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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２０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日改正）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有害化学物質代替技術開発プロジェクトは、環境を経由した

人の健康等への悪影響が懸念される化学物質のうち、特に代替が困難であるものであって規制強化が

見込まれる重金属を含有する無機顔料について、代替物質（有害化学物質に替わる化学物質及び当該

代替に伴うプロセス、改良製品等）を開発することを目的とし、人体に有害な元素及び環境に対する

負荷の大きい元素を含まない無機顔料の開発、並びに環境への負荷を可能な限り低減できる合成方法

を開発するため、平成２２年度より実施しているものである。 

なお、本事業は平成２２年度政府予算で独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構

（NEDO）が実施した「有害化学物質代替技術開発」の公募において採択された事業であり、平成

２３年度からは経済産業省直接の事業となったものである。 

 

今回の評価は、この有害化学物質代替技術開発の中間評価であり、実際の評価に際しては、省

外の有識者からなる有害化学物質代替技術開発プロジェクト中間評価検討会（座長：伊藤満   

東京工業大学応用セラミックス研究所セラミックス機能部門教授）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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中間評価報告書概要 

 

プロジェクト名 有害化学物質代替技術開発 

上位施策名 環境安心イノベーションプログラム 

事業担当課 製造産業局化学物質管理課 

プロジェクトの目的・概要 

環境を経由した人の健康等への悪影響が懸念される化学物質のうち、特に代替が困難であるも

のであって規制強化が見込まれる重金属を含有する無機顔料について、代替物質（有害化学物質

に替わる化学物質及び当該代替に伴うプロセス、改良製品等）を開発することを目的とする。具

体的には、色の三原色である、黄、赤、及び青について、人体に有害な元素及び環境に対する負

荷の大きい元素を含まない無機顔料の開発、並びに環境への負荷を可能な限り低減できる合成方

法を開発する。 

予算額等（委託）                                         （単位：千円） 

開始年度 終了年度 中間評価時期 事後評価時期 事業実施主体 

平成２２年度 平成２６年度 平成２４年度 平成２６年度 
国立大学法人大

阪大学 

H22FY 予算額 H23FY 予算額 H24FY 予算額 総予算額 総執行額 

42,000 33,716 28,659 104,375 75,716 
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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 

黄色顔料については、BiVO4 系複合酸化物を基材とする優環境型顔料において、世界で初めて

L*a*b*表色系における黄色度（b*）が 90 を越える新しい顔料を開発した。 

赤色顔料については、Bi2O3 系複合酸化物を基材とする優環境型顔料において、現時点における優

環境型の赤色顔料であるべんがら（Fe2O3）の赤色度を超える新しい顔料を開発した。 

青色顔料については、アモルファスオキシリン酸タングステン（WOP2O7）を基材とする優環境型

顔料において、市販の紺青の青色度を凌ぐ青色度を実現した。また、カルシウムスカンジウムケイ酸

塩（Ca3Sc3Si3O12）を基材とする優環境型顔料により、さらに青色を向上させることができた。 

CeO2-ZrO2-Bi2O3系複合酸化物を基材とする優環境型黄色顔料を開発し、有田焼の黄色上絵具として

応用したところ、伝統色の一つである有鉛の「中黄」の色合いを無鉛で忠実に再現できることがわか

った。また、実用化に向けて企業と連携し黄色顔料のセラミックス用途やプラスチック用途での実用

性評価を行うとともに、生体安全性評価を行った。 

 

個別要素技術 
目標・指標 

成果 達成度 
最終時点 中間時点 

新規無機顔料

の創成 

 

 

 

黄色：L*a*b*表現系

における b* 値が

+90 以上 

 

赤色：L*a*b*表現系

における a* 値が

+60 以上 

 

青色：L*a*b*表現系

における b* 値が

−50 以下 

黄色：L*a*b*表現系

における b* 値が

+70 以上 

 

赤色：L*a*b*表現系

における a* 値が

+25 以上 

 

青色：L*a*b*表現系

における b* 値が

−35 以下 

Bi0.86Ca0.07Zn0.02La0.05VO3.955

において、b* = +93.5 を実現し

た。 

 

((Bi0.72Er0.28)0.80Fe0.20)2O3 に

おいて、a* = +30.9 を実現し

た。 

 

(Ca0.95Eu0.05)3Sc2Si3O12 にお

いて、b* = −33.8 を実現した。 

達成 

 

 

 

達成 

 

 

 

未達成 

(96% 

達成) 

実用性の検証 課題の解決 課題抽出と解決策

検討 

Ce0.44Zr0.35Bi0.21O1.895 顔料を

用いることにより、有鉛の「中

黄」の色合いを無鉛で再現で

きた。 

一部 

達成 

生体安全性の

評価 

マウスへの経口投

与及び吸入暴露に

よる毒性評価が陰

性 

マウスへの経口投

与による毒性評価

が陰性 

経口投与評価の結果、マウス

の外観に変化は認められず、

対照群に比較しての体重増加

の抑制も認められなかった。ま

た、各臓器にも異常は認めら

れなかった。 

達成 
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(2) 目標及び計画の変更の有無 

 

＜共通指標＞ 

論文数 
論文の 

被引用度数 
特許等件数 

（出願を含む） 

新規無機顔料の創成 2（他 2報投稿中） 1 

実用性の検証 1 1 

計 3 2 

 

 

評価概要 

１．事業の目的・政策的位置付けの妥当性 

顔料の代替化については一般に認知されていなく、また、企業ベースにおいて代替化がほとんど進

んでいないことから、早急且つ迅速に国主導で解決すべき問題である。日本が世界に先駆けて取り組む

ことは先進性があり、その技術レベルも高く評価できる。化学物質に対する使用規制は世界的に見て今

後避けられない問題であり、特に鉛、クロム等有害重金属については代替品の開発が必要となっている。

人体に直接触れる機会の多い顔料について、有害重金属を含まない新たな有色無機顔料を開発すること

に焦点を当てた本プロジェクトは政策的に重要である。 

また、顔料の代替物質の開発は高度な学術的要素を必要とする研究を含むことから、学を主体とし

た産官学の体制とそれらの役割分担は最適なプロジェクト構成となっている。 

一方で、本プロジェクトの成果を実用化するためには、材料のコストパフォーマンスの検討や企業と

の綿密な協議も必要である。 

 

２．研究開発等の目標の妥当性 

顔料の色彩性を豊かにする 3 原色の顔料の特性に対する明確な目標値が設定されており、既存の顔

料の数値を参考にしている点は、材料開発の中間評価段階として妥当である。また、実用性や安全性の

評価も目標設定されている。 

一方で、新規顔料の特性が既存顔料と同程度であれば、新規材料のコストパフォーマンス等の検討

が必要である。 

さらに、将来工業的な需要を目指すのであれば、顔料粉体での評価ではなく、実際の使用場面を想

定した塗料、プラスチックでの色相や着色力等についても評価する必要がある。 

また、本プロジェクトのみ該当するものではないが、代替候補物質について、どんな安定性試験やヒト

安全性試験を施すかについては、十分な議論が必要である。 

 

３．成果、目標の達成度の妥当性 

黄色、赤色および青色顔料について、特性評価の理論的考察と高度な化合物設計戦略で研究開発を

推進し、多くの成果を獲得している。青色を除いたすべての項目で、目標達成されており、その青色も

達成率97%であり、今後の研究によれば、目標を大幅に達成する可能性が極めて大きい。また、すでに

顔料の安定性試験や安全性試験にも着手しており、中間評価時点の目標に対する達成度は十分といえ
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る。 

論文の発表と特許の出願件数についてもほぼ妥当といえる。 

ある程度研究が進んだ段階では、色素利用現場から指摘された課題や安定性試験にかかる議論を行い、

目標を見直すことが必要である。 

 

４．事業化、波及効果についての妥当性 

中間点であるため、これまでに得られた知見、結果に基づき、事業化の可能性を探るとともに、採

算性も考慮した実用化を計る必要がある。学術的成果は大いに満足できるが、実用化に関しては、課題、

対策、マイルストーン等の設定がいまひとつ明確でない。 

事業化へ向けた工夫として最初に有田焼の色素に適用性を見出している点は評価できるが、年間数

10kgの需要と少なく、塗料、プラスチックでの実用評価をできるだけ早い時点で開始して貰いたい。 

本プロジェクトの成果は、学術的には世界的に見て最先端を走っているように感じられた。経産省とし

てはこの点を考慮して、顔料分野における国際標準化に関する基準制定のイニシアティブをとるよう努

めてほしい。 

 

５．研究開発マネジメント・体制・資金・費用対効果等の妥当性 

本事業の実施に際して目標設定は極めて妥当であり、採択に関するスケジュールも妥当である。選

別過程も適切であり、採択された実施者（大阪大学のグループ）は本プロジェクト実施には最適である。

また、目標達成及び効率的実施のために必要な、実施者間の連携が十分に行われる体制となっており、

学会発表、論文、特許申請等で成果を社会に認知させる努力も十分に行われている。また、開発計画も

重要性の高い色素から重点的に開発進めているだけでなく、ほかの色素への研究配分も適切である。 

一方で、研究開発チーム構成のメンバーとして顔料利用メーカーとの連携がほしかった。今後は、

顔料の市場性が高い塗料、プラスチックでの実用評価も開始してもらいたい。 

また、今後更なる世界情勢の変化も予想され、代替開発顔料の製造場所、適用先もめまぐるしく変化し

てくる可能性がある。今後のプロジェクトの流れの中でも知財戦略を軸とした多くの工夫が必要と思わ

れる。 

 

