友化学製中品位偏析品が

適当と結論。還元工程は、まだ改善の余地があるが、当初目標の反応率９０％以上を達成。精製

工程（モデル実験）は、Al5-10％含有 Si を酸洗とガス吹き込み法、方向凝固法を組み合わせるこ

とにより、Al その他元素を 0.1ppm レベルに低減できるプロセスを見出した。Al 添加 Si インゴットを

作成、更にセルを作成し、標準品と同等の 6％の変換効率を得た。材料は低温域ではステンレス、

中温域では Ni 系合金が使用可能だが、高温（700℃以上）では金属材料は耐食性に難、セラミッ

クは高温耐食性あるが配管接続の問題があり、検討中である。これら装置の設計、製作のために

材質検討、シミュレーションなどを行った。 

 

＜省エネ量＞ 

２０１０年１２月時点          ０ｋｌ 

２０１２年時点             ０ｋｌ 
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２０３０年時点       ２３４，６００ｋｌ（事業化５年目と仮定） 

 

７．成果の革新性： 

将来の太陽電池普及に必須な安価かつ省エネルギーなシリコンを供給する製造プロセスとして、

充分可能性の高いプロセスであることが大型の装置で実証されたことは革新的な成果である。ま

た、本プロセスは金属塩化物を Al などの還元性金属で還元することにより Nb, Ta, W, Ti などの金

属を製造するプロセスにも応用できる可能性がある。 
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省エネルギー型化学技術創成研究開発補助事業【事後評価】 

に関するアンケート調査結果 

 
 
注）中間評価でのアンケート（平成２０年１２月）時に終了していたテーマについては、

その後の状況調査（開発成果、波及効果、事業化の進展、省エネ成果等）の質問のみ回答

をいただいた。以下に、該当する質問番号である。 

 

問５－３ 

問５－５ 

問６から問１１ 
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１．制度の目的及び政策的位置付けについて 
 
（１）本制度の目的 
  各種化学製品の製造及び使用に係るエネルギー消費量の削減を目指した研究開発を促

進することにより、我が国のエネルギーの使用の合理化に寄与すること。 
 
（２）本制度の目標 

化学分野の生産プロセスや、製品等に関する環境に配慮した省エネルギー技術の革新

に向けて、国内・国際市場の創出・拡大も見据えつつ、将来の発展が有望な技術に関す

る研究開発を行うことにより、化学産業のみならず、我が国の省エネルギー対策に一層

寄与する。 
 事業全体の省エネ効果としては、２０３０年において、化学分野の生産プロセスの省

エネ技術、及び省エネ用部材・製品開発それぞれについて、１００万ｋＬ／年、及び 
４００万ｋＬ／年以上の削減を目指す。 
 
これらを踏まえて、以下の質問にお答えいただければ幸いです。 
 

問１ 本制度の必要性 
貴社の研究開発を取り巻く情勢を踏まえ、貴社が本制度を必要とされる理由について、

当てはまるものに○を付けてください。（複数回答可） 
 
（ ）①社内において全般的に研究開発資金が不足しているため。 
（ ）②社内の当該分野において研究開発資金が不足しているため。 
（ ）③技術的困難性が高いなどリスクのある研究開発には、外部の競争的資金等が 

必要なため。 
（ ）④その他（以下に具体的にご記入ください。） 
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問1　本制度の必要性

3

16

8

4

0 5 10 15 20

④

③

②

①

 

【その他の内容】 
・ 技術的にも資金的にもリスクが高いが、技術確立のあかつきに多方面へ波及効果の

大きい技術開発テーマについては、1 社単独で開発継続する意義を社内的に説得する

のが困難であることが少なくない。同様の志を持つ複数の会社、団体でコンソーシアム

等を結成して事に当たることが出来れば幸いなのだが、常時競争もしくは競合関係に

ある業界内で同志を募ることは簡単ではない。それ故、止むを得ず 1 社単独で技術開

発を行う際に、その技術開発の意義や波及効果について第 3 者の視点から認めて頂

けるのは、単なる資金的な扶助効果に留まらない大きな意義があると考えている。 

・ 革新的な事業を早期に進めるに当り、リスク回避及び短期的な投資を同時に行う必要

性があったため 
・ 当該国内産業の長期的成長には必要であるが当社の短期的な収益にはつながらない

研究開発であり、社内のリソースを長期に配分することが困難。 
 

問２－１ 本制度が無かったと仮定した場合の想定（１） 
もし仮に本制度が無かったと仮定した場合、貴社が本制度において実施した研究開発を

どのように進めておられましたか。以下より１つ選んで○を付けてください。 
 
（ ）①自己資金で研究開発を行っていた。 → 問２－２へ 
（ ）②研究開発を断念していた。 

 
 問2-1　本制度が無かったと仮定した場合の想定(1)

18 1

0% 20% 40% 60% 80% 100%

① ②
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問２－２ 本制度が無かったと仮定した場合の想定（２） 
上記問２－１で、①と回答された場合、以下より一つ当てはまるものに○をつけてくださ

い。 
 
（ ）①想定どおり、順調に研究開発が行われた。 
（ ）②研究開発に何らかの支障が生じた。 

 
 問2-2　本制度が無かったと仮定した場合の想定(2)

0 18

0% 20% 40% 60% 80% 100%

① ②

 
 
上で、②と回答された場合、以下より当てはまるものに○をつけてください。（複数回答可） 
（ ）①研究開発期間が延びる可能性があった。 
（ ）②目的や目標の達成ができない可能性があった。 
（ ）③研究開発資金が不足し、研究開発が中断する可能性があった。 
（ ）④その他（以下に具体的にご記入ください。） 

 

 
問2-2　本制度が無かったと仮定した場合の想定(2)

2

9

11

14

0 5 10 15

④

③

②

①

 

【その他の内容】 
・ 電子デバイス分野等での省エネルギーに大きく貢献し得る有望技術として光回路技術

は各方面から期待を寄せられていることは確かであり、どのような状況になろうと開発

中断の判断を下すことは却って困難であろうが、しかし本制度が無かった場合には、例

えば短期的な資金不足により、設定した開発目標を所定期限内に達成出来ず、その
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結果、開発計画の先細りもしくは開発目標の変更、さらには開発リソースを縮減した上

での開発期間延長等の状況に追い込まれていた可能性は大いに有り得る。 

・ 本制度がなければ、自己資金だけでは各種評価機器の整備不足が想定され、また材

料評価の委託先の選定が困難となる可能性があった。 
 
問３ 本制度の政策的位置付け 
国が行うものとしてふさわしい制度とお考えですか。以下より１つ選んで○を付けてく

ださい。 
 
（ ）①ふさわしい制度だと思う。 
（ ）②ふさわしい制度だとは思わない。 

 
①～②と回答された理由を以下にご記入ください。 

 
 問3　本制度の政策的位置付け

19 0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

① ②

 
【①と回答した理由】 
・ 燃料電池の開発・実用化は、環境・エネルギー問題の抜本的対策として、国

の政策としての全面的なバックアップ下で推進することが必要である。 

・ 将来の省エネルギー技術に対して民間の研究開発を支援し、実用化を促進

することは国策として理にかなっていると考えられる。 
・ 省エネという長期的政策が必要な分野における制度であり、また、新技術を

育成するものであるので、国策として相応しい制度と考えます。 
・ 省エネルギー化技術は国としても必要な技術であるが、技術的ハードルが高

く、企業にとっては開発リスクが高いため。 
・ 新規材料開発は製造装置、評価装置自体の開発と密接に関連している。そ

れらの装置開発には多額の資金が必要であり、技術的難度も高くリスクが伴

うため国が行うものとしてふさわしい制度と思う。 
・ 社内的にも、担当開発者も国からの支援（補助）を受けられることで、モチベ

ージョンも上がり、開発の加速が得られる。 
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・ リスクの高いが成功した場合には大きな効果が期待できる研究に、国が資金

を提供することは、将来の産業全体を発展させる上で有意義な制度と考えま

す。 
・ 他分野への波及効果がある有望な技術で、且つ国家のエネルギー政策に合

致する内容のものであれば、その技術開発の営みを「死の谷」に追い込まず

救い出す為に、国がある程度関与することは好ましいことであると考えてい

る。 
・ 今後も世界的な資源・エネルギーの需要・消費増大が予想されるため、革新

的な省エネ技術の開発は日本企業の競争力を維持するために必要不可欠で

あり、国が政策的に支援することは日本の製造業の将来にとって重要であ

る。 
・ 将来、世界的な資源・エネルギーの需要・消費増大が予想され、革新的な省

エネルギー技術の開発は日本企業の競争力を維持するために必須であり、

国が政策的に関与 

することは日本の製造業にとっては重要であるから。 
・ 革新的な事業を早期に進めるに当り、リスク回避及び短期的な投資を同時に

行うことが可能であったため。 
・ 短期的な成果が得られる研究対象に資源を集中しがちな企業の現状におい

て、長期的視野に基づき実施すべき技術開発を補助することは重要と考えら

れる。 
・ 企業独自の自己資金だけでは、コスト面で将来の技術開発への重点推進が

難しいケースもある。国の政策として重点化すべきテーマについて資本を投

入し、社会的な貢献が期待される技術の創生を図るために、たいへん有意義

な制度であると思う。 
・ 単独企業の収益に直ちにつながらないため、企業にインセンティブが働きにく

い。 
・ リスクを負いながら相応のリソースを未知分野の研究開発に投入するには、

企業単独では難しい場合があり、断念や遅れが往々にして生じる。国の課題

に本当に合致するものであれば、このような制度は非常に相応しいものと考

える。 
・ 二酸化炭素排出量削減への取り組みが企業社会的責任（CSR）となる状況下

であるが、エネルギー消費量削減の視野にたった開発は企業単独では負担

が大きく、当補助制度はふさわしい制度であると考えられる。 
・ 技術的困難な内容で、かつ新規性が強いものには企業のみで実施するには

リスクが大きすぎる。また、アメリカ、その他アジアの資金力に勝てない。 

・ 将来の発展が有望な技術開発は、多額の開発資金が必要であるが、その回
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収には長期間を要するため、開発資金の公的援助は非常に有効である。 

 
２．事業の成果及び目標の達成度について 
 
 
 

 
以上を踏まえて、以下の質問にお答えいただければ幸いです。 

 
問４ 事業の概要 
本制度において貴社が担当された研究開発事業（以下、ご担当事業）の概要を、別紙「研

究開発概要」の“５．事業概要“にご記入下さい。 
 
問５－１ 成果の概要 
ご担当事業の終了時点での成果（技術的成果、試作品・プロトタイプの作製、実証装置

の開発・作製・運転等）の概要を、別紙「研究開発概要」の“６．成果”にご記入くださ

い。 
 

問５－２ 事業の目標達成度（１）（自己評価） 
ご担当事業を実施された結果、当初設定された目標はどの程度達成されましたか。以下

より１つ選んで○を付けてください。 
 
（ ）①設定された目標を大きく上回った。 
（ ）②設定された目標が達成された。 
（ ）③設定された目標が概ね達成された。 
（例えば、４つの目標のうち１つの目標が未達成といった場合に選択してください。） 

（ ）④設定された目標が達成されなかった。 
 
①～④のいずれの場合も、ご担当事業の目標を記載の上、具体的な達成状況をご記入く

ださい。 
ご担当事業の目標： 
 
 
具体的な達成状況： 
 
 

ここでの「成果」はご担当事業の終了時点での「成果」であり、「目標の達成度」はご担

当事業の終了年度以降における「達成度」とします。 
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問5-2　事業の目標達成度(1)（自己評価）

1 10 8 0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

① ② ③ ④

 
 
【①と回答】 

目標 状況 

①電界効果トランジスタ素子におけ

る基本技術の開発 

②ｎ型有機半導体材料の開発 

①低エネルギーな素子作製法である塗布法を検討しプ

ロセス因子を抽出した。 

②省エネルギー素子の材料に必須な高移動度構造とｎ

型分子設計指針を得た。 

*）本事業により予想を超える高移動度構造を見出し

た。 

【②と回答】 
目標 状況 

高温発電可能な耐久性を備えた、プロトン伝

導度の高い炭化水素系高分子電解質膜を開

発する。それによって車載用燃料電池、定置

用燃料電池の省エネ効果を拡大する。１）車

載用高性能膜；高駆動効率かつ高耐久性の

実用的な低燃費の燃料電池車を達成する。

具体的には実用特性を鑑み、車両効率＞

60％、（出力密度＞20％up）かつ使用温度範

囲-30～110℃、耐久性時間＞3000hrs を目標

とする。２）定置用高温発電；発電条件の高温

度化によって燃料電池の年間稼働率を向上

させる（高温の排熱は夏場の冷房への利用

が可能となる）。具体的には動作温度の高温

化 95～110℃の達成を目標とする。３）製膜量

産化設備を導入し、製膜プロセス技術を確立

当社開発のスルホン酸構造／非スルホン酸

構造からなる芳香族ブロック共重合体をベー

スとして、１）各種有機系添加剤、無機系添加

剤との複合化を検討した。特定の無機系添加

剤との複合化膜を用いて、110℃70％RH にお

ける連続発電耐久試験を実施し、3000hrs の

耐久性を実証した。２）金属系化合物との複合

化を検討し、特定の化合物との複合化によっ

て、110℃70％RH での出力が約 20％向上し

た。３）製膜パイロットプラントの設計、導入を

行い、品質的に問題のない電解質膜を再現性

よく製造できるプロセス技術を確立した。 
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する。 

①１０１４台～１０２０台（／ｃｍ３）の範囲でキャリ

ア密度を制御できるキャリア制御技術を確立

する。 

②キャリア密度１０２０台（／ｃｍ３）以上の非イ

ンジウム透明導電材料を開発する。 

組成設計およびキャリア密度１０１４～１０２０台

の制御の開発指針が得られた。不純物を含ま

ない薄膜を作製することにより非インジウム透

明導電材料で１０２０／ｃｍ３台が開発できた。 

省エネルギー効果が大きく、かつ環境適応性

も高く、コスト、生産性で優位な「高性能塗布

型有機ＥＬ照明（白色）デバイス」を開発する

ために重要な基盤プロセス技術の確立であ

る。 

H19 年度に積層塗布装置、H20 年度に R2R

（ロール to ロール）試作に必要な装置を導入

し、塗布型による白色発光試作が可能となっ

たことから、蛍光材料、蒸着、ガラスといった、

これまでのシステムから、燐光材料、塗布、フ

レキシブル基板といった、難易度が高いプロ

セスでの可能性が出てきたことにより、省エネ

ルギー、コスト優位へ前進した。 

①光電気気複合基板加工プロセス要素技術

の開発 

②実用性のある光電気複合基板試作品の具

現化 

③高周波信号伝送性やデバイス信頼性等の

実用性能評価技術の確立 

① 光電気複合基板加工プロセス要素技術の

開発 

導波路フィルム製造工程の自動化を検討し、

自動塗工技術の確立及びプロセス管理ノウハ

ウ構築により、塗工面積の拡大を含めた量産

性改良を達成し、併せて品質管理手法を構築

した。 

② 実用性のある光電気複合基板試作品の

具現化 

多種多様な層構成に対して高精度積層が可

能な具体的工法について検討し、 適機器導

入を含めた精密積層工法及びプロセス条件を

確立した。この結果、用途に応じた多様な仕

様（層構成、形状、サイズ、積層精度、等）へ

の対応も可能となった。 

③ 高周波信号伝送性やデバイス信頼性等の

実用性能評価技術の確立 

高速伝送評価用の受発光デバイス及び信号

伝送評価機器を導入し、実デバイス性能との

乖離が無い光学測定データ取得が可能となっ

た。さらにこれを用いて、開発した導波路によ

る 10Gbps 高速伝送通信可能であることが実
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証出来た。 