６．総合評価 

プロジェクトリーダーの強力なリーダーシップの元、適切な研究開発戦略とそれに基づく高い研究

遂行能力の結果、極めて質の高い成果が得られていると思われる。 

国内においては汎用顔料の輸入量が大幅に増えており、国内無機顔料メーカーの事業撤退を余儀な

くされている中、我が国としては世界に先駆けて新規顔料の開発が望まれるところであり、国際基準の

制定や国際競争力のイニシアティブをとる絶好のチャンスとなってほしい。 

基礎開発研究段階では、人的、資金面から一企業として行えることは限られていることから、大学

が政府の資金援助を受けて進めることは重要。 

特別な化合物や素材を使わない初期の設定が実用化の可能性を大きなものとしていると思われるが

、実用化に向けては、企業サイドとの連携や実用的な評価が今後の課題である。さらに、実用化のステ

ージでは、これまでの科学的見地に基づく開発戦略とは大きく異なるグローバルな戦略と国からの後押
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しが期待される。 

プロジェクトリーダーの強力な采配のもと、目標に向かって邁進することを期待する。 

 

７．今後の研究開発の方向等に関する提言 

○大学人の研究はややもすると基礎研究に偏りがちであるが、塗料、プラスチックに分散しての実用的

な評価や、顔料の隠蔽力、着色力、色合い、あるいは粉体の形態制御棟についての評価等、応用に向け

た研究も必要と考える。 

○実用化に向けてのノウハウのためには、企業との連携を強化する必要がある。 

○実用化をより強く意識したものにシフトしていく中で、新規開発顔料の「ヒト影響試験」や「安定性

試験」などは、新顔料の性能を十分担保する内容であるべき一方で、効率よい計画も強く期待される。 

○色に関しては、人の感性に依存している部分が多いので、その分野の専門家も加えた評価が必要であ

る。 

○もっとも実現性がありかつ需要量が多く、現段階でも中間目標を達成している黄色顔料について注力

し、早期の工業化を目指しての取り組みに重点をおいて進むのが良いと考える。 

○カドミウムを使った赤色顔料のレベルをクリアするためには、弁柄ベースの材料から脱却することも

視野に入れたほうがよいと思われる。 

○必要な場所に必要なだけレアアースを使用することは、 材料開発の選択肢を豊富にすることにつな

がる。材料開発におけるブレークスルーを逃さないためにも、レアアースを積極的に使用している姿勢

は今後とも続けるべきである。 
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評点結果 

評点法による評点結果 

（有害化学物質代替技術開発プロジェクト） 

 

  評点 
Ａ 

委員 

Ｂ 

委員 

Ｃ 

委員 

Ｄ 

委員 

Ｅ 

委員 

 １．事業の目的・政策的位置付けの妥当性 2.40  2  2  2  3  3  

 ２．研究開発等の目標の妥当性 2.20  2  1  2  3  3  

 ３．成果、目標の達成度の妥当性 2.40  2  1  3  3  3  

 ４．事業化、波及効果についての妥当性 1.20  1  1  1  2  1  

 ５．研究開発ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ･体制･資金･費用対効果等の妥当性 2.20  2  2  2  3  2  

 ６．総合評価 2.40  3  2  2  3  2  
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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 

 

 

本プロジェクト評価は、「経済産業省技術評価指針」（平成 21年 3月 31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)より良い政策・施策への反映 

(2)より効率的・効果的な研究開発の実施 

(3)国民への技術に関する施策・事業等の開示 

(4)資源の重点的・効率的配分への反映 

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。 

プロジェクト評価とは、評価指針における評価類型の一つとして位置付け

られ、プロジェクトそのものについて、同評価指針に基づき、事業の目的・

政策的位置付けの妥当性、研究開発等の目標の妥当性、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、研究開発マネジメント・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、本プロジェクトの実施、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、プロジェクトの目的や研究内容に即
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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５名が選任された。 

 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製造産

業局化学物質管理課が担当した。 

 

３．評価対象 

 

 有害化学物質代替技術開発（実施期間：平成２２年度から平成２６年度）を

評価対象として、研究開発実施者（国立大学法人大阪大学、清泉女子大学）か

ら提出されたプロジェクトの内容・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、研究開発実施者からの資料提供、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「プロジェクト評価におけ

る標準的評価項目・評価基準」、今後の研究開発の方向等に関する提言等及び要

素技術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、個人情報で支障が生

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．プロジェクト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室において平成

２３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

価基準について」のプロジェクト評価（中間・事後評価）に沿った評価項目・

評価基準とした。 

 

１．事業の目的・政策的位置付けの妥当性 

（１）事業目的は妥当で、政策的位置付けは明確か。 

・事業の政策的意義（上位の施策との関連付け等） 

・事業の科学的・技術的意義（新規性・先進性・独創性・革新性・先導性

等） 

・社会的・経済的意義（実用性等） 
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（２）国の事業として妥当であるか、国の関与が必要とされる事業か。 

・国民や社会のニーズに合っているか。 

・官民の役割分担は適切か。 

 

２．研究開発等の目標の妥当性 

（１）研究開発等の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研究開発等の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．成果、目標の達成度の妥当性 

（１）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）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．事業化、波及効果についての妥当性 

（１）事業化については妥当か。 

   ・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．研究開発マネジメント・体制・資金・費用対効果等の妥当性  

（１）研究開発計画は適切かつ妥当か。 

・事業の目標を達成するために本計画は適切であったか（想定された課題

への対応の妥当性）。 

・採択スケジュール等は妥当であったか。 
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・選別過程は適切であったか。 

・採択された実施者は妥当であったか。 

 

（２）研究開発実施者の実施体制・運営は適切かつ妥当か。 

・適切な研究開発チーム構成での実施体制になっているか、いたか。 

・全体を統括するプロジェクトリーダー等が選任され、十分に活躍できる

環境が整備されているか、いたか。 

・目標達成及び効率的実施のために必要な、実施者間の連携／競争が十分

に行われる体制となっているか、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。 

・社会経済情勢等周辺の状況変化に柔軟に対応しているか（新たな課題へ

の対応の妥当性）。 

・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 プロジェクトの概要 
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１．事業の目的・政策的位置付け 
 
１－１ 事業目的 
 

世界中で数百万種類を超える化学物質が幅広い産業を支える基礎材料として

使われている一方で、有害性が懸念される化学物質については人や環境への有

害性がより少ない化学物質への代替化や利用が望まれている。 
化学物質管理に係る国際的な対応を示すものとしては、1992 年の国連環境開

発会議（地球サミット）で採択された「アジェンダ２１」がある。第 19 章「有

害化学物質の環境上適正な管理」で、化学物質の管理に関する基本的な方向性

とその課題を明らかにしている。 
2002 年に開催された「持続可能な開発に関する世界首脳会議(WSSD)」におい

て、「ライフサイクルを考慮に入れた化学物質と有害廃棄物の健全な管理のため

のアジェンダ２１の約束を新たにするとともに、予防的取組方法に留意しつつ

透明性のある科学的根拠に基づくリスク評価手順とリスク管理手順を用いて、

化学物質が、人の健康と環境にもたらす著しい悪影響を最小化する方法で使用、

生産されることを 2020 年までに達成する」との、首脳レベルでの化学物質管理

に関する国際合意（WSSD 目標）がなされている。具体的に示された行動の一

つに、「水銀とその化合物に関する UNEP のグローバル・アセスメントなどの関

係する研究をレヴューすること等を通じて、人の健康と環境に害を及ぼす重金

属によるリスクの軽減を促進すること。」とあり、重金属によるリスクの軽減が

求められている。 
2006 年 2 月に開催された第 1 回国際化学物質管理会議（ICCM）において、

WSSD 目標を具体化するために、「国際的な化学物質管理のための戦略的アプロ

ーチ」（Strategic Approach to International Chemicals Management；SAICM）が策定

された。SAICM は、科学的なリスク評価に基づくリスク削減、予防的アプロー

チ、有害化学物質に関する情報の収集と提供、各国における化学物質管理体制

の整備、途上国に対する技術協力の推進等の分野での戦略と行動計画を定めて

いる。SAICM は ICCM において 3 年ごとに進捗状況をレビューすることとされ

ている。2009 年 5 月に開催された第 2 回 ICCM において、SAICM の新規課題と

して「塗料中の鉛の廃絶」が提案されているところである。 
EU においては、2003 年に電気電子機器に含まれる特定有害物質の使用制限

に関する指令（RoHS 指令）が公布され、2006 年発効している。特定有害物質

に指定されている 6 物質のうち 4 物質は重金属で、鉛、水銀、カドミウム、六

価クロムである。米国においては、一部の州法に「容器包装の重金属規制」が

あるなど、重金属に関する規制が強化されつつある。 
SAICM や RoHS 指令等を受け、EU やアジアで化学物質規制が急速に強化さ
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れつつあるが、未だ代替品がないことから重金属は一部の用途で使用されてい