・バイオ医薬精製用クロマト分離剤の開発 

 ①抗体捕捉リガンドヒト Fc 受容体（以下、

FcR）の分子創製 

 ②FcR 固定化分離剤の作製  

 ③FcR プロセス技術の開発 

①ヒトタンパク質 FcR の人工作製法を構築し

要求特性を備えた分子を創製 

②FcR 固定化分離剤を作製し、クロマト機能を

実証 

③大型培養設備、精製設備によるプロセス技

術を開発 

パワーモジュールのＳｉＣ化に対応できる耐熱

絶縁材料と評価技術とを開発し、開発した材

料・技術を用いてハイブリッド自動車用パワー

モジュールの作製、評価を実施し、実用化の

ための指針を明らかにする。 

材料の分子設計、合成方法の見直し等、種々

の改善検討により、目標としていた耐熱性（高

温保存：220℃×1000 時間, 冷熱サイクル：

-40℃～220℃×1000Cycle）を達成できる有

力な候補材料を見いだした。また、高温絶縁

性評価装置をはじめとする各種の評価機器を

導入し、ＳｉＣモジュール化へ必要な物性を効

率良く評価できる体制を整えた。更に、材料評

価の委託先のパワーモジュールメーカーと連

携し、実機を想定して開発材料を封止材料と

して実装した試作パワーモジュールでの耐久

性評価（耐熱性、電気絶縁性等）を実施、その

結果をフィードバックすることで問題点の抽

出、材料の改良を図り、ハイブリッド自動車用

ＳｉＣパワーモジュールを実現するための耐熱

絶縁封止材料に求められる材料技術に目処

がついた。 

ＣＦＲＰの軽量構造設計に必要な長期劣化知

見・モデルを得る。 

設計上クリティカルな項目について、具体的な

長期劣化データを得て、疲労破壊進展モデル

を創出した。 

UD プリプレグ基本設計、成形技術と量産技

術の確立。 

UD プリプレグの基本組成と諸物性、成形条件

等の関係も把握できた。さらに UD プリプレグ

の量産技術として、炭素繊維の開繊技術、連

続生産技術を確立できた。 

以下の性能を有するＳｒＣａＯ焼結体を開発す

る。 

①ＰＤＰ―ＴＶ用保護膜作製プロセスである電

子ビーム蒸着プロセスにて耐用可能 

な相対密度が９０％以上のＳｒＣａＯ焼結体を

製造プロセスの検討により、相対密度が９４％

以上のＳｒＣａＯ焼結体が試製設備で安定して

調製可能であることを確認した。また、これら

調製したＳｒＣａＯ焼結体を用いたＳｒＣａＯ蒸着

膜の放電開始電圧評価値は技法の高度化に
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開発する。 

②ＳｒＣａＯ電子ビーム蒸着薄膜に適した特性

評価技術を確立する。 

③保護膜電気特性を向上することが可能なＳ

ｒ、Ｃａ以外のドープ元素の把握と好適 

組成品の開発を行う。 

④早期にメーカー実ライン投入が可能な保護

膜用材料製造プロセスの開発を行う。 

より大幅に低減し、ＭｇＯ蒸着膜と同等まで放

電開始電圧値が低下した。一方、大手ＰＤＰ装

置メーカーの評価でＭｇＯより放電開始電圧

が低下し、当社材料の優位性の確認がなさ

れ、且つ、適正な使用方法について把握し

た。また、高機能化を目指したドープ元素の把

握については、当社放電特性評価で 適な元

素とドープ量を見出した。 

【③と回答】 
目標 状況 

① 有機太陽電池における基本材料の開発（材

料探索） 

光電変換特性、特に太陽電池特性に優れた p 型

有効骨格探索を継続する。更に、有効骨格の絞

り込みを行ない、p 型有効有機材料を開発する。

また、素子構成での材料組合せのため、n 型有

効材料の探索を並行して実施する。 

② セル構成及び作製工程の開発（素子評価・

素子構成検討） 

上記検討項目①から得た独自材料を用いた素

子作製の基本技術確立の検討及び 適化検討

を実施する。 

①有機太陽電池における新規基本材料の

開発 

本事業期間中、２００化合物以上を合成検

討し、有機薄膜型太陽電池のp層またはバ

ッファ層としての可能性を検討した。 

②新規高性能有機材料を用いての素子構

成検討 

新規成膜装置を導入し、高性能素子の作

製工程を検討した。 

以上の①②の 適化により、変換効率５．

３％を達成した。 

フッ化物単結晶材料の探索研究を行い、新規の

放射線検出器用シンチレーター材料レーザー結

晶、発光材料等を開発する。 

フッ化物単結晶材料の迅速スクリーニング

体制を構築することができた。その結果、X

線/γ線用シンチレーター、真空紫外発光

材料として可能性のある Nd:LuLiF4 等、中

性子用シンチレーターとして可能性のある

Ce:LiCaAl6及びEu:LiCaAl6等のフッ化物単

結晶材料を見出した。 

太陽電池専用グレードとして品質設計された安

価高品質なシリコンを供給するプロセスを、SiCl4

の Al 還元反応を利用した省エネルギー低コスト

反応プロセスと、この新規シリコンの特徴を生か

した組織、構造を実現するインゴット製造技術に

より開発することを目的とする。 

上記目標達成の目安となる、還元工程で

の反応率９０％以上、および１０％Al 含有

Si の精製工程の目途を得た。また実際の

生産設備を設計するにあたって、装置材質

等、求められる仕様を明らかにすることが

できた。 

スパッタリングターゲット材料であるＩＴＯ（酸化イ 量産用の大型マイクロ波焼成炉を設計・導
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ンジウム・酸化スズ複合酸化物）、ＺＡＯ（酸化亜

鉛・酸化アルミニウム複合酸化物）を対象に従来

技術に比べ、消費電力の削減効果が見込まれ

るマイクロ波加熱技術により高密度でかつ微細

結晶組織からなる大型サイズのターゲット材料

の製造技術を開発する。本製造方法によりスパ

ッタリングターゲット製造時の省エネ化および、ユ

ーザーの薄膜形成プロセスの歩留り向上による

省エネ化に寄与する。 

入し、量産実機サイズの微細結晶組織か

らなる高品質なスパッタリングターゲットの

作製に成功した。また、マイクロ波焼成によ

り、スパッタリングターゲット焼成工程の消

費電力量を７５％削減することに成功した。

今後、ユーザー実機にて、性能評価を実施

する予定。 

省エネ効率３０％ 達成 1.9ＧＨz において 10％、2.5ＧＨz において

26％、5.5ＧＨz において 48％、10ＧＨz にお

いて 43％を達成した。 

次世代ディーゼル用 PM 等酸化技術に関して、

高効率な PM 等の削減が可能な金属間化合物

触媒による Pt 低減、低温燃焼を可能とする非白

金触媒、電気化学的な新規 PM 等酸化プロセス

など基盤的な研究段階の技術を開発フェーズに

移行させることを目的とする。また、ディーゼル排

ガスのＮＯｘ浄化触媒の開発を行い、ＰＭ用フィ

ルターとの一体化が可能であるかどうかを検証

する。 

PM 酸化触媒開発に関しては、低温燃焼非

白金触媒について現在市販されている触

媒を上回る触媒を開発することができ、触

媒を担持したフィルター上での性能を確認

できたことから、本方式選択し開発を継続

することとした。 

 PM を酸化するフィルターに担持可能な窒

素酸化物浄化用触媒の開発としては、PM

用フィルター上で十分に耐久性を有する触

媒の開発に成功し、実用化に向けて検討を

行うこととなった。 

（ａ）反応成績・生産性向上  

TPA 反応収率 92%、反応液中における原料パラ

キシレン（PX）濃度 5%の達成。反応機構・触媒機

能、流動や混合条件の影響等の解明。  

（ｂ）材質の探索  

TPA 製造プロセスの酸化反応場条件において、

各種金属材料の腐食速度等の評価を実施する。

（ｃ）品質  

超（亜）臨界水法により生成した TPA の品質評

価。 

（ａ）反応成績・生産性向上  

反応液中における原料パラキシレン（PX）

濃度 5%を達成。ただし反応収率は 70%で目

標には到達しなかった。反応機構・触媒機

能、流動や混合条件の影響等を検討し、反

応収率向上のための方策の目処を付け

た。 

（ｂ）材質の探索  

TPA 製造プロセスの酸化反応場条件にお

いて、各種金属材料の腐食速度等の評価

を実施し、比較的好適な材料を見出した。 

（ｃ）品質  

超（亜）臨界水法により生成した TPA の品
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質評価を実施した。 

本検討の技術的達成は、UV ナノインプリント技術とイオン照射技術による微細パターン形成技

術確立であります。この成果が生産技術に適用されれば、以下の成果が見込めます。下記が

その当初の目標と達成状況です。 

・ ナノインプリント技術で微細パターン化が可能になると、ハードディスク、半導体製造に膨大

な設備投資が不要となり、国内の電子産業へ大きく貢献できる基盤技術を提供できる。 

・ パターン化されたイオン注入（照射）技術を確立できれば、ハードディスク、半導体製造技術

に大幅な革新的基盤技術をもたらし、クリーン化、省エネルギー化が実現できる。 

・ ナノインプリント技術はハードディスク、半導体だけでなく、LED の製造技術やバイオ診断技

術への応用も可能であり、幅広い産業界へ波及出来る基盤技術である。 

・ ここで開発するイオン注入レジストを高性能層間絶縁膜へ応用できれば、半導体の高速

化、信頼性の向上にも寄与できる。 

① 重量エネルギー密度 ３０Ｗｈ/ｋｇの達成 

② 使用温度範囲；－３０～７０℃ の達成 

③ 耐久時間；１０年以上の信頼性確保 

が目標となる。更に平成 20 年度に選定した捲回

型セルの製造装置を用いて 

④ 捲回型セルの試作プロセスを確立するととも

に、捲回型セルでの高エネルギー密度化の達成

⑤  捲回型セルでのモジュール化基礎技術の

達成 

① 重量エネルギー密度； ３２Ｗｈ/kg を達

成（従来 １４Ｗｈ/kg） 

②  使 用 温 度 範 囲 ； 70 ℃ 使 用 ； 70 ℃ ×

2000hr フロート試験で容量維持 85％以上

確認 

  －30℃使用；高エネルギー密度タイプで

は－30℃での抵抗増加大で未達成であっ

たが、捲回型セルでは－30℃作動を確認

できた。 

③ 耐久時間：上記 70℃×2000hr で 85％

以上の容量維持率は室温(30℃)で 10 年以

上に対応することは、従来セル（１４Ｗｈ／ｋ

ｇ）では求められており、今回同条件(70℃ﾌ

ﾛｰﾄ)で、高エネルギー密度セルは従来セ

ル以上の容量維持率を示したことから、達

成できたものと判断している。 

④ 捲回型セルの試作プロセス、高エネル

ギー密度化：アルミ外装缶の採用、正負極

端子の同一端面設置等の要素技術を採用

し、捲回型セルの作製技術の開発に成功

した。得られたエネルギー密度は 11Wh/kg

のものが得られた。更に正極用集電体、負

極材の改良を行うことにより、エネルギー

密度として、15Wh/kg の円筒捲回型セルを
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得ることに成功した。このエネルギー密度

は軽量部材で構成される従来のラミネート

パッケージセルの標準タイプのエネルギー

密度（１４Ｗｈ/kg）を越えるものである。 

⑤ 捲回型セルのモジュール化基礎技術：

捲回型セルの形状を正負極端子の同一端

面設置型として、モジュール化に適した構

造のセルの開発に成功した。モジュールに

ついては、ラミネートセルを用いた、12 直モ

ジュール及びその制御技術を開発し、捲回

型セルにも基本技術の適用が可能なモジ

ュール化基礎技術の確立が図れた。 

 
 