る。例えば、セラミックス（タイル、食器など）やプラスチック用途に用いら

れるカドミウム、鉛等を含む有色無機顔料は、耐光性・耐熱性・彩色・視認性

等の課題から他の顔料で代替することができず使用が継続されている。 
 
本事業は、環境を経由した人の健康等への悪影響が懸念される化学物質のう

ち、特に代替が困難であるものであって規制強化が見込まれる重金属を含有す

る顔料について、代替物質（有害化学物質に替わる化学物質及び当該代替に伴

う改良プロセス、改良製品等）を開発し、これによって、当該物質による環境

リスクを低減するだけでなく、厳格化する化学物質規制により必要不可欠な物

質が使用できなくなる企業経営上のリスクを低減し、さらに、諸外国に先駆け

て代替化を行うことにより、我が国産業界の国際競争力強化に資することを目

的とする。 
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１－２ 政策的位置付け 
 

経済産業省では、革新的技術の研究開発を通じて、わが国産業の国際競争力

の強化と、わが国を巡る経済・社会的課題の解決を実現すべく、研究開発政策

を戦略的に実施するためのイノベーションプログラムと技術戦略マップを策定

している。 
 
（１）イノベーションプログラム基本計画 
経済産業省が実施している 200 以上の研究開発事業は、2008 年 4 月に 7 つの

政策目標の下にまとめられ、市場化に必要な関連施策（規制改革、標準化等）

と一体となった施策パッケージである「イノベーションプログラム」として推

進されている（2010 年 4 月改定）。 
本事業は、従前の「化学物質総合評価管理プログラム」の内容を含む「環境

安心イノベーションプログラム」の一環として実施するものである。「化学物質

総合評価管理」の達成目標は、以下のとおり記述されている。 
2002 年に開催された WSSD（持続可能な開発に関する世界首脳会議）におい

て「化学物質が、人の健康と環境にもたらす著しい悪影響を最小化する方法で

使用、生産されることを 2020 年までに達成することを目指す」という国際合意

がなされていること等を踏まえ、化学物質のリスクの総合的な評価を行いつつ、

リスクを評価・管理するための技術体系を構築する。そのために、化学物質の

リスクに係る国民の理解増進のための基盤、事業者が自らリスクを判断する手

段及び国が規制等の施策を講ずる際の手段として、化学物質のライフサイクル

にわたるリスクの総合的な評価管理を行うための手法を確立するとともに、リ

スクの削減に資するプロセス、手法の開発、さらには知的基盤を整備する。 
 
本事業は、上記達成目標の「リスクの削減に資するプロセス、手法の開発」

に該当し、研究開発内容一覧において「有害化学物質代替技術開発」として、

以下のとおり位置付けられている。 
 
有害化学物質代替技術開発 
①概要 
有害性が懸念される代替が困難な化学物質について、転換が円滑・迅速にな

されるよう代替物質の開発等を行う。 
②技術目標及び達成時期 
2014 年度までに、ストックホルム条約等の国際的規制でエッセンシャルユー

スに限定して使用が許容されている PFOS 等の化学物質及び今後規制対象とな

る可能性があるヘキサブロモシクロドデカン（HBCD）等の化学物質のうち、特
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に代替が困難である 1 物質程度について、代替物質の有害性に係る情報を確認

しつつ、代替物質の開発、代替プロセスの開発、排出抑制技術開発等を行い、

実用性を検証する。 
③研究開発期間 
2010 年度～2014 年度 
 
環境安心イノベーションプログラム基本計画の原文を添付資料①にあげた。

概要を図１－１に示す。 

 
図１－１ 環境安心イノベーションプログラムの概要 
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（２）技術戦略マップ 
経済産業省は、産業技術政策の研究開発マネジメント・ツール整備、産学官

における知の共有と総合力の結集および国民理解の増進を実現するために技術

戦略マップを策定している。 
技術戦略マップ２０１１（2011 年 4 月）の「環境領域」の「化学物質総合評

価管理分野の導入シナリオ」において、リスク削減に必要な研究開発として、「有

害化学物質及び重金属の代替のための技術開発」が位置付けられている（図１

－２）。 

年間1t以
上物質の
登録期限

大気汚染物質排出削減技術の開発

網羅的かつ詳細な暴露評価手法の開発

化学物質総合評価管理分野の導入シナリオ

目
標

○行政、企業等による化学物質の科学的なリスク評価とその評価結果を踏まえた化学物質の使用
○行政、企業、国民等の間のリスクコミュニケーションを通じた化学物質管理についての理解促進

○化学物質の排出削減が進むことによる、環境負荷の低減への寄与、国民の健康の保護と生活環境の保全
○日本の産業の国際競争力の強化

国
内
外
の
動
き

政
府

技術の普及

�
ス
ク
評
価
管
理

研
究
開
発

�
ス
ク
削
減

暴露評価手法の開発

環境汚染の修復・無害化処理
のための基盤技術の確立

リスク評価手法の開発

国 内

国 外

2015年 2020年

ＷＳＳＤ
目標達成

水処理技術の開発

インビトロ手法の開発

2010年

REACH
発効

TSCA改正

高速・安価な有害性評価手法の開発

土壌汚染対策技術の開発研
究
開
発

代替物質・代替プロセス技術の開発 有害化学物質及び重金属の代替のための技術開発

技術の普及

法令整備・運用

税・財投制度

大気汚染防止法、水質汚濁防止法、土壌汚染対策法、廃棄物処理法等

実証モデル事業の実施、シンポジウム・セミナー・講習会等の開催

公害防止設備に対する優遇税制・低利融資

リスク顕在化学物質（アスベスト、重金属等）の対策技術の開発

政
府

排出削減のための技術の開発や
革新的な環境調和型生産技術の開発

シンポジウム・セミナー・講習会等の開催

化審法による既存化学物質及び新規化学物質のリスクの評価及び管理

化管法による事業者の自主管理及び必要情報流通の促進

知的基盤の整備
有害性情報・暴露情報・リスク評価情報データベースの整備

法令整備・運用

改正化審法本格施行
（優先評価化学物質の指定等）

基
盤

動物実験によらないメカニズムの理解
に基づいた有害性評価手法の開発

共
通

基
盤

化審法
改正

水銀管理条約の交渉

・生命プログラムの再現による生命機能の統合的理解
基盤技術の開発（解析・検出・測定・インフォマティクス・生産・制御）
生命プログラム再現のための要素研究（ゲノム、ＲＮＡ、タンパク質、メタボローム、糖鎖）

生体の高次調節機能のシステムを理解する研究（脳科学、発生・再生科学、免疫・アレルギー科学）
・世界最高水準のライフサイエンスデータベースの構築（統合的なデータベースの整備）
・生物遺伝資源等（バイオリソース）の保全・確保・利用

３Ｒ分野（最終処分量削減、建設廃棄物、金属資源３Ｒ、３Ｒエコデザイン・再生生産技術）

脱フロン対策分野（冷凍空調機器、発泡・断熱材、電気絶縁ガス使用機器、エアゾール等、半導体等製造、金属製品）

グリーン・サステイナブルケミストリー分野（グリーン製造化学プロセス、製造工程廃棄物・副生物の大幅削減、
環境負荷が小さい加工プロセス、ハザード管理されたハロゲン製品、環境負荷が小さい製品、

良質な水資源確保システム、低環境負荷・高利便性交通輸送システム）

生物機能活用技術分野（環境維持・修復技術：環境汚染物質の効率的な除去、簡易モニタリング）

基礎研究

関連技術の開発と実用化
（対応する技術戦略マップを参照のこと）

国際標準化・国際協力 ＯＥＣＤテストガイドライン化等に向けた活動、ＩＳＯ規格化等に向けた活動、新興工業国への技術移転

計量・計測システム分野（化学計測、環境化学計測、バイオ・食品関連計測、医療関連計測ほか）知的基盤の整備

環境モニタリング・疫学調査・生体モニタリングの実施とデータベースの整備、生体試料の蓄積

創薬・診断分野(分子間相互作用解析技術、ケミカルジェ ネティクス、細胞内ネットワーク解析技術、

薬物導体シミュレーショ ン、細胞・臓器モデル（健常ヒトｉＰＳ細胞の活用等）による薬物代謝及び安全性評価技術）

再生医療分野（生体外組織化技術）

関連技術の開発と実用化
（対応する技術戦略マップを参照のこと）

ＩＣＣＭ１
ＳＡＩＣＭ策定

ＩＣＣＭ３ ＩＣＣＭ４

GHS導
入目標

ICATM
設立

EPA 
ToxCast

Toxicity Testing in 
the 21st Century

Tox21

OECD-HPV
全ＨＰＶ4500
物質の有害性
評価を終了

化管法施
行令改正

RoHS指
令発効

動物実験した
化粧品の販
売完全禁止

欧州

米国

国連等

インビトロ手法の開発

インシリコ手法の開発

網羅的かつ詳細な暴露評価手法の開発

評価に必要なデータが不足した化学物質のリスク評価手法の開発

ナノテクノロジー分野（ナノマテリアル、ナノプロセス）

ナノテクノロジー分野（ナノプロセス）

2010 年度までに定発生源からのＶＯＣ
排出総量を2000年度比で３割程度抑制

第3次環境基本計画
第3期科学技術基本計画

ＩＣＣＭ２

廃棄物処理のための技術開発

第4次環境基本計画
第4期科学技術基本計画

 
図１－２ 化学物質総合評価管理分野の導入シナリオ 



13 
 

化学物質総合評価管理分野の技術マップにおいて、リスク削減に必要な技術

開発課題のうち、本事業に特に関連する重要技術は、重金属の代替物質技術の

「（Ｅ８０）新規高性能酸化物系無機顔料」として記載されている（図１－３）。 
対象物質

法規制

動向

緊急

性
技術分類 技術名称 技術の概要

新規性

成熟度

実現

性

波及

効果

総合評価

（重要性等）
備考 該当技術

浄化

・

修復

分離技術

・吸着除去（活性炭、イオン交換樹脂、キレート吸着）（①、②）

・溶媒抽出（①、②）

・膜分離（①）

・添加剤による抽出（②）

・電気分解（②）

・吸着除去（スラグ繊維）（②）

・鉄酸化細菌（①、②）

△ ○ ○ △

E35, E36,

E37, E38,

E79, E119,

E120, E121,

E122, E123,

E124, E125,

E151, E152,

E153, E154,

E155

プロセス転換技術
・廃液再生システム（不純物除去）（①）

・代替プロセス（電解硫酸方式）（②）
○ ○ ○ ○

E38, E118,

E126

代替物質技術 ・新規高性能酸化物系無機顔料（①） ○ ○ ○ ○ E80

代替

重金属 △ -

 
図１－３ 化学物質総合評価管理分野の技術マップ（リスク削減） 

 



14 
 

１－３ 国の関与の必要性 
 

本事業は、平成 22 年度政府予算で独立行政法人新エネルギー・産業技術総合

開発機構（NEDO）が実施した「有害化学物質代替等技術開発」の公募において

採択された事業である。 
平成 21 年 5 月、残留性有機汚染物質の廃絶を目指すストックホルム条約に産

業界で多用されてきたペルフルオロ（オクタン－１－スルホン酸）等が追加さ

れたこと、同じく平成 21 年 5 月に公布された改正化学物質審査規制法について

の衆議院、参議院における審議の際に『「エッセンシャルユース」として認めら

れた化学物質については、（中略）事業者に対し代替化及び低減化に向けた取組

を促すこと。』との決議が付されたこと等を背景に、中小企業に代替化を促すた

めに必要な技術開発として「有害化学物質代替等技術開発」の公募が行われた。

必要不可欠な用途であっても、1) 代替化には高度な研究開発力が必要であるこ

と、2) 基礎研究から製品化までには多額の費用が必要であること、3) 製造・輸

入量が少ない場合が多く、研究開発投資に見合うものが見込めないことから、

中小企業にとって代替化への対応は困難な状況にあるためである。 

 