④と回答された場合、その理由・状況を以下にご記入ください。 
（例１） 
○○の理由によりエネルギー消費が２０％少ないプロセス開発という目標は達成でき

なかったものの、１５％エネルギー効率の向上が確認され、かつ、課題が抽出できたこと

で、○年程度の継続研究を行うことにより、２０％以上エネルギー向上の目標達成への見

通しがついた。 
（例２） 
○○の理由によりエネルギー消費が２０％少ないプロセス開発という目標は達成でき

なかったものの、１５％エネルギー効率の向上が確認され、かつ、プロセスの大幅なコン

パクト化や触媒の長寿命化による低コスト化という成果が得られ、商業プラントとしての

実用化の見通しが立った。 

 
【④と回答】 

該当なし 
 
問５－３ 事業の達成度（２） 【３－２ 目標達成度】 
ご担当事業の成果が事業化された場合、２０３０年までにおける年間の省エネルギー効

果（原油換算 kl）はどの程度とお考えですか。既に事業化されている場合、現在の省エネ

ルギー効果も含めてご記入ください。その算出根拠となる前提条件等も出来る限り記述し

てください。 
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なお、２０３０年の省エネ効果算出根拠及びその前提条件に関して、計算式のモデルを

以下に２ケース示します。前提条件は随時追記してください。 
＜ケース１：化学分野の生産プロセスの省エネルギー技術の場合＞ 
①該当 1 基当たりの平均設備能力 
②開発技術を導入した場合の設備１基当たりの省エネ量 
③２０３０年時点での国内設備数 
④２０３０年時点での開発技術の導入率（％） 
⑤総省エネ量（Ｊ／年） 
⑥原油換算量（ｋｌ／年） 

＜ケース２：省エネルギー部材・製品開発の場合＞ 
①省エネ製品１台当たりの開発部材使用量 
②2030 年時点での該当製品の国内市場規模（台） 
③２０３０年時点での該当製品に占める省エネ製品のシェア（％） 
④省エネルギー部材・製品側での総省エネ量（Ｊ／年）：Ａ 
⑤開発部材総量 
⑥既存部材製造時に対する開発部材製造時の消費エネルギー変化量（原単位） 
⑦製造側での消費エネルギー変化の総量（Ｊ／年）：Ｂ（増エネもある） 
⑧総省エネ量（Ａ＋Ｂ）（Ｊ／年） 
⑨原油換算量（ｋｌ／年） 

＜参考＞ 
省エネ法では、Ａ重油の発熱量は１キロリットル当たり３９．１ギガジュールです。原

油の換算係数は省エネ法施行規則第４条（換算の方法）により、“発熱量１，０００万キロ

ジュールを原油０．２５８キロリットルとして換算すること。”となっています。１，００

０万キロジュールは、１０ギガジュール（１０ＧＪ）ですから、１ＧＪ＝０．０２５８ｋ

ｌ（原油）となります。 
Ａ重油を１キロリットル使用した時の原油換算使用量＝３９．１ＧＪ／ｋｌ×１ｋｌ×０．

０２５８ｋｌ／ＧＪ=１．０１キロリットル（原油） 
２０１０年１２月時点          ｋｌ 
２０１２年時点             ｋｌ 
２０３０年時点             ｋｌ 

 
<２０３０年時点の算出根拠。前提条件等も出来る限り明確に記述してください。＞ 
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問５－４ 成果の革新性（自己評価） 
ご担当事業の実施により得られた技術的成果について、自己評価として革新性が高いと

考えられる技術的成果を、既存技術と比較しながら、別紙「研究開発概要」の“７．成果

の革新性”にご記入ください。 
 
問５－５ 想定外の技術的成果 
当初想定していた以外の分野での省エネルギーへの貢献又は省エネルギー以外の成果が

あれば、以下に具体的にご記入ください。 
（例１）省エネルギーへの貢献 
自動車の○○部材として開発を進めていたが、○○分野における○○に転用することに

よって、当該製品においてエネルギー効率（○○％）が改善し省エネルギーへの貢献がさ

らに期待できることが判明。 
（例２）省エネルギー以外に関する成果 
○○工場の○○製造反応行程における触媒及びプロセス開発を進めていたが、省エネ

効果だけでなく、廃棄物（排水）も削減できることが確認され、更に、当該触媒利用プ

ロセスは△△反応行程においても利用可能であることが確認された。これにより当該事

業所の排水処理量は○△トンの削減が期待され、同種の製造プロセスを有する企業への

波及を踏まえれば、○△○△トンへの貢献が期待される。 

 
 

 
【具体的な内容】 
・ ＩＣタグ用としてｎ型材料の開発を進めていたが、より高性能なｐ型材料を開発しフレキ

省エネ量推移

0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 35,000 40,000

2030年

2012年

2010年12月

原油削減量  （千KL/年)

化学プロセス 他産業 民生部門 その他

7

463

38,834
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シブルディスプレイ用に応用できる可能性があり、ディスプレイ分野で塗布法による低

エネルギー製造への貢献が期待できることが判明した。 

・ 省エネルギーディスプレイ用の部材として非晶質金属酸化物からなる透明導電材料の

開発を進めてきたが、この透明導電材料は太陽電池にも適用できる可能性が出てきた。

使用できる太陽電池は現在主流の結晶シリコン太陽電池ではなく、これからシェア拡

大が期待される薄膜シリコン太陽電池及び CIGS 太陽電池である。これらの薄膜型太

陽電池は材料コスト及び製造にかかるエネルギーも大幅に削減できるため、太陽電池

のエネルギーペイバックタイムが結晶シリコン型に比べて半分程度である。本事業の

成果で得られた材料をさらに改良することによって薄膜型太陽電池の低コスト化及び

性能向上に寄与することが出来ると考えられる。それによって薄膜型太陽電池の普及

促進に繋がり、省エネルギーへの貢献は当初想定していた以上になると考えられる。 
・ 炭酸エステル＆蓚酸エステル製造プロセス開発で新たに開発された技術により硝酸廃

液が大幅に低減されることによって省エネルギーだけでなく廃液中の窒素分を８０％削

減することに成功し環境負荷を大幅に低減することができた。 
・ １．膜分離システム装置の小型化・コストダウン 

１．４～１．８倍の透過性能と中空糸膜の細径化により、モジュールの処理能力が向上

した。これにより当該モジュールを搭載した分離システムの小型化・コストダウンが可能

となった。水素分離案件に加えその他のガス分離案件に、より優位な膜分離システム

を提供でき、新たな市場の開拓につながる。 

２．炭酸ガス分離への展開 

炭酸ガス分離への展開は、環境問題、省エネルギーを背景に、膜分離システムの適用

が期待されている、今回開発された分離膜の炭酸ガス透過速度は、水素と同じく従来

製品の１．５倍強に増加していることが確認された。当該分離膜を用いることで、天然

ガスの脱炭酸の用途を中心とした炭酸ガス分離案件に、より優位な膜分離システムを

提供できる技術環境が整った。 
・ 製造工程廃液からの膜分離による溶剤回収システムの開発を進めていたが、その技

術は他の有機溶剤のリファイナリーにも転用可能で、各種製造工程で使用される溶剤

量削減の効果が期待できる。 
・ 本開発では添加剤による粒子形状の制御の可能性についても検討していたが、そこで

得られた添加剤に関する知見により、類似化合物の生産において、工程を省略できる

ことがわかり、電力消費量を削減できた。削減量は数 kwh/kg と推算。 
・ 本研究組合に参画する企業では、本技術を芳香族系化合物の既存製造プロセスに適

用すると反応活性の向上により、反応温度を現行法より低くできることが確認された。

これにより、従来プロセスでは燃焼廃棄している副生成物の生成が抑制され、年間 500

トンの炭酸ガス発生削減が期待される。 
・ 今回のプロセスは、有機ＥＬの照明製品への適応を想定していたが、実際のプロセスを
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考えると層構成に類似点が多い有機太陽電池への転用の可能性もあることが期待さ

れる。 
・ 自動車用のＦＰＣ型フレキシブルフラットハーネス用に開発を進めていた脂環エポキシ

－ケイ素化合物複合樹脂が、LED の封止樹脂としても有用であることが明らかになっ

た。現在、この点に関しては技術検討を行なっている 中であるが、開発に成功し更に

LED 照明が白熱電灯の置き換え化を達成できれば、1,500 万ｋL の省エネルギー化を

達成できるポテンシャルがある。 
・ 装置材質に関する検討の中で、本装置以外にも活用の可能性がある高温での高耐蝕

性の材質候補が見つかった。 
・ 省エネルギーへの貢献：本事業では、規則性ナノ空孔材料（メソポーラスシリカ：MPS）

を実証化し、高機能性ハイブリッド触媒への応用を検討してきたが、MPS を水分の吸

脱着基材として転用することにより、デシカント空調機への部材として評価を実施した。

その結果、従来デシカント空調機と比較してエネルギー効率（約 40％）が改善し省エネ

ルギーへの貢献がさらに期待できる事が判明した。 

 また、高機能ハイブリッド触媒の更なる応用として「固体高分子形燃料電池（PEFC）」

の電極触媒への可能性を見出し、省エネルギーへの貢献を目指して研究を進めてい

る。 
省エネルギー以外に関する成果：規則性ナノ空孔材料が電子部材の基盤での低誘電

率化（Low-k）に非常に効果が高い事が判明し、半導体デバイスの高機能化への貢献

が期待される。 

また、規則性ナノ空孔を（固定化酵素）反応場として利用することにより、機能性食品素

材であるＬ－テアニンの生産プロセスを高効率化することが確認された、今後は他の機

能性食品素材の生産プロセスへも波及する可能性がある。 

 更に、MPS-カーボン系複合体を酸化処理をする事で近紫外励起白色発光特性が発

見され、紫外線を吸収する旨「UV 化粧品添加剤」として安全性の高い素材となると考え

る。 
・ オゾンの発生しない正帯電型有機感光体ドラム用の電子輸送材として開発を進めてい

たが、有機ELディスプレイおよび有機EL照明、有機薄膜太陽電池、さらには紫外線吸

収材における電子輸送材に転用することによって、当該製品においてエネルギー効率

（概ねそれぞれ３０％以上）が改善し、省エネルギーへの貢献が一段と期待できること

が判明。 
・ マイクロ波焼成によるスパッタリングターゲット製造では消費電力削減だけでなく、焼成

時に使用する酸素や窒素等の雰囲気制御用ガスの使用量も大幅に削減できることが

確認された。また、低温焼成の可能性が確認され、焼成時に使用されるセラミックス製

の冶具の寿命が延びることによる製造エネルギー削減にも貢献が期待される。 
・ 自動車のバンパーコア材および内装材として開発を進めていたが、ラミネートフィルム
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分野にも転用することによって、当該製品においてもエネルギー効率（５０％）が改善し

省エネルギーへの貢献がさらに期待できることが判明。 
・ 当初電気二重層キャパシタ用電極の開発を進めていたが、適用市場の大きいリチウム

イオンキャパシタへの応用が可能であることが判ってきた。市場規模の大型化に伴い

省エネルギー効果も大きく拡大が期待される。 
・ 省エネルギー以外に関する成果 

1）モジュール小型化 

 従来、受動デバイスを回路基板の表層に配置していたものを、多層プリント基板に内

蔵することにより、回路基板表層の部品実装面積を縮小、低背化を実現できた。無線

回路部実装面積の削減率は本実験では、1.9ＧＨz において 44％、2.5ＧＨz において

48％、5.5ＧＨz において 27％、10ＧＨz において 63％を達成した。 

2）放熱効果による半導体信頼性向上 

 高い熱伝導性を持つ本研究材料を回路基板に用いることで、従来の樹脂基板を使用

した場合に比べ、表面に実装した半導体素子の動作時の表面温度が低くなっているこ

とが確認され、半導体寿命を延ばすことが可能であることが分かった。 
・ 自動車用として開発を行っていたが、既に商品化されているオフィスビル又は一般家

庭用のセンサの性能向上へも貢献した。この成果が認知されれば、自動車以外の分

野における省エネルギーにも更に貢献できると想定される。 
・ 自社 A プラントの蒸留塔の汚れ、閉塞の問題の軽減を達成したことにより、長期連続

運転が可能となった。これにより清掃などのための機器開放の頻度が下がり、開放清

掃時の有害物質のエミッションの減少（環境負荷減少）、および清掃作業時の危険作

業の減少といった省エネ以外の副次効果が得られた。 
・ ＣＦＲＰの破壊挙動への知見が深まったことにより、さらに軽量化を可能とする新たな材

料開発の指針が得られた。 
・ 保護膜電気特性を向上することが可能なＳｒ、Ｃａ以外のドープ元素の研究において、ド

ープ元素の選択によりＳｒＣａＯ焼結体の耐劣化性が大幅に向上しＭｇＯ焼結体に近い

特性となる知見が得られ、ＰＤＰパネルメーカーがＳｒＣａＯ焼結体を使用する際のハン

ドリング性向上に寄与すると推察される。このことは、ＰＤＰパネルメーカーの設備投資

抑制や工程簡略化を可能とし、具体的な数値試算は原材料メーカーでは困難であるが、

ＰＤＰパネルメーカーの電力消費量の削減が期待される。 
・ 特になし（16 件） 

 
問６ 特許、論文、学位等 
ご担当事業の実施過程及び終了後で、貴社が出願／取得された特許、発表された論文、

取得された学位、表彰及び、その他の具体的成果（機器・システムの試作品、材料、ソフ

トウエア、理論モデル等）等について、下表にご記入ください。 
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項目 件数／人数 具体的名称・番号等 
 

特許 
・国内 
出願：  件  うち登録：  件

・外国 
出願：  件  うち登録：  件

・ライセンス供与数      件 

（タイトル、番号、年月） 

論文・ 
発表等 

・学術論文          件 
・口頭発表          件 
・その他文献発表（新聞等）  件 

（著書、タイトル、雑誌名等、年月、 
可能ならば、雑誌のインパクトファクタ

ー、論文の引用回数） 
 

学位 ・博士号取得   名 
・修士号取得   名 

（大学名、論文名、年月） 

表彰 
その他 

・表彰件数 （表彰名、年度、授与団体名） 

 
そ の 他

の 具 体

的成果 

（機器・システムの試作品、材料、ソフトウエア、理論モデル等） 

 
国際 
標準 

 

（国際標準提案の予定があれば、規格の種類（ＩＳＯ ＴＣ●●等）、規格内容、

提案時期等） 
 

 