WSSD で合意された国際目標の達成に向けた SAICM の新規課題として塗料

中の鉛の廃絶が提案され、EU において RoHS が発効するなど、世界的に重金属

に関する規制が強化されつつある。規制の内容によっては重金属を含む物質を

使用することが困難となるが、重金属を含む有色無機顔料を使用する企業はほ

とんどが中小企業であり、代替化への対応は困難である。 
そこで、大学等が有する材料開発の基盤技術を活用し、重金属フリーの代替

物質を主要メーカーと連携し産官学にて開発・代替を行う。本事業は化学物質

の適正管理を推進するのみならず、安全な我が国製品の輸出を促進し海外市場

の獲得・拡大、国際競争力の強化に資する。 
 
化学物質の規制において、化学物質審査規制法は厚生労働省・経済産業省・

環境省が所掌し、化学物質排出把握管理促進法は経済産業省・環境省が所掌し、

それぞれ所掌している省で連携して運用している。他方、化学物質の規制と人

や環境への有害性がより少ない化学物質の研究開発等のイノベーションの促進

を表裏一体として捉えていくことは重要な政策課題の一つである。イノベーシ

ョンの観点から当省が、有害化学物質の代替技術開発の安全性を確保しつつ基

礎的研究を推進することは重要な施策であり、基礎的研究を大学で行い、研究

成果を民間が活用し製品使用時の評価や量産化に向けた実用化を担い、大学と

企業が密接な連携の下で研究開発を実施する。 
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２．研究開発目標 
 
２－１ 研究開発目標 
 
最終年度（平成２６年度）末までに、ストックホルム条約等の国際的規制で

エッセンシャルユースに限定して使用が許容されている化学物質又は今後規制

対象となる可能性がある化学物質３物質程度について、代替物質を開発し、実

用性を検証することを目標とする。 
今後国際的な規制対象となることが想定される化学物質（EU、米国等で規制

対象候補物質として議論されているもの、国際条約締約国会合で議論の俎上に

載っているもの等）あるいは、規制対象となっているが、執行が猶予されてい

るもの等、突然使用が禁止されると産業が止まってしまうような影響の大きい

化学物質について、有用な出口を指し示すことで、円滑な規制の執行を確保す

る。 
具体的には、化管法で指定されている物質や RoHS 等で規制対象物質となっ

ているカドミウム、クロム、鉛等を含有する無機顔料は、セラミックス、ガラ

ス、プラスチック、塗料等の着色用剤として幅広く利用されているが、これら

に代表される有害化学物質を含まない無機顔料の開発、並びに環境への負荷を

可能な限り低減する合成方法等の開発を目的とする。 
ここで、本事業における有害化学物質としては、放射性元素に加え、毒性を

有する金属として水銀、カドミウム、鉛、六価クロム、さらにはベリリウム、

ヒ素、タリウム、テルルに、好ましくない元素としてニッケル、コバルトを加

えたものとする。本事業（テーマ：人体・環境に優しい３原色無機顔料の開発）

においては、このうちカドミウム、鉛、六価クロム、コバルトについての代替

を研究する。 
最終成果目標として、有害金属を含む顔料の使用を低減し、食器、玩具、塗

料など身の回り生活品を安全かつ安心して利用することを可能にすること、及

び我が国が世界に先駆けて代替化学物質を開発し、有害化学物質を含まず、か

つ従来顔料と比較して同等以上の性質を有し、ヒトに対する安全性が確保され

た無機顔料へ３物質程度代替を行うことを目指す。 
 
＜中間・技術成果目標（平成 24 年度末）＞ 

・クロム、鉛等の有害化学物質を含まない無機顔料（黄色）の合成（無機顔料

の性質のうち JIS に基づく L*a*b*表現系で b*値が+70 以上） 
・カドミウム等の有害化学物質を含まない無機顔料（赤色）の合成（無機顔料

の性質のうち JIS に基づく L*a*b*表現系で a*値が+25 以上） 
・コバルト等の化学物質を含まない無機顔料（青色）の合成（無機顔料の性質
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のうち JIS に基づく L*a*b*表現系で b*値が-35 以上） 
 
＜最終・技術成果目標（平成 26 年度末）＞ 

・クロム、鉛等の有害化学物質を含まず、かつ既存顔料と比較して同等以上の

性質（無機顔料の性質のうち JIS に基づく L*a*b*表現系で b*値が+90 以上）

を有し、ヒトに対する安全性が確保された無機顔料（黄色）の合成 
・カドミウム等の有害化学物質を含まず、かつ既存顔料と比較して同等以上の

性質（無機顔料の性質のうち JIS に基づく L*a*b*表現系で a*値が+60 以上）

を有し、ヒトに対する安全性が確保された無機顔料（赤色）の合成 
・コバルト等の有害性が懸念される化学物質を含まず、かつ既存顔料と比較し

て同等以上の性質（無機顔料の性質のうち JIS に基づく L*a*b*表現系で b*値
が-50 以上）を有し、ヒトに対する安全性が確保された無機顔料（青色）の合

成 
 
※参考 
・RoHS 指令：電気・電子機器に含まれる特定有害物質の使用制限に関する欧州

議会及び理事会指令 
・L*a*b*表色系：物体の色を表わすのに、現在あらゆる分野で最もポピュラー

に使用されている表色系。1976 年に国際照明委員会(CIE)で規格化され、日本

でも JIS(JISZ8729)において採用されている。L*a*b*表色系では、明度を L*、
色相と彩度を示す色度を a*、b*で表す。＋a*は赤方向、-a*は緑方向、そして

+b*は黄方向、-b*は青方向を表しており、絶対値（数値から±の符号を取り除

いた値）が大きくなるほど色鮮やかになる。 
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２－１－１ 全体の目標設定 
 

表２－１．全体の目標【基本計画より】 
目標・指標 

（事後評価時点） 

目標・指標 
（中間評価時点） 

設定理由・根拠等 

有害化学物質について、

代替物質を開発し、スケ

ールアップ時の課題抽

出と解決策の検討や、代

替に伴って改良するプ

ロセス、製品等の課題の

抽出と解決策の検討等

を実施し、実用性を検証

する。 
 
Ｐｏｗ測定試験又は濃

縮度試験の試験成績が

高濃縮性と判断されな

い。 
 
化管法の対象物質見直

しにおける「有害性の判

断基準」を満たさない。 
 
細菌を用いる復帰突然

変異試験及びほ乳類培

養細胞を用いる染色体

異常試験の試験成績が

いずれも陰性と判断さ

れる。 
 

有害化学物質につい

て、代替物質の開発に

取り組み、機能等の観

点からスクリーニング

を行って有力候補に絞

り込む。 
 
 

化学物質の環境を経由した

人の健康等への悪影響を回

避するため、有害化学物質の

代替物質を開発する必要が

ある。 
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２－１－２ 個別要素技術の目標設定 
 

表２－２．個別要素技術の目標 
要素技術 目標・指標 

（事後評価時点） 

目標・指標 
（中間評価時点） 

設定理由・根拠等 

新規無機顔料の創

成 
黄色：L*a*b*表現

系における b*値が

+90 以上 
 
 
 
赤色：L*a*b*表現

系における a*値が

+60 以上 
 
 
青色：L*a*b*表現

系における b*値が

－50 以下 

黄色：L*a*b*表現

系における b*値が

+70 以上 
 
 
 
赤色：L*a*b*表現

系における a*値が

+25 以上 
 
 
青色：L*a*b*表現

系における b*値が

－35 以下 
 

クロム、鉛等の有

害化学物質を含ま

ず、かつ既存顔料

と比較して同等以

上の性質 
 
カドミウム等を含

まず、かつ既存顔

料と比較して同等

以上の性質 
 
コバルト等を含ま

ず、かつ既存顔料

と比較して同等以

上の性質 
 

実用性の検証 課題の解決 課題抽出と解決策

検討 
スケールアップ、

製品化の際に必須 
 

生体安全性の評価 マウスへの経口投

与及び吸入暴露に

よる毒性評価が陰

性 

マウスへの経口投

与による毒性評価

が陰性 

経口的または吸入

により開発顔料が

人体に取込まれる

可能性が考えられ

るため 
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３．成果、目標の達成度 
 
３－１ 成果 
 
３－１－１ 全体成果 

黄色顔料については、BiVO4 系複合酸化物を基材とする優環境型顔料におい

て、世界で初めて L*a*b*表色系における黄色度（b*）が 90 を越える新しい顔

料を開発した。 
赤色顔料については、Bi2O3 系複合酸化物を基材とする優環境型顔料におい

て、現時点における優環境型の赤色顔料であるべんがら（Fe2O3）の赤色度を

超える新しい顔料を開発した。 
青色顔料については、アモルファスオキシリン酸タングステン（WOP2O7）

を基材とする優環境型顔料において、市販の紺青の青色度を凌ぐ青色度を実現

した。また、カルシウムスカンジウムケイ酸塩（Ca3Sc3Si3O12）を基材とする優

環境型顔料により、さらに青色を向上させることができた。 
CeO2-ZrO2-Bi2O3 系複合酸化物を基材とする優環境型黄色顔料を開発し、有田

焼の黄色上絵具（有鉛）へ応用したところ、伝統色の一つである有鉛の「中黄」

の色合いを無鉛で忠実に再現できることがわかった。また、実用化に向けて企

業と連携し黄色顔料のセラミックス用途やプラスチック用途での実用性評価

を行うとともに、生体安全性評価を行った。 
 
３－１－２ 個別要素技術成果 
（１）新規無機顔料の創成 
（１）－① バナジン酸ビスマスを母体とする新規の環境調和型黄色顔料 

黄色無機顔料はプラスチックの色味の調整や、道路のセンターラインなどの

トラフィック用顔料として用いられるため、特に需要が大きいことで知られて

いる。しかしながら、現在、工業的規模で用いられている黄色無機顔料である

黄鉛 (PbCrO4) 、カドミウムイエロー (CdS) 、ニッケルチタンイエロー

(TiO2-NiO-Sb2O3)などには、有害な元素(Pb, Cr, Cd, Ni 及び Sb)が含まれており、

これらの顔料を使用することによる有害元素の環境中への流出や、人体への悪

影響が懸念されている。そのため、構成元素として有害な元素を含まない無害

な代替顔料の開発が求められている。 
環境調和型の黄色顔料としては、これまでにプラセオジム黄が実用化されて

いるが、黄色の着色力が弱く、明るさの不足するところでは黄色と認識されづ

らいことが問題となっている。これに対し本委託事業では、これまでに有害な

元素を一切含まない無害な新規黄色無機顔料として、Bi6s 軌道と O2p 軌道の混

成軌道を形成させることでバンドギャップエネルギーを収縮させた
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CeO2-ZrO2-Bi2O3 複合酸化物 1, 2)や CeO2-SiO2-Bi2O3 複合酸化物 3) 、及び

CeO2-SiO2-Bi2O3-Al2O3 複合酸化物黄色顔料を開発し、既存の環境調和型顔料を

上回る黄色度を実現してきた。 
 構成元素として有害な元素を含まない無害な黄色顔料としては、上記のプラ

セオジム黄のほかに、バナジン酸ビスマス(BiVO4)も開発されている。この顔

料は、O2p 軌道と Bi6s 軌道との混成軌道からなる価電子帯から、V3d 軌道からな

る伝導帯へのバンド間遷移に基づき黄色を呈する 4)。しかしながら、この顔料

も黄色の着色力が不十分であり、有害な顔料である黄鉛には遠く及ばないこと

が課題となっていた。これに対し、本委託事業では、BiVO4 に Bi3+（0.117 nm5)）

よりイオン半径が小さい Ca2+（0.112 nm5)）及び Zn2+（0.090 nm5)）を固溶させ、

格子を収縮させれば、Bi の 6s 軌道と O の 2p 軌道の混成軌道の効果 4)が大きく

なることで Bi6s-V3d 軌道間のバンドギャップエネルギーが低減し、黄色度の向

上が期待できると考えた（図 3-1）。そこで、鮮やかな黄色を呈する新しい環境

調和型の黄色無機顔料の開発を目指し、BiVO4 に Ca 及び Zn を固溶させた

Bi1−x−yCaxZnyVO4−(x+y)/2 の合成を行い、その色彩を評価した。合成条件及び組成

の最適化を行うことにより、市販のバナジン酸ビスマス系黄色顔料を超える黄

色度を示すことを明らかにした 6)。 

 
図 3-1 バナジン酸ビスマスを母体とする新規黄色顔料の設計指針 

 試料の合成及び評価は以下のようにして行った。3.0 mol dm−3 の硝酸水溶液

30 cm3にNH4VO3 1.08 gを溶解させた後、0.5 mol dm−3のBi(NO3)3水溶液、0.1 mol 
dm−3 の Ca(NO3)2 水溶液、及び 0.1 mol dm−3 の Zn(NO3)2 水溶液を化学量論比で

混合し、室温で 1 時間撹拌した。撹拌後、5 倍希釈のアンモニア水を加えて pH
を 6.5 に調整し、180°C で溶媒を留去した。得られた粉末を 290°C で仮焼後、

メノウ乳鉢で粉砕し、大気中 650°C で 6 時間焼成した。合成した各試料につい
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て粉末 X 線回折（XRD）測定により結晶構造を同定し、蛍光 X 線分析により

組成を分析した。また、紫外可視反射スペクトル測定により光学特性を、色彩

色差計により L*a*b*表色系における色度座標を求め、L*(明度)、a*(正方向：

赤色、負方向：緑色)、b*(正方向：黄色、負方向：青色)をそれぞれ評価した。 
 まず、Bi1−xCaxVO4−x/2（x = 0, 0.03, 0.05, 0.08, 0.10）及び Bi1−xZnxVO4−x/2（x = 0, 
0.01, 0.02, 0.04, 0.07）を合成し、それぞれについて最大の黄色度が得られる組

成を求めたところ、それぞれ、Bi0.92Ca0.08VO3.960 （ b*値  = +88.7）及び

Bi0.98Zn0.02VO3.990（b*値 = +85.7）において高い黄色度が得られた。そこで、Ca2+

量を 8 mol%に固定し、Zn2+量を変化させた場合、また、Zn2+量を 2 mol%に固

定し、Ca2+量を変化させた場合それぞれにおいて、Bi1−x−yCaxZnyVO4-(x+y)/2（0 ≤ x 
≤ 0.10, 0 ≤ y ≤ 0.05）試料を合成し、その色彩を評価した。 
 図 3-2 に Zn2+量を 2 mol%に固定し、Ca2+量を変化させた各試料、及び Ca2+

量を約 8 mol%に固定し、Zn2+量を変化させた各 Bi1−x−yCaxZnyVO4-(x+y)/2（0 ≤ x ≤ 
0.10, 0 ≤ y ≤ 0.05）試料の紫外可視反射スペクトルを示す。Ca2+及び Zn2+を固溶

させることにより、試料の 435 ~ 480 nm波長領域における反射率が小さくなり、

青色の光をより効率的に吸収することがわかった。 
 

 
図 3-2 各 Bi1−x−yCaxZnyVO4-(x+y)/2（0 ≤ x ≤ 0.10, 0 ≤ y ≤ 0.05）試料の紫外可視反

射スペクトル 
 
 

これは、Ca2+及び Zn2+の固溶により格子が縮小し、Bi3+と O2−の結合距離が縮

まって Bi6s 準位と O2p 準位の重なりが強くなると、これらの混成効果がより大

きくなり、バンドギャップエネルギーが低減したためであると考えられる。ま

た、合成した試料の中で、Bi0.90Ca0.08Zn0.02VO3.950 の 435～480 nm の波長領域に

おける反射率が最も小さくなったことから、Bi0.90Ca0.08Zn0.02VO3.950 が青色の光
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を最も効率よく吸収することが明らかとなった。 
表 3-1 に各試料の L*a*b*表色系における色度座標を示す。紫外可視反射スペ

クトルの結果と同様、Ca2+と Zn2+を同時に固溶させることにより、試料の黄色

度（b*値）が向上し、合成した試料の中で、Bi0.90Ca0.08Zn0.02VO3.950 が最大の黄

色度（b*値 = +91.6）を示した。 
 

表 3-1 各試料の L*a*b*表色系における色度座標 

 
 
 さらなる黄色度（b*値）の向上を目指し、Bi0.90Ca0.08Zn0.02VO3.950 の Bi3+（0.117 
nm5)）サイトをよりイオン半径の小さい La3+（0.116 nm5)）で部分置換し、格子

をさらに収縮させた Bi0.89−zCa0.09Zn0.02LazVO3.945 を合成し、その色彩の評価を行

った。La を追加導入する元素として選択した理由は、我々の以前の研究により、

BiVO4 に La を固溶させ、組成を最適化すると、市販のバナジン酸ビスマス系

黄色顔料を超える黄色度を示すことが明らかなっていたからである 6)。事実、

表 3-2 に示すように La の固溶により黄色度はさらに向上し、中でも

Bi0.86Ca0.07Zn0.02La0.05VO3.955 が最大の黄色度（b*値 = +93.5）を示すことがわか

った。本事業で開発した Bi0.86Ca0.07Zn0.02La0.05VO3.955 顔料（b*値 = +91.6）、及

び Bi0.90Ca0.08Zn0.02VO3.950（b*値 = +93.5）の黄色度は、有害顔料である黄鉛の

黄色度（b*値 = +96.5）には及ばないものの、環境調和型顔料で b*値が+90 を

越える黄色顔料を世界で初めて実現した。 
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表 3-2  Bi0.89−zCa0.09Zn0.02LazVO3.945 の色度座標 

図 3-3 は、Bi0.86Ca0.07Zn0.02La0.05VO3.955 顔料及び Bi0.90Ca0.08Zn0.02VO3.950 顔料の

色彩を、市販のバナジン酸ビスマス顔料、並びに有害な黄鉛と比較したもので

ある。開発顔料は鮮やかな黄色を実現していることが分かる。 
 

 
図 3-3  Bi0.86Ca0.07Zn0.02La0.05VO3.955、Bi0.90Ca0.08Zn0.02VO3.950、市販バナジン酸

ビスマス、及び市販黄鉛の写真 
 
（１）－② 酸化ビスマスを母体とする新規の環境調和型赤色顔料 

赤は警戒色であるため、赤色無機顔料は道路標識などのトラフィック用顔料

として用いられており、需要が多い材料である。現在、工業的規模で多く使用

されている赤色無機顔料としては、カドミウムレッド（CdS∙CdSe）や弁柄

（Fe2O3）が知られている。しかしながら、前者は、構成元素として Cd や Se
という環境や人体に対して有害な元素を含んでいること、一方後者はその赤色

度（a*値）が小さいことがそれぞれ問題となっているため、高い赤色度を有す

る新たな環境調和型の赤色無機顔料の開発が必要とされている。 
本委託事業では、より高い赤色度を示す新規な環境調和型赤色無機顔料の開

発を目指し、無毒であることが報告されている酸化ビスマス（Bi2O3）に着目し

た 7,8)。Bi2O3 は、常温において単斜晶構造（α 相）を有するが、730°C まで加

熱すると立方晶構造（δ 相）へ相転移し、橙色を呈することが知られている。

試料 L* a* b* 

Bi0.90Ca0.08Zn0.02VO3.950 87.7 −4.36 +91.6 

Bi0.89Ca0.08Zn0.02La0.01VO3.950 89.2 −7.27 +92.4 

Bi0.86Ca0.07Zn0.02La0.05VO3.955 89.0 −6.82 +93.5 

Bi0.83Ca0.08Zn0.02La0.07VO3.950 90.1 −8.80 +91.0 

Bi0.80Ca0.08Zn0.02La0.10VO3.950 92.0 −12.7 +89.2 
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しかしながら、この δ 相とよばれる立方晶相は 730 ~ 820°C の温度範囲でのみ