問6　特許、論文、学位等－【特許】

14

15

11

16

6

1

4

14

3

13

0

1

1

8

0

0

2

0

11

0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

ライセンス供与

外国登録

外国出願

国内登録

国内出願

0件 1～5件 6～10件 11件以上

335

10

74

7

1

合計件数
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問6　特許、論文、学位等－【論文・発表等】

18

14

17

2

8

8

4

1

0

2

0

0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

その他（新聞等）

口頭発表

学術論文

0件 1～5件 6～10件 11件以上

合計件数

22

108

5

 

問6　特許、論文、学位等－【学位】

21

21

0

10

0

0

0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

修士号

博士号

0件 1～5件 6～10件 11件以上

合計件数

1

0

 

問6　特許、論文、学位等－【表彰・その他】

15 1 00

0% 20% 40% 60% 80% 100%

表彰・その他

0件 1～5件 6～10件 11件以上

合計件数

1

 
【その他具体的成果】 
・ 高性能水素膜分離モジュール 

・ 真空紫外（VUV）領域まで発光評価が観察できる分光光度計及び電子線発光結晶評

価装置の導入 
・ NI 触媒技術パッケージ（基質別 基礎編、実践編 各四分冊） 
・ プロトタイプ試験設備 
・ 2008 年 国際ナノテクノロジー総合展・技術会議 nano tech 大賞 2008 「材料・素材

部門」受賞 
・ クロマトグラフィー材料の高効率製造実証プラント（均一粒子製造プロセス採用） 
・ 大型の製品が焼成可能なﾏｲｸﾛ波焼成炉の仕様の決定と作製を行った。 
・ 国内自動車メーカー向けに試作品を提供中。 
・ ①高温絶縁性に優れた熱硬化型シリコーン材料 

②高温絶縁抵抗率測定装置 
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・ ハードディスク対応イオン照射装置 

これらによる 1.89 インチ型 ディスクリート媒体 
・ ・高エネルギー密度リチウムイオンキャパシタ（ラミネートパッケージ積層型） 

・捲回型高エネルギー密度リチウムイオンキャパシタ（円筒缶パッケージ） 

・12 直リチウムイオンキャパシタモジュール(制御回路付き)試作品 
・ 特になし（10 件） 

【国際標準】 
・ ＩＥＣ ＴＣ４０「ＬＩＣの測定法の標準化」（提案時期：2011 年 3 月） 

・ 特になし（14 件） 
 
３．終了後の取り組み状況及び事業化の見通しについて 
（事業化とは、製品の販売・供給、又は商用設備の稼働開始を意味します。） 
 
問７ 終了後の取り組み状況 
貴社では本制度における研究開発事業について、その終了後、どのような取り組みをさ

れていますか。以下より当てはまるものに○を付けてください。（複数回答可） 
 
（研究開発） 
（ ）①終了後、同一テーマに関する研究開発を継続している。 
（ ）②終了後、周辺テーマ・類似テーマに関する研究開発を継続している。 
（ ）③終了後、同一テーマや周辺テーマ・類似テーマに関する研究開発は特に 

行っていない。 
 
（事業化） 
（ ）④既に事業化済みである。 
（ ）⑤事業化に向けて取り組んでいる。 
（ ）⑥事業化に向けた取り組みは特に行っていない。 

 
具体的な取り組みの状況・内容について、研究開発を継続している場合は、研究開発の

見通しとの関連を示しながら、事業化の見通しついて、事業化の年次、スケジュール、体

制含め可能な範囲でご記入ください。事業化に向けて取り組んでいる場合及び既に事業化

済みの場合は、事業化する／した年次、事業化の内容、及び現在・今後の取り組み等につ

いてご記入ください。 
（例１） 
複数の顧客候補からの情報等から、○○技術については平成○年度頃から利用が見込

まれると予測、それまでに基盤となる技術開発を完了し、市場の形成に従って、必要な設
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備の導入、品質管理手法の確立、評価装置の導入を進めていく。 
（例２） 
研究開発段階より、ユーザである半導体メーカーと機能や規格等について打ち合わせ

を行っていた。平成２２年までに必要な評価試験を完了し、平成２３年よりＡ社製品での

使用を見込んでいる。 
 
 

問7　終了後の取り組み状況

7

33

7

4

26

31

0 5 10 15 20 25 30 35

⑥

⑤

④

③

②

①

 
【具体的な取り組みの状況・内容】 
・ ユーザーとの技術打ち合わせを定期的に実施し、より高性能かつ、高耐久性を有する

電解質膜材料の開発に取り組んでいる。燃料電池自動車に関しては、2015 年の市販

化開始を、家庭用燃料電池に関しては、2015年の普及型システムを照準に、研究開発

および事業化計画を進めている。 

・ 当初の想定に比べて技術難易度が高いことが判明。基盤技術の確立に向けた基礎検

討段階で完成の目処がたっていない。平成２２年度に事業化を含め継続可否を判断す

る。 
・ 現在は研究開発を継続中であるが、顧客情報、市場予測等から、有機ＩＣタグについて

は平成２５年度頃から利用が見込まれると予測、それまでに材料開発と製造法検討を

進め、また、IC タグ製造メーカーとの取組みにより実用化検討、量産化検討を進めてい

く。 
・ 研究開発段階より、モジュール化を行う電機メーカー等や装置メーカーと機能や製造

方法等について打ち合わせを行い、共同研究に取り組む。平成２９年頃までに必要な

評価試験を完了し、平成３２年頃よりメーカーからの量産を見込んでいる。 
・ 現行の酸化インジウム系透明導電材料代替を考えてたが、現在はインジウム価格が

落ち着いており、置換えに至っていない。今後状況によって材料供給を開始できるよう

準備を進めている。また、新たに見えてきた太陽電池向けに開発を行い、事業化向け
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た取組みを進める。 
・ フタル酸ジメチル酸化二量化プロセス開発では、現状の工場への適用の可能性につ

いて評価を進めている。 

1,6-ヘキサンジオール製造プロセス開発については、201１年度に海外の自社工場で

の事業化を予定している。 

炭酸エステル＆蓚酸エステル製造プロセス開発については、開発したプロセスを既存

の国内工場に適用している。開発したプロセスの更なる事業化の可能性について継続

して検討している。 
・ 当初目標は達成したが、研究開発の過程で作製評価した従来糸を用いた水素分離膜

モジュールで海外他社品を大幅に上回る性能（省エネルギー含む）を達成したため、開

発品の展開は滞っている。また、世界的な石油需要の落ち込みから、石油改質用水素

回収精製システムの需要も停滞しており、市場の回復が待たれる。 
・ 顧客候補からの情報等から、溶剤回収技術については平成２５年度頃から試験採用

が始まると予測、それまでに基盤技術開発を完了させる。 
・ 添加剤を用いた類似化合物の形状制御に関して研究を継続中。この形状が制御され

た類似化合物を使用した他分野の製品上市時期については現在不明であるが、数年

以内であると考えられ、当該製品のコストダウンに大きく寄与することが期待される。 
・ 現在、現行品を用いて市場開拓中。２０１１年末に本事業の開発技術を用いた次世代

製品の事業化の是非を見極め、設備導入、生産・販売体制の確立を進めていく。 
・ 本事業で開発したシンチレーターに関して、平成２３年度から市場開拓のためのサンプ

ル出荷を計画し、平成２５年度から一部上市を目指している。 
・ 「レンガ及びキャスタブル施工技術の確立」に関しては、長期的視野に立って今後もト

ライ＆エラーで臨み、より当社の条件に適合した施工法と施工技術を引き続き模索し

ていく。 
・ 本技術をアジピン酸やテレフタル酸等へ適用しての事業化を目指す。工業化を目指し

たパイロット研究や実機への適用のためのプロセス検討が必要であり、コスト、市場動

向を見極めながら進める。事業化時期は現時点では未定。本技術を普及させるべく、

技術パッケージの普及をおこなっている。問い合わせが３件あり、現在交渉中。 
・ 2011 年度からテストマーケティングを開始し、2013 年度から市場参入を計画している 
・ 複数の顧客情報より、特にエンジンルーム内の耐熱性の必要な部分については、直ぐ

にでも市場が見込まれる予測がある。ただし、自動車用途であり信頼性確認に時間を

かける必要があり（促進試験だけでなく、寒冷地と熱帯地を意識した実車レベルでの２

年試験）、実際の実用化は平成２４年度を目標にし、平成２３年度までに基盤となる技

術開発を完了し、市場形成に従って必要な設備の導入、品質管理手法の確立、評価

装置の導入を進めていく。ただし、組み立てについてはワイヤーハーネスのほうが自由

度が高くやりやすいとの新たな課題が生じており、それについての対応が必要。 
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・ 平成２３年度までに新たな触媒調製技術開発と共に目標性能を有する触媒を開発。 

平成２４～２７年度の間、プロセス設計、量産化検討 

平成２８年度 試製造を経て本格製造へ移行 
・ 市場調査等から、平成３０年頃から太陽電池用シリコンの供給不足が予測されている。

それまでに基盤となる技術開発を完了し、市場動向にしたがって、生産設備の立ち上

げの検討を行う。 
・ 光電気複合基板及び複合モジュールの市場は現時点では未だ形成されていないが、

複数顧客からの情報を踏まえると、平成25～26年頃から市場が立ち上がり始めるとの

感触が得られている。これを踏まえ、従来のオプト製品開発プロジェクトを光電気複合

インターポーザ事業開発推進部へ今年度下期から昇格させて開発部隊の充実を図る

と共に、事業化へ向けた取り組みを強力に推し進める為の体制整備を進めている。こ

の新体制化で引き続き光電気複合化技術の開発を進め、市場動向に応じた量産設備

導入、品質管理手法確立並びに品質管理体制構築等を順次進めて行く予定。 
・ 本開発で得た成果を平成２０年度に透析排水処理システムとして商品化した。現在は、

病院の透析排水処理市場をターゲットとして拡販中である。 
・ 用途別にて複数の顧客候補企業との情報交換を行い、高機能ハイブリッド触媒技術に

ついては、平成２３年頃からの利用を見込み、触媒成形加工技術・評価技術の確立を

目指す。また、規則性ナノ空孔材料での触媒分野以外の用途に関しても、早期事業化

（平成２３年度）を目指し、顧客企業での 終評価を進めています。 
・ 本補助事業により開発した小型実証プラントを用いて継続的に新製品開発を行い、顧

客による評価を受け、事業化への移行を実施予定。クロマト材料の市場予測によれば

医薬品用の分離剤としての成長が見込めることから需要増によるスケールアップを見

込んでいる。 
・ 高いプラズマ耐性のコーティング技術がスパッタリングターゲット製造に有効である事

が判明し、新たにターゲット開発を開始した。平成２３年までに基盤技術の開発、品質

管理手法を確立し、ユーザーでの実機試験を進め、平成２４年よりユーザーの製品で

の使用を見込んでいる。 
・ 自社での評価が平成２２年度上期までに終了し、平成２２年下期からユーザーへのサ

ンプル提供による量産実機での性能評価を行い、平成２３年度からの上市を見込んで

いる。 
・ 新規クロマト分離剤の技術については平成２５年度頃から利用が見込まれると予測、

それまでに基盤となる技術開発を完了し、市場の形成に従って、必要な設備の導入、

品質管理手法の確立、評価装置の導入を進めていく。 
・ 自動車用の高発泡性ポリエチレンについては、自動車部品メーカーとの開発が進展し

ており、早くて平成２３年モデルからの実商、平成２５年モデルからの本格販売が見込

まれると予測、それまでに基盤となる技術開発を完了する。 
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 ラミネートフィルム分野については、平成２２年度に既に実商を開始しており、今後も

他ユーザーに水平展開し、更なる販売増を見込んでいる。 
・ 本技術を利用した低コストデバイスとしてのＥＤＬＣおよびリチウムイオンキャパシタに

関し市場動向調査し、蓄電用途での差別化技術の構築中である。パウダーシーティン

グプロセスを適応した電極を用い、応用開発ステージに進んでいる。市場形成の状況

も鑑み、平成 25 年度にいづれかのテーマで事業化の判断を行い、工場建設の社内承

認を得て、平成 27 年には上市を予定している。 
・ 事業化の見通し；現在、平成２５年事業化に向けて顧客対応を開始予定である。 

事業化の年次；平成２５年予定 
・ 補助事業終了後研究を継続してきたが、以下の理由ので撤退を決定した為、事業化は

実現できなかった。 

検討継続の断念に至った状況 

① 光インターコネクト市場の立ち上がりの遅れ 

・ 既存技術の技術的延命 ・・・ １０Ｇ情報の伝播距離の延長 

・ 導波路周辺技術の開発遅れ ・・・ 面発光レーザー、ドライバーＩＣ他 

② リーマンショックの経営に与えた影響 ・・・ 減収減益 

③ 低コスト化 ・・・ 市場の要求が立ち上がりから低コスト化の動き 

※予想外のコストで投資回収が困難 

④ 通信・伝送に関わる部材の保証に対するリスク 

※デバイスの品質管理に関する知見が低い 
・ 国内自動車メーカーの限定車種に年間数十台の試作品を出荷中。業界全体としては

CO2 冷媒エアコンへの切り替えと同時に搭載の計画があるが、冷媒切り替えの時期が

明確になっていない。 
・ 2008 年のリーマンショックにより市場開拓が後退した時期もあたが、市場開拓を再度

展開した結果、シリカ特性を重視した顧客での評価が進んだ。平成 22 年を目処に評価

を完了し、平成 24 年を目標に事業化の予定である。 
・ 平成 1９年、自社 A プラント蒸留塔の汚れ、閉塞に由来するエネルギーロスを削減する

など、平成１６年～２２年の間に重合物、粉体、油水エマルジョンなどが原因の汚れ、

閉塞の問題を多数解決し、省エネを達成している。また、社内での実績を積み上げな

がらグループ会社であるエンジニアリング会社とともに本技術をパッケージ化しソリュー

ションビジネスとして外販していくことを計画している。 
・ PM 酸化技術開発に関しては、顧客との情報交換、サンプル供与を通じて、実用上の

問題点を洗い出し、継続して研究開発をとりすすめ、平成２８年以降の実用化を目指し

ている。NOｘ用触媒は、現在顧客にサンプル求評を行っており、研究開発を継続してい

る。 
・ まず水素精製部分単独での事業化を想定，開発を進めている。精製部の製造技術確
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立後メタノール改質装置との組み合わせを予定している。 
・ 当事業での材料評価の評価委託先（パワーモジュールメーカー）との協力関係を継続