安定であり、常温においては淡黄色の単斜晶相（α 相）となる。Bi2O3 の Bi3+

イオンサイトを希土類イオンで部分置換することにより、立方晶の Bi2O3 相を

常温でも安定化できることが知られているが 9)、詳しい色彩の評価はなされて

いない。そこで本委託事業では、(Bi1-xRx)2O3±δ (R = 希土類) を合成し、その色

彩を評価した。加えて、最大の赤色度（L*a*b*表色系における a*値）を示した

試料について、その赤色度のさらなる増大を目指し、さらに Fe3+を添加した試

料を合成し、色彩の評価を行った（図 3-4）。 
 

 
図 3-4 酸化ビスマスを母体とする新規赤色顔料の設計指針 

 
 試料の合成及び評価は以下のようにして行った。Bi2O3 及び希土類酸化物の

粉末を化学量論比で混合し、ボールミル処理を 3 時間行った後、白金るつぼに

入れ、大気中、800°C で 10 時間焼成した。酸化エルビウムと複合化した試料に

ついては、得られた試料にさらに酸化鉄粉末を化学量論比で混合し、大気中、

500°C で 10 時間焼成した。合成した各試料について粉末 X 線回折（XRD）測

定により結晶構造を同定し、蛍光 X 線分析により組成を分析した。また、紫外

可視反射スペクトル測定により光学特性を、色彩色差計により L*a*b*表色系に

おける色度座標を求め、L*(明度)、a*(正方向：赤色、負方向：緑色)、b*(正方

向：黄色、負方向：青色)をそれぞれ評価した。 
 表 3-3 に L*a*b*表色系で表した各試料の色度座標を示す。Bi2O3 の Bi3+イオ

ンサイトを、Gd3+よりイオン半径の大きい希土類イオンで部分置換した

(Bi0.73La0.27)2O3 、 (Bi0.74Ce0.26)2O3+δ 、 (Bi0.74Pr0.26)2O3+δ 、 (Bi0.73Nd0.27)2O3 、

(Bi0.72Sm0.28)2O3-δ、(Bi0.72Eu0.28)2O3-δ 及び(Bi0.73Gd0.27)2O3 では、Bi2O3 と比べて赤
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色度（a*値）の増大はほとんど見られなかった（表 3-3 左）。一方、Bi2O3 の Bi3+

イオンサイトを、Gd3+よりイオン半径の小さい希土類イオンで部分置換した

(Bi0.72Tb0.28)2O3+δ、(Bi0.73Dy0.27)2O3、(Bi0.72Y0.28)2O3、(Bi0.70Ho0.30)2O3、(Bi0.72Er0.28)2O3、

(Bi0.73Tm0.27)2O3-δ、(Bi0.70Yb0.30)2O3-δ 及び(Bi0.71Lu0.29)2O3 では、Bi2O3 と比べて赤

色度（a*値）がプラス方向に大きくなり、中でも、(Bi0.72Er0.28)2O3 において赤

色度（a*値）が最大となった（a* = +15.5）（表 3-3 右）。また、XRD パターン

において、立方晶の Bi2O3 相が観測された試料では、全体的に赤色度（a*値）

が Bi2O3 より増大することがわかった。 
 

表 3-3 各試料の L*a*b*表色系における色度座標 

 

(Bi0.72Er0.28)2O3 の赤色度（a*値）をさらに増大させるため、第三成分として

可視光領域において d-d 遷移を示す Fe3+を添加した((Bi0.72Er0.28)1-yFey)2O3 (0 ≤ y 
≤ 0.51) を 合 成 し 、 キ ャ ラ ク タ リ ゼ ー シ ョ ン を 行 っ た 。 図 3-5 に

((Bi0.72Er0.28)1-yFey)2O3 の紫外可視反射スペクトルを示す。 (Bi0.72Er0.28)2O3 に Fe3+

を添加することによって、400 nm 以上の可視域における反射率が全体的に低下

するものの、単相領域 (0 < y ≤ 0.20) では、波長 605 ~ 750 nm の赤色領域にお

いて比較的高い反射率を保持した。また、鉄の固溶量の増大に伴い、赤色の補

色である波長 490 ~ 570 nm の緑色の光に対する反射率が徐々に減少し、緑色領

域における吸収が増加した。中でも、((Bi0.72Er0.28)0.80Fe0.20)2O3 が、緑色の光を

最も効率的に吸収することがわかった。一方、混相領域 (y > 0.20) では、緑色

領域における吸収は単相試料とほぼ同じであるが、波長 605 ~ 750 nm の赤色光

に対する反射率が大幅に減少した。 
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図 3-5 ((Bi0.72Er0.28)1-yFey)2O3 の紫外可視反射スペクトル 

 
表 3-4 に L*a*b*表色系における((Bi0.72Er0.28)1-yFey)2O3 の色度座標を示す。比

較例として、(Bi0.72Er0.28)2O3、二種類の酸化鉄（Fe2O3）試薬（製造メーカーが

異なる）、及び市販の赤色顔料である弁柄の色度座標も併せて示す。なお、試

料の組成は蛍光 X 線分析により求めた実測値であり、混相となった試料は、網

掛けで表示した。 
表 3-4 各((Bi0.72Er0.28)1-yFey)2O3 試料の L*a*b*表色系における色度座標 
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 (Bi0.72Er0.28)2O3 に Fe3+を加えることによって、試料の赤色度（a*値）が大き

く 増 大 す る こ と が わ か る 。 中 で も 、 Fe3+ の 固 溶 量 が 最 も 大 き い

((Bi0.72Er0.28)0.80Fe0.20)2O3 において、赤色度（a*値）が最大となり（a* = +30.9）、
市販の赤色無機顔料である弁柄の赤色度（a* = +28.9）を凌ぐことがわかった。 

図 3-6 に Bi2O3、(Bi0.72Er0.28)2O3、((Bi0.72Er0.28)0.80Fe0.20)2O3、及び市販ベンガラ

の写真を示す。 

 

図 3-6  Bi2O3、(Bi0.72Er0.28)2O3、((Bi0.72Er0.28)0.80Fe0.20)2O3、市販ベンガラの写真 
 
（１）－③－１ アモルファスオキシリン酸タングステンを母体とする新規の

環境調和型青色顔料 
 青色の無機顔料は、インキ用や画材用に利用されることに加え、白色度と黒

色度を向上させる効果があるため、需要が高い材料である。現在、青色無機顔

料としては、Co2SiO4, CoAl2O4, Co2SnO4, Co(Al, Cr)2O4 が工業的規模で広く使用

されている。しかし、これらは青色発色源として、高価かつ毒性を有する Co2+

を含んでいることが問題としてあげられている。そのため、コバルト（Co）を

含まない新規な青色顔料の開発が求められている。Co を含有しない青色顔料

としては、群青（別名：ウルトラマリン、Na6(Al6Si6O24)∙2NaSx）や紺青（フェ

ロシアン化第二鉄、Fe(III)4[Fe(II)(CN)6]3）等が知られているが、前者は耐酸性

が低く、希酸（硝酸、硫酸、塩酸）と反応して硫化水素を発生する。また後者

は耐アルカリ性に劣り、還元されると白色になり退色することに加え、耐熱性

も低く、140°C 以上に加熱すると分解し茶褐色に変色するという問題点がある。 
 そこで本委託事業では、人体や環境に対して無害である新規な青色顔料の開

発を目指し、無害なタングステン、リン及び酸素から構成される WOP2O7 に着
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目した。WOP2O7 は、結晶になると白色を呈するが、アモルファスの時は青色

を呈することが報告されている 10)。本事業では、アモルファス WOP2O7 の青色

度の向上を目指し、W6+サイトを、W6+（0.0600 nm5））よりイオン半径が大きく、

生体に吸収されにくい上に、毒性が極めて低いことが知られている Y3+（0.0900 
nm5））、La3+（0.1032 nm5））、Eu3+（0.0947 nm5））、Gd3+（0.0938 nm5））、Lu3+（0.0861 
nm5））及び Al3+（0.0535 nm5））で部分置換した(W1-xMx)OP2O7-δ（M = Y, La, Eu, Gd, 
Lu, Al）を合成し、色彩を評価した（図 3-7）。 

 

図 3-7 アモルファス WOP2O7 を母体とする新規青色顔料の設計指針 
 
 試料の合成及び評価は以下のようにして行った。WO3、希土類酸化物あるい

は Al2O3、及び(NH4)2HPO4 粉末を化学量論比で混合した後、空気流通下、650°C
で 48 時間焼成した。焼成後の固体を粉砕し、得られた粉末を脱イオン水及び

特級エタノールでそれぞれ 2 回ずつ洗浄、吸引ろ過で回収し、目的の試料を得

た。合成した各試料について粉末 X 線回折（XRD）測定により結晶構造を同定

し、蛍光 X 線分析により組成を分析した。また、紫外可視反射スペクトル測定

により光学特性を、色彩色差計により L*a*b*表色系における色度座標を求め、

L*(明度)、a*(正方向：赤色、負方向：緑色)、b*(正方向：黄色、負方向：青色)
をそれぞれ評価した。 
 図 3-8 に (W1-xMx)OP2O7-δ (M = Y, La, Eu, Gd, Lu, Al ; x = 0.10（左）, 0.20 （右）)
の紫外可視反射スペクトルを示す。x = 0.10 の試料では、WOP2O7 の W6+サイト

を Y3+、La3+、Eu3+、Gd3+、Lu3+及び Al3+で部分置換することにより、波長領域

380 ~ 470 nm における紫～青色光に対する反射率が増大し、特に  
(W0.90Eu0.10)OP2O7-δ 及 び (W0.90Gd0.10)OP2O7-δ で 顕 著 で あ っ た 。 ま た 、

(W0.89Al0.11)OP2O7-δでは、波長領域 430 ~ 480 nm における青色光に対する反射
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率は Gd3+または Eu3+で部分置換した試料に比べ小さかったが、反射ピークが長

波長側へシフトしていることが確認された。x = 0.20 の試料では、WOP2O7 の

W6+サイトを Y3+、La3+、Eu3+、Gd3+、Lu3+及び Al3+で部分置換することにより、

波長領域 380 ~ 470 nm における紫～青色光に対する反射率が大きく増大し、特

に Y3+、La3+、Eu3+、Gd3+及び Lu3+で部分置換した試料で顕著であった。また、

550 nm より長波長領域における可視光に対する反射率も増大し、青系統の色の

補色である黄緑～赤紫色の光に対する吸収率が小さくなった。母体の W6+サイ

トを Y3+、La3+、Eu3+、Gd3+、Lu3+及び Al3+で部分置換した試料の中では、

(W0.80Eu0.20)OP2O7-δ において、青系統の色の補色である黄緑～赤紫色の光に対

する吸収率が最も大きかった。 

 

図 3-8 (W1-xMx)OP2O7-δ (M = Y, La, Eu, Gd, Lu, Al)の紫外可視反射スペクトル 
（左）x = 0.10、（右）x = 0.20 

 
 表 3-5 に(W1-xMx)OP2O7-δ (M = Y, La, Eu, Gd, Lu, Al ; x = 0.10, 0.20)の L*a*b*表
色系における色度座標を示す。x = 0.10 の試料では、WOP2O7 の W6+サイトを

Y3+、La3+、Eu3+、Gd3+、Lu3+及び Al3+で部分置換することにより、青色度（−b*）
が向上し、Gd3+または Eu3+で部分置換した試料において最大の青色度（b* = 
−21.0）を示した。x = 0.20 の試料では、WOP2O7 の W6+サイトを、Y3+、La3+、

Eu3+、Gd3+及び Lu3+で部分置換することにより青色度（−b*）が向上し、中で

も(W0.80Eu0.20)OP2O7-δにおいて最大の青色度（b* = −22.8）を示した。一方、W6+

サイトを Al3+で部分置換した試料は、青色度（b* = −2.25）、赤色度（a* = +0.16）
とともに低く、灰色を呈した。 

得られた試料の中で最大の青色度を示した(W0.80Eu0.20)OP2O7-δ（b* = −22.8）
について、更なる青色度の向上を目指し、 Eu3+ の添加量を調節した

(W1-xEux)OP2O7-δ (x = 0.15, 0.20, 0.22, 0.25, 0.27, 0.30)の合成を行い、キャラクタ
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リゼーションを行った。表 3-6 に(W1-xEux)OP2O7-δ（x = 0.15, 0.20, 0.22, 0.24, 0.26, 
0.29）の L*a*b*表色系における色度座標を示す。青色度（−b*）は Eu3+添加量

x に依存し、x = 0.24 の試料において b* = −25.2 となり、最大の青色度（−b*）
を示した。これは市販の紺青の青色度（b* = −15.6）を凌ぐ値であった。図 3-9
にアモルファス WOP2O7、アモルファス(W0.76Eu0.24)OP2O7-δ、及び市販紺青の写

真を示す。 
 
表 3-5 (W1-xMx)OP2O7-δ (M = Y, La, Eu, Gd, Lu, Al ; x = 0.10, 0.20)の L*a*b*表色

系における色度座標 

 
 
表 3-6 (W1-xEux)OP2O7-δ（x = 0.15, 0.20, 0.22, 0.24, 0.26, 0.29）の L*a*b*表色系

における色度座標 
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図 3-9 アモルファス WOP2O7、アモルファス(W0.76Eu0.24)OP2O7-δ、及び市販紺

青の写真 
 
（１）－③－２ カルシウムスカンジウムケイ酸塩を母体とする新規の環境調

和型青色顔料 
 また、別の母体材料として、人体や環境に対して無害であることが知られて

いる Ca、Sc、Si および O から構成されるガーネット型のカルシウムスカンジウ

ムケイ酸塩（Ca3Sc2Si3O12）に着目した。これの Ca2+サイトに Eu2+を 5mol%固溶

させた試料を合成したところ、空気中、1350°C で焼成して得られた試料は白色

であったが、還元雰囲気（2%H2－98%Ar）において 1350°C で 4～6 時間焼成し

た試料において、青色の着色が認められた（図 3-10）。1350°C で 6 時間焼成し

て得られた青色顔料の色度座標は、L* = 34.2、a* = +25.6、b* = −33.8 であり、前

述のアモルファス(W0.76Eu0.24)OP2O7-δを凌ぐ青色度が得られた。 
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図 3-10 空気中(左)、及び 2%H2-98%Ar ガス流通下(右)、1350°C で 4 時間焼成

して得られた(Ca0.95Eu0.05)3Sc2Si3O12 試料の写真 
 
（２）実用性の検証 

有田焼（佐賀県）は色鮮やかな絵付けが特徴であり、その独特の色合いから

固定ファンが多いことで知られている。しかしながら、近年の陶磁器業界は、

国内他産地製品との競争、諸外国からの輸入品の増加等によって厳しい立場に

たたされており、他産地製品との差別化が非常に重要になっている。 
有田焼で用いられる黄色上絵具に、濃黄、中黄（鉛－鉄－アンチモン系）と

呼ばれる上絵具がある。これは、透明性は劣るものの、彩度が高く、やや赤み

を帯びている上絵具であり、消費者の環境・安全志向と、競合製品との差別化

に対応すべく、無鉛化の要望がだされている。そこで、佐賀県窯業技術センタ

ーの協力を得て、代替黄色顔料の開発と、黄色絵具材料への応用の可能性を検

討した。 
基本的な構成元素として、無害な元素である Ce, Zr, Bi, O を選択した。母体

材料として、Ce4f-O2p 軌道間に基づく電荷移動吸収を示し、高温でも非常に安

定な酸化物である CeO2-ZrO2 複合酸化物を選択し、その格子内にビスマスを固

溶させた Ce1-x-yZrxBiyO2-y/2（0.35 ≤ x ≤ 0.44, 0 ≤ y ≤ 0.23）複合酸化物を合成する

ことにより、O2p 軌道と Bi6s 軌道との混成軌道形成によるバンドギャップの低

減、及び、組成の最適化による黄色度の増大を目指した。組成を最適化したと

ころ、Ce0.43Zr0.37Bi0.20O1.90 が合成した試料の中で最も鮮やかな黄色（b* = +68.9）
を呈することが分かった 11)。 

代替化の評価は以下の手順で行った。市販の無鉛上絵フリット 4 種（盛用、

描用各 2 種類ずつ）に Ce0.44Zr0.35Bi0.21O1.895 顔料を加え（盛用フリットには 3wt%
添加、描用フリットには 20wt%添加）、自動乳鉢で 10min 乾式混合粉砕し、上

絵具を作製した。作製した上絵具を陶板（石灰釉施釉品）上に絵付けし、これ

を電気炉で 800°C で 30 分間焼成（昇温 100°C h-1）し、黄色上絵発色試験試料

を作製した。また、発色比較のため市販の黄色有鉛上絵具、プラセオジウム黄



33 
 

顔料を用いた無鉛上絵具も同様な方法で試料を作製した。これらの試料につい

て、日本電色工業製 SZ-Ʃ80II を用いて色差測定を行った。 
さらに、Ce0.44Zr0.35Bi0.21O1.895 黄顔料上絵の耐酸性を調べるために、上記上絵

具を用いて 1 辺が 4cm の四角形を盃（直径約 8cm、容量約 30cm3）に絵付け（上

絵層形成）し、これを電気炉にて 800°C で 30 分間焼成（昇温 100°C h-1）し、

黄色上絵耐酸試験試料を作製した。この盃に 4％酢酸水溶液を注ぎ、25°C で 24
時間放置した後、この溶液を ICP 発光分析装置（島津 ICPS-8100）の簡易定量

法で分析し、Ce と Bi の溶出量を測定した。 
作製した上絵発色試験の試料を図 3-10 に、色差測定結果を表 3-7 に示す。色

差測定の結果から、Ce0.44Zr0.35Bi0.21O1.895 顔料を用いた試料（盛用上絵）は、市

販のプラセオジム黄顔料を用いた試料に比べ、やや赤みのある鮮やかな黄色を

呈し、有鉛の中黄に近い色合いであることがわかった。また、上絵の専門家に

よる目視での評価も同様であった。これらの結果から、Ce0.44Zr0.35Bi0.21O1.895 顔

料を用いた試料は、有鉛の「中黄」に近い色合いを無鉛で再現できることがわ

かった。 
 
 
 

 
図 3-10 上絵発色試験結果 

上段左：濃黄（有鉛） 
上段右：Ce0.44Zr0.35Bi0.21O1.895 顔料 20%（無鉛） 
下段左：中黄（有鉛） 
下段右：Ce0.44Zr0.35Bi0.21O1.895 顔料 3%（無鉛） 

 
表 3-7 上絵具の色差測定結果 

試料 L* a* b* 
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また、陶磁器上絵具に求められる性能の一つに耐酸性がある。上絵を施して

ある陶磁器製食器は、食酢や果実酢といった酸溶液と接触する機会が多い。上

絵は、使用した顔料や発色金属によって耐酸性が低下する場合があり、耐酸性

の悪い上絵の場合は酸溶液によって上絵が浸食し、上絵成分の溶出や上絵の変

色が生じる場合がある。そこで、Ce0.44Zr0.35Bi0.21O1.895 顔料を用い作製した上絵の

耐酸溶出試験を行った（表 3-8）。耐酸試験の結果、Ce、Bi 共に溶出が確認され

たが、その量はわずかであるため、この黄顔料を上絵具に用いた場合の耐酸性

は良好であると考えられる。なお、この耐酸試験後の盃試料を目視で確認した

結果、上絵の変色や表面の劣化（光沢の低下等）は見られなかった。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
以上の結果から、Ce0.44Zr0.35Bi0.21O1.895 顔料は、陶磁器用上絵や琺瑯製品等の低