し、本事業終了後も実用化に向けての開発を継続中である。また、平成２４年頃からの

実需化を目指し、他のモジュールメーカー、自動車メーカー等へもワークを開始。また、

開発材料の技術を展開し、放熱シート等の他用途への展開についても検討を計画。 
・ 周辺テーマとして、本成果を有効に適用しうる新規ＣＦＲＰ材料の研究開発を実施。（個

別製品の事業化スケジュールは顧客による） 
・ 本補助事業の成果、「UDプリプレグの量産技術確立」により、試作品を提出できる体制

が整った。このため、平成 2010 年度（本年度）は複数の顧客にて試作品の評価が進ん

でいる。顧客・市場からの評価結果を受け、基本設計が適合しているかを判断し、必要

な改良を加えるなど事業化に向けた検討を継続している。2011 年度にはさらに大量の

試作品が必要となるが、量産技術を磨きながら対応することとし、2012 年度には顧客

採用の目処をつける計画である。本格的な事業立ち上げは 2013 年度と見込まれる。 
・ 平成２１年度に事業化を行い、高反応消石灰を製造を実施し現在実炉での評価ﾃｽﾄを随時

実施している状況 

・ ～2014 年 技術検討 

2015 年  生産技術適用検討 

2016 年  生産開始（事業化） 

・ ・高エネルギー密度ＬＩＣ（ラミネートパック積層型）については、ユーザーである精密機

器メーカー（Ａ社）と研究開発段階より機能や規格等について打ち合わせを行っていた。

平成 22 年中に必要な評価試験を完了し、23 年度よりＡ社の製品として上市される見込

みである。 

 

 
上で③または⑥（取り組みを行っていない）と回答された場合、その理由について、以

下より当てはまるものに○をつけてください。（複数回答可） 
 
（ ）①研究開発に要する資金が不足しているため。 
（ ）②事業化に要する資金（研究開発費を除く）が不足しているため 
（ ）③本制度における研究開発の終了後、人材が散逸したため。 
（ ）④事業化の可能性が低いことがわかったため。 
（ ）⑤貴社が当該分野から撤退したため。 
（ ）⑥その他（以下に具体的にご記入ください。） 
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問7　終了後の取り組み状況
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【その他の内容】 
・ 本事業で得られた結果では、他の太陽電池の性能（効率、耐久性）に未だ及ばず、現

状では事業化の目処が立てられない。今後、研究開発を継続し、研究段階での性能が

実用化のレベルに達した段階で、事業化への取組みの検討を行う予定です。 

・ 現時点では、太陽電池用シリコンが供給過剰となっており、新たなシリコン製造設備の

立上げが早くても５年以上先となったため。 
・ 有機感光体ドラム材料への参入障壁が高く、事業化は非常に難しいが、本制度により

開発した電子輸送材が有機 EL、有機太陽電池の電子輸送材に展開できること、また、

紫外線吸収材として有望であることがわかった。特に、有機 EL 用電子輸送材としては

新規なためこの分野にシフトした。 
・ 問７回答（光インターコネクト市場の立ち上がりの遅れなど）の理由により事業からの撤

退の為 
・ 現段階では当初見込みの数量を見込めず、市場動向を見守りつつ、事業化を見送ら

ざるを得ないと判断した。 
 
問８ ご担当事業の成果が事業化された場合、市場の規模はどの程度とお考えですか。以

下表にご記入ください。 
時期 貴社の市場規模 

（金額、単位：億円）

国内 
（金額、単位：億円）

世界 
（金額、単位：億円）

平成  年度 
（事業化当初） 

   

平成  年度    
平成  年度    
 
その他に特記すべきことがあれば、以下にご記入ください。 
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問8　開発製品（事業成果）の市場規模
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注：各実施者の 大市場規模（売上予測）の累積
 

 
問９ 事業化に関する問題点及び解決方策について、可能な範囲でご記入ください。 
（例） 
問題点：商業的生産に道筋をつけるため本製品の量産化、コストダウンの検討 
解決方策：平成○年度までに本製品の市場での評価を検討し、量産化のための生産技

術を平成○年度までに開発。 

 
問題点 解決策 

さらなる高性能材料、量産化技術、コストダウン

技術の開発。 

平成２５年度を目処に各技術課題の解決

を図る。 

商業生産に道筋をつけるための基盤技術が未確

立。 

今年度（平成２２年度）まで基盤技術として

検討し、事業化を判断 

開発材料の改良と量産化、品質管理の確立 平成２３年度までに実用化検討による材料

適化を行い、平成２５年度までに量産化

のための生産技術を開発する。 

実用レベルへの高性能化、耐久性の向上及び低

コストな量産製造技術の開発。 

平成２９年頃までに外部研究機関や関連

技術メーカとの取組による実用化技術の

開発。 

問題点： 
解決方策： 
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LCD 用途 適材料の決定とターゲットの大型化

技術と製造コストダウンの検討 

平成２４年度までにユーザー評価により

適材料を決定し、大型ターゲット生産技術

を確立する。 

商業的生産に結びつけるための更なるコストダ

ウン 

量産化のための更なる技術開発を進めて

よりいっそうのコストダウンをはかる。 

適用市場の停滞 自助努力では如何ともし難い。広義で有益

な省エネルギー対応として燃料電池等水

素需要の想起が望まれる。本技術を必要

とする市場の回復、成長に期待する。 

耐有機溶剤性モジュールの量産化 既存生産技術を発展させ、量産化技術を

平成２５年度までに開発 

〔高機能軽量積層シートの開発〕 

コストダウンの検討 

＜ポリプロピレン射出発泡成形技術の開発＞ 

量産体制の構築とコストダウン検討 

〔高機能軽量積層シートの開発〕 

平成２１年上市した部材の生産技術をベー

スに、生産効率向上の検討によりコストダ

ウンを図る。さらなる部材の軽量化を推進

し、平成２３年度中には軽量化を武器とし

た自動車内装部品への拡販を図る。 

＜ポリプロピレン射出発泡成形技術の開

発＞ 

H23 年度までに本製品の市場評価を検討

し、H23 年度中に量産体制を構築する。 

堆肥化シート市場が形成されず、事業化に必要

な販売量が見込めない。 

市場開拓の推進。 

新規市場開拓と製品の量産化 サンプル出荷による市場調査と単結晶製

造技術開発 

すでに事業化された実機を対象とした研究開発・

改善であるため、改めて事業化に関しての問題

点は発生しない。 

 

ユーザーとの品質調整(アジピン酸)／実機適用

のためのプロセス検討(テレフタル酸) 

ユーザーへのサンプル提供による品質評

価／触媒プロセスの安定性および安全性

を確立するための検討の継続 

本格的な製品の量産化技術確立と適切なコスト

ダウン、市場ニーズの把握 

精度の高い試作ラインを再構築し、その試

作品の市場評価を通じて、コストダウンの

ポイントと市場ニーズを明確にして、商品

価値とコストダウンの両立を図る。 

信頼性確認のための評価、また個別ユーザーご 個別ユーザー、部材メーカーと蜜に連絡を
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とに絶縁特性以外の求める性能が異なり、それ

ぞれに対応したグレード開発が必要また、実際

の組み立て加工を考えると、フラットハーネスの

ほうが現行品よりもやりにくい側面を持っており、

これに関しての改良提案が必要。 

取り、それぞれに対応した絶縁材料を開発

していく。成型法に付いては難しい課題で

はあるが、機械メーカーとの連携も考え

る。 

補助事業を通じて種々の反応活性種を観測し、

その挙動を明らかにすることで PO 生成に有利な

触媒の調製が可能となった。生産性では所期目

標を達成するに至ったが、選択率面では更なる

触媒改良が課題として残っている。本課題克服

のためには補助事業を通じて解明した PO 生成

に有利と考えられる反応活性点の選択的生成が

不可欠であり、そのための新たな触媒調製技術

開発が必要と考えている。 

選択率向上のため、より広範に担体や添

加剤の改良等を検討中。平成２３年度まで

に目標性能を有する触媒を開発し、平成２

８年度までにプロセス稼動することを計画

している。 

市況の予測と投資判断 技術パッケージ化し、タイミングを逃さずに

事業化を計る。 

量産プロセス確立、コストダウン検討、及びデバ

イス設計手法及び評価方法の確立 

平成 22～23 年度に試作ラインを構築し、タ

ーゲットコストに見合った量産ラインの設計

情報を蓄積した上で、市場の立ちあがり時

期に合わせて量産ラインを構築する。 

本製品の品質向上化、量産化およびコストダウン

の検討 

今後、継続的に、品質向上および量産化

のための生産技術を検討する。 

商業的生産に向けた技術面での検証は行った

が、更なるコストダウンについて検討が必須であ

る。 

分野・用途別での評価検討を進め、量産

化に向けコストダウン含めた生産技術の確

立を目指す。 

①低コスト化および量産化②ユーザー評価 ① 微小流路の更なる集積化により、事業

化に向けた流路基板枚数削減による低コ

スト化、生産能力向上を図り、平成２２年度

の上市を目指す。② ユーザーへの積極的

なサンプル提示 

ユーザーの実機での本製品の性能、量産化技術

の確立。 

平成２３年度までに市場で評価し、平成２４

年度までに生産技術を開発。 

1）有力ユーザは特定の材料メーカとの結びつき

が強いため、認定取得は非常に厳しい。 

2）商業生産に向けた本製品の量産技術の確立

およびコストダウンの検討。 

感光体材料としてよりも有望な有機 EL 材

料への展開を図る。 
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本製品の性能確認、および量産化への対応 平成２２年度上期までに自社での評価を終

了し、平成２２年下期からユーザーへのサ

ンプル提供による量産生産機による性能

評価を行う。また､量産化のための生産技

術を平成２２年度下期までに確立する。 

商業生産に道筋をつけるための本製品の量産

化、コストダウンの検討 

平成２４年度までに本製品の市場での評

価を検討し、量産化のための生産技術を

平成２５年度までに開発する。 

顧客各製品の物性達成のため本製品の仕様検

討。 

平成２４年度までに本製品の顧客での評

価を継続、検討する。 

市場におけるポジショニングの明確化 

多用途展開に適した 適生産プロセス構築 

各用途市場規模の精査と生産プロセスの

事前検討の計画的実施 

大量生産に道筋をつけるため本製品の品質安定

化 

平成２４年度までに本製品の市場での評

価を検討し、量産化のための生産技術を

平成２５年度までに開発 

規制の実施時期により商品化の時期が決まる。 フィールドテストを実施中であり、準備をし

ておく。 

商業プラントの建設コスト、ランニングコストの低

減 

主要機器、主要プロセスの比較検討、テス

トによる評価を平成 22 年度内で実施する。

ソリューションビジネスとしてのパッケージ化検討 社内での実績を上げ、グループ会社であ

るエンジニアリング会社とともに技術パッケ

ージ化していくことを計画している。 

本製品を使用する顧客の個別仕様への合わせ

込み、及び顧客要望の価格に応じたコストダウ

ン。 

顧客との情報交換、打合せを密に行い、製

品に反映させること、及び量産化技術の確

立。 

量産技術の確立，信頼性実績の蓄積，コストダ

ウンの検討 

 

市場における商品の認識度の低さ（市場規模が

小さい） 

「水硬性石灰」について市場へのアピール

→ 市場規模の拡大を図る。（具体的に

は、学会発表，ホームページ等による継続

的な PR を図る。現在、NHL 研究会を発足

させこれら活動を推進している。） 

材料の信頼性向上、量産化、コストダウンの検

討、（ＳｉＣデバイスの普及） 

平成 22 年度からモジュールメーカー、自動

車メーカーと実用化へ向けた取り組みを推

進中で平成 24 年中に一部実用化を目指

す。材料の量産化のための生産技術はス
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ケールアップ試作を重ねて目処付く。コスト

ダウンの検討は、中間原料の安価製法の

確立に留まらず、低コスト化を継続検討し

ていく。 

超臨界水中における金属触媒成分の酸化析出

により、固体酸化物が同じく固体の製品と混合し

てしまい、適正な製品品質が得られない。 

酸化析出がないもしくは少ない、新たな触

媒を用いる事。本補助事業においても各

種代替触媒の探索を実施したが、現時点

では好ましい反応活性を持ったものを発見

するには至らなかった。引き続き触媒技術

等の動向について調査を続けている。 

金属構造の設計技術に比較して、ＣＦＲＰ構造設

計技術が十分普及しない。 

産学連携の推進。適用実績の蓄積とＰＲ。

炭素繊維自体のコストダウン。量産技術と品質保

証の確立。 

炭素繊維メーカーの製造技術の革新。自

社量産技術の確立を H12 年までに開発 

ユーザーでの製品評価、実機生産での量産技術

の確立 

平成２３年度までにユーザー実機評価を終

了し、平行して量産技術の確立を行なう。 

製造比例費(乾燥ｺｽﾄ)の低減の検討 製造方法の一部を見直しによりｺｽﾄ低減を

検討中 

生産能力アップや加工技術の安定性 量産化への生産技術を2015年までに開発

量的拡販に繋げられる量産技術、コストダウン技

術の確立 

平成 24 年度までに本製品の市場での評

価を検討しつつ、量産試作ラインでの量産

化技術の確立を図り、平成 24 年度より量

産化プラントを稼働させる。 

 
 
４．制度の波及効果について 
ここでの「波及効果」とは、ご担当事業の対象としていた成果、製品といった直接的技

術成果以外の「効果」とします。 
以上を踏まえて、以下の問にお答えいただければ幸いです。 

 
問１０ 既に生じている波及効果 
ご担当事業について、既に生じている波及効果を、以下より選んで○を付けてください。

（複数回答可） 
 
（ ）①研究の継続に弾みが付いた。 
（ ）②ご担当事業に関する社内での認知度が向上した。 
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（ ）③研究者の育成に貢献した。 
（ ）④他の分野の技術に活用された。 
（ ）⑤外部でのご担当事業に関する研究／開発が活性化した。 
（ ）⑥外部機関（大学、研究機関、企業）等とのネットワークを築けた。 
（ ）⑦その他（下欄に具体的にご記入ください。） 

 
 

 

問10　既に生じている波及効果

3

27

5

10

21

26

27
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⑦
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②

①

 

【その他の内容】 
・ 全社的に認知度が上がり、開発から事業化に向けた、体制が構築された。 

・ 材料設計/材料合成/材料評価の手法が確立され、研究開発に貢献した。 
・ 補助事業を進めるマネジメント上のメリットが大きかった。予算管理、時間管理等は基

本的な事項であり且つ重要だが、新規分野では事業部が無く、社内規則の不備も多い

が補助事業での管理が事業化に必要な種々の仕組みを補足する形で進めることがで

きた。 
 
①～⑦のいずれの場合も波及効果の具体的内容を以下にご記入ください。 
（例） 

本事業で開発した○○技術に関連した○○研究に取り組むため、平成○年に○○大学

との共同研究が発足し、研究ネットワークを築いた。 
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【波及効果】 
・ 量産設備の導入により、事業化を見通した研究開発の推進が可能となった。 

・ 将来を見据えた基盤技術として社内でも認識され、社内の重要な研究会議で報告して

いる。 
・ 本事業で研究開発中の有機トランジスタ研究に関して、九州大学、広島大学、岡山大

学、富山大学、和歌山大学、東京大学、東北大学、等と交流が拡がり、このうち九州大

学、和歌山大学、東京大学とは共同研究を行った。 
・ 本事業で開発した有機材料技術を発展させ、更なる有機太陽電池の高効率化を目指

し、産業技術総合研究所等との共同研究が平成２２年度に発足した。また、当研究室

にて太陽電池関連の新規テーマが発足した。 
・ 非晶質薄膜の構造制御や薄膜中の元素の存在状態など、透明導電膜の基礎技術を

習得出来た。この技術を活かして、太陽電池用透明電極への可能性を見出すことが出

来た。 
・ 研究テーマの認知度が向上したことにより研究開発の継続が可能となった。 

若手研究者がパイロット設備運転などのスケールアップ検討に参加でき、研究者として

成長する機会を得た。 
・ 目的外である酸窒素分離膜モジュール、除加湿モジュール、炭酸ガス除去モジュール

等の分野で構築した技術の一部を活用して性能改善、省エネルギーが図られた。 
・ 集中的に資源を投下し、開発を進めたことで、分離膜に関連した技術開発が短期間に

進んだ。またこの過程を通じて若手・中堅研究者の育成を進めることができた。 
・ 得られた知見を応用して、類似化合物の簡易生産方法の開発に成功した。 
・ 〔高機能軽量積層シートの開発〕 

平成２１年春に、軽量化を応用したトランクルーム構成部材が大手自動車メーカー基幹

車種に搭載されたことにより、自動車内装部品の軽量化部材としての市場認知を獲得

し、自動車内装部品（特に、トランクルーム構成部材、内装成形天井材）の軽量化技術

開発の牽引的役割を果たすことができた。 

＜ポリプロピレン射出発泡成形技術の開発＞ 

部品メーカ、金型メーカとの協同による技術開発体制を構築できた。 
・ 本補助事業により事業の社内認知度が向上した。 
・ 本事業で開発した新規シンチレーター結晶の評価研究で、東北大学、東京大学、名古

屋大学、京都大学、大阪大学等と研究ネットワークを築いた。 
・ 本補助事業での研究開発の結果が、その後の改善（2006年9月）を実施する際の技術

的基盤になった。 
・ 本技術の発明者であり、高効率酸化触媒技術研究組合の理事長でもある関西大学石

井康敬教授を中心に、参加企業の技術担当者を交えた技術交流が活発に行なわれ、

情報交換や技術改良のヒントをお互いに出し合うことができた。 
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・ 研究開発の完成度が上がることで、本格的に事業化検証するための先行投資が決定

され、小規模テストライン建設が決定、実行した。 
・ エポキシ化技術に関して産総研との研究ネットワークがより強固になるとともに、外部

からも関連する技術に対する問い合わせが活発に来るようになった。 
・ 酸素酸化法 PO の研究は、世界の PO 製造メーカーのみならず、当社でも長年取組ん

でいる非常に難易度の高いテーマである。今回の補助事業では、目標性能を満足する

触媒を開発するための手段として、旧来の経験則に基づいたものはなく、有効な活性

点／活性種を解明し、これを触媒設計に反映させるために、触媒の「その場観察法」の

開発を行った。本手法は、他の触媒開発にも応用が試みられている。また 先端の

「その場観察法」の開発を通じて、触媒解析手法の確立や手法の深化、反応機構解明

の方法論について研究者のレベルが大きく向上した。 
・ 本事業で開発した Al 還元技術に関連した太陽電池用シリコンの製造技術研究に取り

組むため、複数の大学とのそれぞれ、切り口を変えた共同研究が開始され、研究ネット

ワークを築いた。 
・ 予想される多様なニーズに応じた様々な構造、構成の精密積層品が作製可能になり、

それを各種展示会等で外部発表する機会が増えた結果、社内的な認知度も向上し、

社内他部署とのコラボレーションの機会が増えている。また実際の試作品を展示会等

で外部発表することにより、潜在的なニーズをより具体的な形で顧客層から得られるよ

うになってきており、事業展開についての将来の方向性を判断する上での１つの重要

な判断材料になっている。 
・ 本事業で開発した膜ろ過システムを排水処理市場へ投入できる目処が立ったため、こ

れまで未参入であった排水処理市場分野への足掛かりができた。 
・ 本事業で開発した燃料電池用水素の精製触媒合成技術に関し、平成 20 年より企業Ａ

と燃料電池用燃料改質器の触媒開発に取り組んでいる。また、本事業で開発した規則

性ナノ空孔材料（メソポーラスシリカ）を用いて、平成20年よりＮＥＤＯ「固体高分子形燃

料電池実用化戦略的技術開発」に参画している。 
・ 本開発技術をクロマト材料以外の製品に適用できる可能性が認知され、他粒子製品の

研究テーマへの応用展開を実施中である。 
・ 本事業で開発した新規プラズマ溶射技術が社内で認知され、他の分野の事業部から

新たな製品開発に関する打診があった。 
・ 本事業で開発した電子輸送材（有機半導体）の設計・合成技術に関連した有機 EL 材

料の研究に取り組むため、平成２０年度に北陸先端大学との共同研究がスタートし、研

究ネットワークを築いた。 
・ 本事業の開発を促進するため、平成１９年度から日本電磁波エネルギー応用学会に

定期的に参加し、マイクロ波の工業的利用の研究開発を行っている大学、企業との交

流を深めることができた。 
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・ リガンドタンパク質の研究を推し進めるため、平成２０年度より関東近郊の大学との交

流が進み、研究ネットワークを築くことができた。 
・ 本事業で開発した高発泡性ポリエチレンの特性である高溶融弾性を生かして、ラミネ

ートフィルム分野への市場開発が可能となった。 

本事業で開発した新規ポリエチレン製造技術に関連した触媒研究に取り組むため、平

成１７、１８年に九州大学との共同研究が発足し、研究ネットワークを築いた。 
・ 研究設備の充足を図ることができたため、より顧客に近いﾃﾞｰﾀの収集で補助事業後の

顧客対応がスムーズに進められ、研究継続がスムーズに行われている。また、社内で

の認知度が向上し、新たな補助事業の実行に繋がっている。 
・ 製品の特性として、数値化出来たため、差別化が明確になった。 
・ 本事業で開発したセンサの性能を更に向上させるため、平成 19～21 年度九州大学と

共同研究を実施することで、大学とのネットワークが深まった。 
・ 本研究開発により、量産化への技術改良の検討評価と顧客での中量評価を実行する

ことが可能となり、商業プラントへ向けての研究開発に大きく寄与した。 
・ 本事業で開発、導入した汚れ計測技術および、汚れ場再現装置、粉体物性測定装置

などの設備を社内の多数の汚れ、閉塞の問題へ適用し、汚れ閉塞防止のための技術

の発展と蓄積を継続している。また、汚れ付着現象の理論構築と体系化を目的として

平成 18 年度より東京大学との共同研究を発足させたほか、更に深い理論構築を目的

として同大学主催のメソシミュレーションコンソーシアムに参画するなど、研究ネットワ

ークを築いた。平成 22 年度現在では本研究ネットワークを通じて汚れ閉塞に関する学

会（分科会）の立ち上げを目指して活動している。 
・ 東京工業大学、九州大学との共同研究を通じ、大学とのネットワークを形成するととも

に、若手研究者の育成、モチベーションアップに貢献した。 
・ 建築材料としての機能性や施工性を評価するに当たり、建築材料製造業者及び、施工

業者とのネットワークが出来た。 
・ 本事業での材料の評価委託先（モジュールメーカー）と本事業終了後も関係を継続・強

化、更にＮＥＤＯ等のＳｉＣ関連の研究開発プロジェクト等との材料開発のネットワークを

構築することが出来た。 
・ 本事業によって、産業技術総合研究所等との共同研究を実施する事ができ、外部研究

者との強い関係を築く事ができた。また、若手研究者に革新的な内容の研究や、予算

管理を含めた系統的な検討の取り進め等の経験を積ませる事ができた。 
・ ＣＦＲＰの特性評価技術の必要性から、当該技術を有する大学との共同研究が加速し

た。またこれを通じて、担当研究者のレベル向上に寄与した。 
・ ①量産技術確立により、顧客等社外への試作品紹介・評価が可能となった。 

④界面密着技術や評価技術を他の研究に活用できる可能性が出て来ている。 

⑤外部からの情報取得や技術導入が効果的に行うことができた。 
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⑥公的研究機関（福井県工業技術センター）とのネットワークが広がり、データや試作

品の紹介等で企業（炭素繊維メーカー、自動車メーカー等）、大学との関係も強化され

た。 
・ 社内でのデータ評価取得の短縮化と、ユーザーへのサンプル供給が滞りなく行なわれ

ている。 
・ 大学とのﾈｯﾄﾜｰｸが出来たことにより、粉体に関する基礎研究のﾍﾞｰｽが出来た。 

・ 本事業により若手技術者の技術力工場や社内認知があがり、ナノオーダー微細加工

技術の弊社技術力が著しく向上した。顧客との共同開発などが行われ 弊社企業の事

業運営にも大きく貢献できた。 

・ ① 高エネルギー密度化、捲回型(円筒型)に加えて、超低抵抗、角型捲回といった新規

開発課題の促進も図れた。 

③ 先行投資による、新評価設備、製造設備の新規導入が図れ、研究者の実践スキル

の向上が図れた。 

⑤ 次世代のＬＩＣ開発への機運が高まり、当社 (他２社)での研究組合が発足した。 

 
問１１ 今後生じる可能性が高い波及効果 
ご担当事業の波及効果として、今後生じる可能性が高いと考えられるものについて、以

下より選んで○を付けてください。（複数回答可） 
 
（ ）①研究の継続に弾みが付くことが期待される。 
（ ）②ご担当事業に関する社内での認知度が向上することが期待される。 
（ ）③研究者の育成に貢献することが期待される。 
（ ）④他の分野の技術に活用されることが期待される。 
（ ）⑤外部でのご担当事業に関する研究／開発の活性化が期待される。 
（ ）⑥外部機関（大学、研究機関、企業）等とのネットワークを築くことが 

期待される。 
（ ）⑦その他（下欄に具体的にご記入ください。） 
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問11　今後生じる可能性が高い波及効果

2
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【その他の内容】 
・ 補助事業の研究開発の成果は、06 年 9 月の改造に吸収されているので、今後新たに

補助事業当時の波及効果が直接的に生じるとは考えない。 

・ ハードディスク事業以外 半導体など微細加工が必要な研究、事業に適用され省エネ、

技術進展へ効果が期待される。 

 
①～⑦のいずれの場合も波及効果の具体的内容を以下にご記入ください。 
（例） 
○○事業の○○といった具体的成果を上げることによって、重要な社内の○○会議に

も取り上げられて、当該研究開発の重要性が認識されて○○研究開発の継続が見込まれ

る。 

 
【波及効果】 
・ 事業化による研究者のモチベーションの向上。研究～事業化への道筋の経験を踏む

ことによる研究者としての能力向上に寄与する。 

・ 難易度の高い基盤技術の開発テーマのため、将来の研究開発リーダーの育成に貢献

する。 
・ 本事業によって社内認知度が向上し関連部署から新たな顧客紹介が得られるようにな

ることが見込まれる。また、外部機関のネットワークがより広がることが期待される。 
・ 本事業により、太陽電池分野の開発の取組みの重要性が認知され、有機太陽電池技

術および関連技術開発の検討が行わている。今後、事業化を目指した技術開発の中

で外部機関とのネットワーク形成が更に必要となってくる。また、外部との取り組み等を
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通じて、研究員の成長の場となる。 
・ 透明導電膜は太陽電池用途への期待が高まっており、社内でも今後太陽電池用途向

けの開発を検討するに至った。 
・ 炭酸エステル＆蓚酸エステル製造プロセス開発で見出した技術の亜硝酸エステルを用

いる反応系への技術展開への適用が見込まれる。1,6-ヘキサンジオール製造プロセス

開発で取り組んだ触媒還元技術が他の還元反応にも展開が見込まれる。 

担当事業の認知度が向上したことにより研究開発の継続が見込まれる。 
・ 当面継続的需要が見込まれる窒素分離、除湿、アルコール分離の分野での省エネル

ギー効果が期待される。 
・ 若手・中堅研究者の育成が出来たことで、これが後続の若手研究員育成にもつながり、

また開発した技術要素が発展的に周辺分野に応用されることが見込まれる。 
・ 添加剤を用いた形状制御技術の習得により、任意の形状の化合物を容易に製造する

ことが可能となり、新たな市場が開ける可能性がある。 
・ 〔高機能軽量積層シートの開発〕 

プラスチック発泡素材の適用により自動車内装部品の軽量化に寄与し、自動車の燃費

向上、ＣＯ２削減等地球環境に貢献できる。また、軽量性、断熱性等の特長があり、建

材、家電、物流資材分野での活用が期待される。 
・ 土木分野など新たな屋外用途への応用が期待される。 
・ 本事業で開発した新規シンチレーター結晶の評価研究からその有用性が確認され、検

出器デバイス開発へと研究の継続が見込まれる。 
・ 本プロジェクトで検討している新規触媒系を活用してみたいとの申し入れが来ている。

また、本研究開発を担当した研究者のスキルが今後の他の研究開発に活かされる。 
・ 環境対応で具体的な技術成果を上げることによって、社内でも当該テーマの重要性が

認識され、短期的には収益的に苦しくても、このような地球環境に寄与するテーマを継

続していくことが可能となることが見込まれる。 
・ 本事業のような非常に難易度の高い研究開発に成功すれば、社内での高い評価が得

られるだけではなく、固体触媒の「その場観察法」の重要性が認められ、他の触媒開発

にも貢献するものと期待される。 
・ 本事業で開発した Al 還元技術をベースに、切り口を変えた各大学との共同研究から、

更に安価・省エネな製造方法が生まれる可能性がある。 
・ 外部発表等により光導波路や光電気混載基板の実物を眼にした潜在顧客から、我々

が当初想定していた用途や事業分野以外の新しい分野での具体的な用途を提案され、

派生事業の立ち上げに繋がると期待される。具体的な案件には繋がっていないものの、

そのような事例に近い事例もいくつか出てきている。このように用途事例や検討事例が

広がることも、結果的に光導波路や光電気混載基板の市場立ち上がりを早期化させる

一つの刺激材料になると考えられる。 
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・ まず透析排水処理市場での本開発のシステムの認知度を高めることで、本開発の重

要性が認識されて、研究開発の継続が期待される。 
・ 「グリーンーケミストリー」「ナノテクノロジー」をキーワードとした開発事業であり、社内

での重要な新規テーマとして認知されてきている。更には、産官学での技術的交流に

て、新たな人脈構築にも寄与している。 
・ クロマト事業での本開発プロセスの適用といった具体的成果をあげることによって、社

内の研究テーマ評価会議、及び業績発表会にも取り上げられ、当該研究開発の重要

性が認識されてクロマト材料研究開発の継続が見込まれるとともに、他の事業領域に

おける製品開発テーマへの適用の可能性が社内で認知された。 
・ 本事業で開発した新規プラズマ溶射技術が、社内の他の事業部のテーマ会議に取り

上げられ、粉体の表面処理への活用も検討することとなった。 
・ 本事業で開発した有機感光体用電子輸送材が高効率・高耐久性の有機 EL 用電子輸

送材として有望であることが判明し、「社内業績報告会」での発表。「事業化」検討の対

象となり、本年事業化に結びついた。さらに、高性能材料の開発に向けた取り組みが

なされている。 
・ スパッタリングターゲット事業での製品化といった具体的成果を上げることで社内での

本技術の有効性が認識されると同時に、本技術を発展させるため、大学との共同研究

を開始した。将来的には社内の他事業部の新製品開発へ本技術の展開が見込まれ

る。 
・ クロマト事業の新規分離材の開発といった具体的な成果をあげることによって、重要な

社内研究テーマ評価会議にも取り上げられ、当該研究開発の重要性が認識されて分

離材研究開発の継続が見込まれる。 
・ 本事業で開発した高発泡性ポリエチレンの特性である高溶融弾性を生かして、さらに、

自動車以外の緩衝材、断熱材等の発泡分野での市場開拓が見込まれる。 
・ 開発技術は検討しているデバイス以外の蓄電デバイスでも有効な技術であり、他デバ

イスへの応用に関して活性化が期待される。とりわけ企業との連係が進むと考えてい

る。 
・ 製品の特性数値化といった具体的な成果をあげることで、社内社外問わず、研究開発

を継続するための起点となった。 
・ 本事業のために採用した研究員も成長しており、本事業以外のガスセンサの開発にお

いてもその力を発揮しつつある。 
・ 粒度分布の狭い、高純度の微細シリカの量産化への取組みが進んだため、電子材料

分野や 先端の半導体分野などの新規材料としての使用が期待される。 
・ 本事業で開発、導入した汚れ計測技術および、汚れ場再現装置、粉体物性測定装置

などの設備を社内の多数の汚れ、閉塞の問題へ適用し、多くの成果が得られたため今

後も汚れ閉塞防止のための技術開発の継続が見込まれる。 
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・ 本技術開発で開発した材料を他の応用分野に展開できるのではないかと期待される。 
・ 建築材料という分野に、研究開発の分野が広がることが見込まれる。 
・ 本事業による開発材料を基盤技術とする材料開発を進め、モジュールメーカー等での

評価が進展し、試作 SiC インバータモジュールでの動作実績という具体的な成果を上

げることによって、技術の重要性・材料のポテンシャルが認知されている。社内的にも

実用化に向けの研究開発の推進が強化された。 
・ 本技術はバイオマスなどの分野への応用の可能性もあり、将来的に本研究で培われ

た技術や研究スキームが他分野に応用される事が期待される。 
・ 本開発を通じて形成した産学連携ネットワークの強化が期待される。 
・ 前項「すでに生じている波及効果」が、さらに広く、深く広がっていくと予想する。主な理

由は、社外に紹介できるデータ・試作品が準備できる体制が整ったためである。また今

回開発された界面密着技術や評価技術、さらに生産技術を応用することで、多事業へ

の波及効果が実際に期待でき、重要な技術・研究と社内で認識されている。具体的に

電子材料分野、大型成型体分野への応用の議論が開始されている。 
・ 社内でのデータ評価取得の短縮化とユーザーへのサンプル供給が滞りなく実施できて

おり、採用へ向けての速度が促進すると思われる。 
・ 若手技術者に技術開発の基本的手法等を大学の研究期間で学ばせる事でにより、今

後の製品開発の開発期間等が短縮されことが期待できる。 

・ ハードディスク事業以外 半導体など微細加工が必要な研究、事業に適用され省エネ、

技術進展へ効果が期待される。 

 
５．制度のマネジメント（スキーム及び運営）について 
 
（１）制度のスキーム（仕組み）について 
 
問１２ 補助率 
本制度は、民間企業主体の研究開発を支援する事業ですが、補助率（２／３以内）は適

切でしたか。 
 
（ ）①適切であったと思う。 
（ ）②適切でなかったと思う。 
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問12　補助率

19 0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

① ②

 
 
問１３ 本制度の補助対象経費の使用可能範囲（設備費、労務費、その他経費、消費税）

は適切でしたか。 
 
（ ）①適切であったと思う。 
（ ）②適切でなかったと思う。 

 
どのような点が適切又は適切でなかったと思うか、具体的に以下にご記入下さい。 

 
 

 

問13　補助対象経費の使用可能範囲

19 0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

① ②

 

【適切な点】 
・ 本事業では、設備費と消耗品費を必要としており、適切に補助いただけた。 

・ 本事業を精力的に進めるにあたり、必要な設備費と消耗品費を適切に補助頂けまし

た。 
・ 技術的なハードルが高く、リスクが高いため、開発をするための判断としてはリスクと効

果を考えると 1/3 以上の負担の場合、断念せざるを得なかった可能性が高い。 
・ 設備費、その他経費に補助金を使用したが、補助金なしでは導入が難しかった大型の

装置を導入でき、基礎研究で見出された効果を検証できた。また生産設備を設計する

上での基礎データを取得することができた。 
・ 本事業以外での使用が可能な物品に関しては補助対象外とする点は経費の適切な使

用を図る上で、適当であったと思う。 
・ 特に制約なく研究活動に使用できた点。 
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・ 使用可能範囲が制限されている事で不都合を感じる事は特になかった。 
・ 特に疑問は感じなかった。 
・ 設備費、労務費以外にも、委託作業費、調査費もあり、柔軟に経費を使用できる範囲

がよい。 
・ 補助率が高く、設備導入においては負担軽減となる。 
・ 設備費への適用範囲が大きく 企業の投資リスクの分散への貢献が大きい。 

・ ① ２／３という高い補助率のおかげで開発計画を思い切って前倒しが出来、大きな開

発投資を行うことが出来た。 

 
補助対象経費の使用可能範囲について、お考え・ご意見がございましたら、以下にご記

入ください。 
 
 

 
【意見】 
・ 補助事業終了後に本テーマのリーダーに任命されたため、当時の経費に関するコメン

トは差し控えさせて頂きます。 

・ 現行の使用範囲で十分であると考えている。 
・ 経費使用範囲の自由度がもっと上がれば、さらに革新的事業を早期に達成できる援助

になると考えられる。 
・ 補助金の対象品の購入を、各年度で年度内に全て終了させることは、特に初年度は非

常に難しい。開発機器に関しては納期の長いものもあるため、数年にわたり補助金を

頂く場合は、納入、検収が年度をまたぐことを認めていただきたい 
・ 「消耗品費の使用可能範囲が 20 万円未満」となっている点について、税法上の「10 万

円未満」と規準が異なるため、本事業の予算管理と社内での予算管理を別に行う必要

があり、管理が煩雑になっている。 
・ ①旅費について：重要な展示会・学会は海外が中心であり、旅費の使用範囲を海外に

も適用できるとよい。 

②労務費について：経費を管理するための書類作製が、非常に多く時間がかかる。こ

の部分も労務費にある程度は含められるとよい。また、派遣社員などをこの管理のた

めに雇用することができるとよい。 
・ 設備費と消耗品経費との相互融通できることはとても優れた仕組みであると思うが、も

う少し、融通範囲が拡大出来る方が望ましい。 

・ 特になし（2 件） 
 
問１４ 制度のスキーム全般の評価についてお伺いします。以下より１つ選んで○を付け
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てください。 
 
（ ）①適切であった。 
（ ）②概ね適切であったが、一部に改善すべき点があった。 
（ ）③不適切な点があった。 
 
③とお答えの場合、具体的にご記入ください。 

 (例） 
研究開発を進めていく段階で新たな技術的課題が見つかった場合に、事業費の増額や

補助期間の延長などが柔軟に行えるような制度にしてほしい。 
 
 

 

問14　制度のスキーム全般の評価

16 2 1

0% 20% 40% 60% 80% 100%

① ② ③

 
【具体的な内容】 
・ 研究開発を進めていく段階で新たな応用の可能性が見えてきた場合、目的外使用禁

止という制限について、当初の目的以外の用途（ただし、省エネルギー化としては同じ

範疇）にも応用を広げられるような提案を柔軟に行えるような制度にして欲しい。 

・ 初年度が事実上 5～6 カ月遅れ（8 月）でスタートしたため、設備の納期管理が相当に

厳しかった。このような場合の納期延長の猶予が柔軟に認めて頂ければ有難い。 

 

（２）制度の運営について 
 
問１５ 公募プロセス 
本制度の公募方法、公募時期・期間、応募申請書類・手続き、問い合わせへの対応等は

適切でした。以下より１つ選んで○を付けてください。 
 
（ ）①適切であった。 
（ ）②概ね適切であったが、一部に改善すべき点があった。 
（ ）③不適切な点があった。 
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公募プロセスについて、適切であった点、不適切であった点を、以下に具体的にご記入

ください。 
 
 

 

問15　公募プロセス

16 3 0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

① ② ③

 

【適切であった点】 
・ HP 上での公募案内、公募要領（締め切り、申請書類、手続き）の概説とともに電話、メ

ール等での詳細問い合わせにも懇切に教示いただき、問題なく申請できた。 

・ 申請書類作成において、適切なアドバイスをいただき、効率的に作業が進んだ 
・ 問い合わせに対して充分な対応をしていただいた。 
・ ホームページ等、すべての人が公募できるシステムで行ったところ。 
・ 応募書類の雛形が丁寧であり、また不明な点に関しても適切に対応いただいたために、

スムーズに申請ができた。 
・ 各種の問い合わせへの対応は、迅速でかつ的確に対応いただいた。 
・ 必要な申請書類、手続き等がまとまっており、問い合わせを非常に丁寧に対応して頂

けた。 
・ 公募方法、公募時期・期間、応募申請書類・手続きは適切と思われる。また、不明点に

ついての問合せに対しても丁寧かつ適切な返答であった。 
・ ご担当の方の理解をいただく上で、書類などへの記載方法の案内がわかりやすく、ま

た、お問い合わせなどへのご対応が非常に親切だった。 

・ 適切な点：省担当者への充分な説明の機会を設けて頂いた事 

・ 特に問題はない（2 件） 
【改善すべき点】 
・ 提案、申請に際して、社内決済、書類への社印、社長印の捺印が必要であるがこの手

続きにある程度の時間を要するため、これ以上公募期間が短い場合は対応できない

可能性がある。 
・ 提案、申請に際して、社内の手続きが必要であり、これにある程度の時間を要するた

め、公募期間が短い場合は対応できなかった可能性がありました。 
・ 公募期間は長い方が良いと思われる。 
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問１６ 採択審査プロセス 
本制度の採択審査プロセス（審査方法、審査基準、採択通知内容等）は適切でしたか。

以下より１つ選んで○を付けてください。 
 
（ ）①適切であった。 
（ ）②概ね適切であったが、一部に改善すべき点があった。 
（ ）③不適切な点があった。 

 
採択審査プロセスについて、適切であった点、不適切であった点を以下に具体的にご記

入ください。 
 
 

 

問16　採択審査プロセス

17 2 0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

① ② ③

 

【適切であった点】 
・ 公募時に問い合わせ、説明いただいたとおりの手順にて採択審査され、また採択通知

についても滞りなく連絡いただき、計画に着手することができた。 

・ 省エネルギー効果、等が審査基準となっており、また、先進的な提案が採択されている

と考えられる。 
・ 適切であった点：省エネ効果の高いテーマを、基礎研究を含めた領域にて的確に審査

されていると考えます。 
・ 省エネルギーに関しての具体的な数値目標を掲げ、その目標値の妥当性と研究開発

の目標値とが直接結びついた基準である点が適切である。 
・ 適切であった点：各プロジェクトの開発内容に関し、十分な審査が行われてたところ。 
・ 採択にあたって提案技術の質疑応答の場を設置され、詳細な議論がされた点 
・ 将来の顧客先となる自動車メーカー、デバイスメーカー数社を指定され、当該メーカー

に弊社の提案内容に関してのプレゼン実施し、メーカー側の見解も踏まえて、採択審

査いただいた点は適切であったと思う。 
・ 審査方法や基準は制度の目的に合致した妥当なものであり、採択通知内容等につい
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ても特に不適切と感じた点は無かった。 
・ 審査方法の事前説明、結果の通知など全体的に問題なし。 
・ プロセスも複雑ではなく、審査させて頂けたため。 
・ 補助事業ガイドラインが的確であり、審査資料作成への対応がしやすかった。 
・ 審査でのご質問は的確で、なによりもわれわれの技術をご理解されようとする姿に感

銘を受けた。 

・ 特になし 
 
【改善すべき点】 
・ 採択の確定に時間がかかり過ぎる傾向がある。 
・ 採択頂いたので適切なものと確信しているが、審査基準が判り難く感じた。 

 
問１７ 制度全体の実施体制・運営 
本制度全体の実施体制・運営（事業の進捗管理等）は適切でしたか。以下より１つ選ん

で○を付けてください。 
 
（ ）①適切であった。 
（ ）②概ね適切であったが、一部に改善すべき点があった。 
（ ）③不適切な面があった。 

 
制度全体の実施体制・運営について、適切であった点、不適切であった点を、以下に具

体的にご記入ください。 
 
 

 

問17　制度全体の実施体制・運営

19 00

0% 20% 40% 60% 80% 100%

① ② ③

 

【適切であった点】 
・ 社内で本制度の適用を受けた経験があり、その経験を活かして実施体制、運営を適切

に行うことができた。 

・ 体制・運営の変更点、進捗管理など、適切に連絡いただき、対応に支障がなかった。 
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・ 適切であった点：経費運用の質問に対し、迅速かつ適切な指導、助言を頂いた。 
・ 年度毎の実施体制の見直しの柔軟性に対する応答の迅速さ、進捗管理での問題点の

ご指摘を適切にご助言いただいた。 
・ 新たな技術的課題が発生した際に、同じ設備費内での使途の変更に関して柔軟に対

応いただいた。 
・ 適切であった点：各プロジェクトについて、１年単位で中間検査、確定検査の２回、進捗

状況をチェックし、次年度への継続の是非を判断しているところ。 
・ 運営に関わる質問等の対応が速く、事業運営に素早くフィードバックされた点。 
・ 必要な処理について、適切な時期に事前の連絡があり、手続き等をスムーズに行うこ

とが出来た。 
・ 経済産業省担当者様にも補助事業遂行に当たってよく相談に乗っていただき、適切に

事業を取り進めることができた。 
・ 中間審査・確定審査など、丁寧に対応して頂けた。また日々の問い合わせにも迅速に

対応頂けた。 
・ 実施体制ならびに進捗管理検査等は企業カレンダーと合致しており対応しやすく、また

経費等の管理についても適切な助言をいただき滞りなく事業を遂行できた。 
・ 研究過程で、生じた開発遅延について ご説明にあがった際 その状況をご理解いた

だくことにお忙しい中技術内容まで突っ込んで、改善する方策などのアドバイスまでい

ただけた。 

・ 適切であった点：中間審査の時期につき、こちらのスタート遅れをある程度考慮頂き配

慮頂いた。 

・ 特になし（2 件） 
 
問１８ 問い合わせに対する制度運営者（経済産業省）の対応はどうでしたか。以下より

１つ選んで○を付けてください。 
 
（ ）①迅速かつ丁寧な対応であった。 
（ ）②時間はかかったが、対応は丁寧であった。 
（ ）③時間もかかり、対応もあまり丁寧でなかった。 
（ ）④疑問点などの問い合わせ方法が分からなかった。 
（ ）⑤問い合わせることは無かった。 
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問18　問い合わせに対する制度運営者の対応

17 2 00 0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

① ② ③ ④ ⑤

 
 
問１９ 制度運営者（経済産業省）から、その成果の普及、事業の運営その他に関して特

に印象深いアドバイスがありましたか。以下より１つ選んで○を付けてください。 
 
（ ）①アドバイスがあった。 
（ ）②アドバイスがなかった。 

 
具体的なアドバイス内容についてご記入ください。 

 
 

 

問19　制度運営者からの印象深いアドバイス

14 5

0% 20% 40% 60% 80% 100%

① ②

 

【具体的なアドバイス内容】 
・ 中間・確定の各検査の事前に証憑類の準備等について、適切なご指導を頂きました。 

・ 材料設計に関して計算化学からのアプローチについてご助言を頂き、結晶構造とキャ

リア移動の相関を考察する端緒となった。 
・ 製品イメージに関するご助言を頂きました。 
・ 補助事業終了後に太陽電池用途への可能性が見えてきた時点で相談させて頂きまし

た。当初の目的の開発を進めながら、新たな可能性の検討も平行して進めたいという

要望に対して、アドバイスを頂きました。 
・ 運営者の方から産総研の関屋先生をご紹介いただき、それがきっかけとなって共同研

究がスタートし、特許も１件出願した。 
・ 中間検査の際、技術的アドバイスをいただき、開発加速に参考になった 
・ 本プロジェクトを開始するにあたり、マイクロ波技術に精通している研究者を紹介して
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頂き、マイクロ波加熱技術のポイントとなる周波数の設定や技術動向について、貴重な

アドバイスを頂くことが出来た。 
・ 事業化計画を見据えた、大型機器の導入に係わる適切なアドバイスがあり、予算配分

を的確に行えた。 
・ 高周波化による省エネの効果拡大についての助言 
・ 事業延長をする必要が生じた際に、制度運営者から延長手続きに関して、きめ細やか

で適切なアドバイスを頂戴した。 
・ 導入する設備の仕様が急遽修正が必要になった時に、的確なアドバイスをいただき、

遅れを発生させることなく、導入することができた など。 
・ 今後の開発促進方策として、公立（国）関連部署との連携等について助言をいただい

た。 
・ 初年度終了後の見直しで、成果を積極的に評価いただき、2 年目計画では当初計画よ

りも増額を認めて頂ける契機となったこと 

 
問２０ 変化への対応 
本制度は課題をあらかじめ設定して公募していますが、その内容は、技術動向、社会情

勢・市場ニーズに対応したものになっていますか。以下より１つ選んで○を付けてくださ

い。 
 
（ ）①対応している。 
（ ）②対応していない。 

 
対応している又は対応していない点を以下に具体的にご記入ください。 
  
 

 

問20　変化への対応

19 0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

① ②

 

【対応している点】 
・ 公募がより先進的な内容となってきており、また、民間への競争的資金となっているこ

とから適切に事業が採択されていると考えられる。 
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・ 省エネという社会情勢にあったテーマを設定されている。 
・ 省エネルギー化技術は技術動向・社会情勢・市場ニーズ、全てにおいて重要な課題で

あるため。普及に必要な代替材料の開発という観点の重要性も反映されている。 
・ 省エネ機器の開発だけでなく、本事業のように、製造段階での省エネに貢献する製造

プロセスに対しても補助対象となっているなど、多くのニーズに柔軟に対応していると

思います。 
・ 国家政策的に見ても省エネ推進は重要であり、とりわけ各種デバイス類の省エネ化は

今後必須になると予想されるが、技術的なハードルも高い技術範疇を含むため、この

ような技術開発について制度的な支援が受けられるのは時勢に即した適切な施策で

あると考えている。 
・ 地球規模での温暖化対策は急務の課題であり、省エネ技術開発は技術動向、社会情

勢、市場ニーズに十分に対応するものであると考えられる。 
・ 課題は設定されているが、具体的な妥当性があることから社会情勢に対応したもので

あると考えている。 
・ 情報通信用に特化している点 
・ 技術動向、社会情勢・市場ニーズを十分調査した上で、企業側の状況も十分配慮いた

だいている。 
・ 省エネルギー化、効率化、小型化の観点からSiインバータからSiCインバータへのシフ

トは大いに期待される技術であるため。 
・ 省エネルギーに関する先進的な技術開発は産業界にとっても極めて重要な課題であり、

情勢にマッチした課題設定と考える。 
・ CO2 排出量削減という大枠の課題設定であり適切と思う。 
・ 資源に乏しい日本において、省エネルギー重要な課題の１つであり、それに応える科

学技術の創出は有力な要素の１つであるため。 
・ 技術立国戦略と環境視点に立った複眼的な技術開発テーマの設定であり、現状の日

本産業の課題にたいして真正面からの取り組みと思う。 
・ 省エネに対しての世界のニーズは不変で、これから 重要課題であると思われる。弊

社もそのキーワードで事業領域を選定している。 

・ 対応している点；革新的な蓄電媒体は省エネ技術の中核技術として重要な位置付けを

占めているものである点。 

 
６．その他 
 
問２１ 総合評価 
総合的に判断して、本制度は優れた制度だったと思いますか。以下より１つ選んで○を

付けてください。 
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（ ）①本制度は、非常に優れていた。 
（ ）②本制度は、優れていた。 
（ ）③本制度は、改善すべき点があった。 

 
本制度に対して具体的な意見・要望などについて以下にご記入してください。 
（肯定的意見） 
 
（問題点・改善すべき事項） 
 
（要望事項） 
 
（その他） 
 

 

問21　総合評価

11 8 0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

① ② ③

 

【肯定的意見】 
・ 将来の省エネルギー技術に対して民間の研究開発を支援し、実用化を促進するうえで、

本制度のような競争的資金は適していると考えられる。また、本事業では、研究開発状

況に応じた事業費増額に柔軟に対応していただいた。 

・ 社会情勢を踏まえ、難易度の高い新技術開発が必要となるテーマが選定されていまし

た。また、網羅的に経費支援が頂ける。 
・ 省エネルギー関連部材の開発は、開発すべきハードルが高い場合に次の施策となる

テーマとなることが多いが本制度の助成により、開発を遂行することができる。 
・ リスクの高い本研究開発に資金を補助していただき大変感謝している 
・ 企業として難易度が高いが、効果としては大きい開発案件に対して、補助されることに

ついては、有効 
・ 技術動向や社会情勢に即したテーマ設定がされており、制度運用の効果も大きいため、

本制度は優れたものであり、今後も引き続き制度継続願いたい。 
・ 革新的な技術により国際競争力を高めるために一企業のみでは不可能なリスクが高



 53

い研究開発に対し、十分な補助が得られる制度として優れている。 
・ 本制度は、事業目的の範囲においては研究活動を制約することなく活用できる点で優

れている。 
・ 2/3 という高い補助率のため、装置導入等の点で大幅な研究の効率化が図れた。 
・ 経済状況が大きく変化する中、今回目標の追加等、柔軟に対応していただくことにより、

研究開発の加速に非常に役立ちました。 
・ 企業とは異なる視点で、国の政策としてテーマを拾い上げ、育成する制度として、日本

の化学産業の発展に大いに有意義な制度であると思う。 
・ 達成すれば大きな成果が得られるが、技術的なハードルが非常に高く、社内での充分

な研究資金の確保が困難なケースでも、可能性が認められれば研究を補助して頂け

る点が、特に革新的な技術開発を目指す上で大変有用であると考える。 
・ 採択、審査、運営など特に問題なく研究開発を進められた。 
・ 本制度により、短期間で多くの技術確立を達成できた。引き続き、このような制度あれ

ば活用したい。 
・ エネルギー消費量削減の視野にたった開発は、企業単独では負担が大きくテーマアッ

プも困難であるが、当制度により開発着手が可能となった。また、高い補助率の事業で

あるため、自社独自のテーマでは導入が困難と思われる設備が設置可能となり、開発

が促進できた。 
・ ２／３という高い補助率の御蔭で、思い切った前倒しの開発研究を進めることができた 

 
【問題点・改善すべき事項】 
・ 予算を単年度で清算する必要があるため、研究の空白期間が起こる可能性がありま

す。計画の見直しには良いシステムであるが、研究が中断する恐れがある。 

・ 事業採択の際の判断基準が、外部からは分かり難いと感じる時がある。採択、不採択

の理由は、すなわち第 3 者の立場からの公平な見解であるので、応募者側にとっては、

採択、不採択いずれにせよ貴重な意見であると考えている。 
・ 年度を越える予算実行（発注から納品・検収）。 
・ 補助対象経費の使用可能範囲が限られている点。 
・ 労務費の計上は管理が煩雑で利用しにくい（今回は計上していない）。 
・ 省担当者の異動時に問い合わせ等への対応に時間を要する事がみられた。 
・ 公募件数、金額の向上 

 
【要望事項】 
・ 事業年度を複数年とするような制度を一部取り入れることで、より基礎的な研究開発か

らの立上げが可能となるかもしれない。 

・ 省エネは日本の強みであり、今後もその優位性を維持できるよう、本制度を維持、また
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充実して欲しい。 
・ 本事業の研究成果が世界的に認知される様に国際学会への参加を補助事業の範囲

としてもらいたい。 
・ 経費使用範囲の自由度を拡げてほしい。 
・ 補助事業を行うにあたり、企業としては施設費、管理費等も必要となり、実質的に補助

事業に必要な総額は大きくなることから、現在の補助金の比率の２／３は適切であると

考えており、今後もこの比率の維持をお願いしたい。 
・ 事務処理（必要な書類）の数を削減して欲しい。旅費等の使用範囲を広げて欲しい。 
 
【その他】 
・ 研究開発を進めていく段階において、研究の前倒しによる事業費の増額を柔軟に行え

る制度になっている点が非常に優れた制度であると思います。 

・ NEDO に比較して、費用の使用用途、管理面で利用しやすく、事業遂行の上で費用執

行に関して意思決定が早くできる印象があります。 
・ 本件は、自社１社のみで助成事業を受けたが、研究分野によっては海外の企業・大学

とも共同で進めることがある。そのような仕組みが今後あってもよいのではないか。 
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