融点ガラスの着色顔料として十分に期待できると評価された。 
 
一方、開発した Ce0.44Zr0.35Bi0.21O1.895 黄色顔料を関連企業に提供し、セラミッ

クス用黄色顔料及びプラスチック用黄色顔料としての評価を行った。その結果、

以下のような指摘を受けた。 
① セラミックス用黄色顔料としての評価 
  Ce0.44Zr0.36Bi0.20O1.90 を白磁及びボーンチャイナに応用した 

濃黄（盛） 有鉛 82.8 -3.00 +60.2 

中黄（盛） 有鉛 84.1 -6.20 +59.6 

薄黄（盛） 有鉛 88.2 -10.7 +42.2 

Ce0.44Zr0.35Bi0.21O1.895 3% 無鉛 A－盛 84.7 -9.16 +57.6 

Ce0.44Zr0.35Bi0.21O1.895 3% 無鉛 B－盛 84.1 -7.22 +61.7 

プラセオジム黄 3% 無鉛 A－盛 84.5 -14.6 +41.7 

Ce0.44Zr0.35Bi0.21O1.895 20% 無鉛 A－描 86.2 -7.52 +52.1 

Ce0.44Zr0.35Bi0.21O1.895 20% 無鉛 B－描 82.5 -0.41 +66.6 

表 3-8 上絵の耐酸溶出試験結果 

試料 
Bi 溶出量 

(ppm) 

Ce 溶出量 

(ppm) 

Ce0.44Zr0.35Bi0.21O1.895 3% 無鉛 A－盛 0.5 0.2 

Ce0.44Zr0.35Bi0.21O1.895 3% 無鉛 B－盛 0.3 0.1 

Ce0.44Zr0.35Bi0.21O1.895 20% 無鉛 A－描 0.7 0.1 

Ce0.44Zr0.35Bi0.21O1.895 20% 無鉛 B－描 1.6 0.2 
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・ プラセオジム黄よりも発色が強いが、Cd 黄には及ばない 
・ 本顔料はフラックスと反応してしまうため、フラックスと反応しない

顔料が必要 
② プラスチック用黄色顔料としての評価 
  Ce0.44Zr0.36Bi0.20O1.90 をニッケルチタンイエロー（Ti-Sb-Ni-O, Ti-Sb-Cr-O）

と比較した 
・ 隠蔽力、着色力、色合い、ともに不十分 
・ 凝集により、微細粒子中に粗大粒子が混在している 

今後は上記課題を解決すべく、合成法の改良や焼成温度の最適化、分散剤の

添加等の解決策を講じる。 
 
（３）耐光性試験 
 無機顔料の実用化のためには、太陽光に長時間暴露されても色彩が変化しな

い高い耐光性が求められる。そこで本事業で開発した Bi0.90Ca0.08Zn0.02VO3.950 黄

色顔料、及び((Bi0.72Er0.28)0.80Fe0.20)2O3 赤色顔料について、紫外光ランプ（ブラ

ックライト）を用いて各試料に約 13 cm の距離から紫外光（ピーク波長 352 nm）

を 150 時間連続照射する加速試験を行い、その色彩の変化を調べることにより

耐光性の評価を行った。 
 具体的には、各試料について紫外光照射前後の色度座標を測定し、その変化

量から色差 ΔEab*の値を求めた。色差 ΔEab*は以下の式により求められる。 
 

ΔEab*＝[(L1*- L2*)2+(a1*- a2*)2+(b1*- b2*)2]1/2 

 
ここで、(L1*, a1*, b1*)は紫外光照射前の試料の色度座標、(L2*, a2*, b2*)は紫外

光照射後の試料の色度座標をそれぞれ表す。この式において、光照射による色

度座標の変化が小さい、すなわち色差 ΔEab*が小さいほど試料の耐光性が高い

ということを示す。 
 紫外光照射前後の各試料の色度座標を表 3-9 に示す。黄色顔料の比較試料で

ある BiVO4 の黄色度（b*）が紫外光照射後に著しく低下し、色差 ΔEab*が 11.2
となったのに対し、本事業で開発した Bi0.90Ca0.08Zn0.02VO3.950 の黄色度は紫外光

照射後もほとんど変わらず、色差 ΔEab*も 1.84 であった。また、赤色顔料につ

いても、比較試料である Bi2O3 の紫外照射後の色差 ΔEab*が 34.7 となったのに

対し、本事業で開発した((Bi0.72Er0.28)0.80Fe0.20)2O3 の ΔEab*は 1.85 となり、ほと

んど変化はなかった。 
以上の結果より、本事業で開発した Bi0.90Ca0.08Zn0.02VO3.950 黄色顔料、及び

((Bi0.72Er0.28)0.80Fe0.20)2O3 赤色顔料は高い耐光性を有することが明らかとなった。 

表 3-9 紫外光照射前後の各試料の色度座標、及び色差 ΔEab* 
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（４）生体安全性の評価 
 本委託事業にて開発された優環境型の新規な黄、赤、青顔料に関し、それぞ

れに対する生体安全性の評価を行った。これによって、開発顔料による環境リ

スクを低減するだけでなく、厳格化する化学物質規制によって、開発顔料が使

用できなくなる企業経営上のリスクを低減し、さらに、諸外国に先駆けて安全

性評価を行うことによって、我が国における産業界の国際競争力強化に貢献す

ることを目指している。 
 具体的には、粉塵、水、または食物を介して、吸入または経口的に開発顔料

が人体に取込まれる可能性が考えられることから、本再委託研究では、図 3-11
に示すように、ICR 系雄性マウスを用い、開発顔料そのものを飼料中に混入さ

せ、経口投与による毒性評価を行った。 

 
図 3-11 生体安全性の評価実験の様子（マウスへの経口投与） 

 
Ce0.44Zr0.36Bi0.20O1.90 黄色顔料、及び Bi0.90Ca0.08Zn0.02VO3.950 黄色顔料について、

経口投与実験を行った。AIN93 の組成に 2 種類の化合物を、0.02%または 0.2%
含有する精製飼料を作成し、これを 28 日間自由摂取させた。7 日、または 28
日間摂食させた翌日に、1 群につき 5 匹ずつを、吸入麻酔下で下大静脈から採

血し、頚椎脱臼後、肝臓、腎臓、脾臓、膵臓、心臓、肺、胸腺、顎下腺、精嚢、

試料 紫外光 L* a* b* ΔEab* 

Bi0.90Ca0.08Zn0.02VO3.950 
照射前 87.7 −4.36 +91.6 

1.84 
照射後 88.2 −5.31 +90.1 

BiVO4 
照射前 84.6 −3.32 +82.2 

11.2 
照射後 78.4 −0.76 +73.2 

((Bi0.72Er0.28)0.80Fe0.20)2O3 
照射前 41.2 +30.9 +38.5 

1.85 
照射後 42.7 +29.9 +38.9 

Bi2O3 
照射前 90.4 −5.73 +25.5 

34.7 
照射後 58.1 +5.65 +19.8 
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精巣、精巣上体、脳、大腿部筋肉および骨、を採取した。摂食期間中、マウス

の外観に変化は認められず、対照群に比較しての体重増加の抑制も認められな

かった（図 3-12）。 
また、各化合物を 4 週間摂食させ、翌日解剖したマウスについて、腎臓、脾

臓および肺の一部をホルマリン固定し、切片を HE 染色して病理を検討したが、

control 群に比べて特に変化は認められなかった。 

 
図 3-12 化合物含有餌摂食期間中のマウスの体重変化 
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３－１－３ 特許出願状況等 
 

表３－１０．特許・論文等件数 
要素技術 論文数 論 文 の 被

引用度数 

特 許 等 件

数（出願を

含む） 

特 許 権 の

実施件数 

ラ イ セ ン

ス供与数 

取 得 ラ イ

センス料 

国 際 標 準

への寄与 

新規無機

顔料の創

成 

2 

(他 2 報 

投稿中) 

0 1 0 0 0 なし 

実用性の

検証 

1 0 1 0 0 0 なし 

計 3 0 2 0 0 0 なし 

表３－１１．論文、解説、講演、発表、特許リスト 
 題目・メディア等 時期 

論文 Wendusu, K. Ikawa, T. Masui, and N. Imanaka, Novel 
Environment-friendly Yellow Pigments Based on (Bi,La)VO4, 
Chem. Lett., 2011, 40, 792–794. 

H23.8 

 T. Masui, A. Shiraishi, S. Furukawa, Wendusu, N. Nunotani, and 
N. Imanaka, Novel Lead-free CeO2–ZrO2–Bi2O3 Yellow 
Pigments for Arita Ware, J. Jpn. Soc. Colour Mater., 2012, 85, 
9–13. 

H24. 1 

 Wendusu, T. Masui, and N. Imanaka, Environmentally Friendly 
Inorganic Red Pigments Based on Bismuth Oxide, Chem. Lett., 
2012, in press. 

H24. 9 

解説 増井敏行, 温 都蘇, 今中信人, 優環境型酸化物顔料の現

状, 色材, 2011, 84, 439–443. 
H23.12 

講演 愛媛大学応用化学セミナー「環境に優しい新しい無機顔料」 H23.1 
 色材講演会「人体・環境に優しい新しい無機顔料の開発」 H23.10 
 2012 年度色材研究発表会「人体・環境に優しい新しい無機

顔料」 
H24.9 

発表 2010 年度色材研究発表会「バナジン酸塩を母体とする環境

調和型の新規な無機顔料」 
H22.11 

 第 28 回希土類討論会「バナジン酸塩を母体とする新しい環

境調和型黄色顔料」 
H23.5 

 2011 年度色材研究発表会「バナジン酸ビスマスを母体とす H23.11 
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る環境調和型の新規な黄色無機顔料の開発」 
 セラミックス基礎科学討論会第 50 回記念大会「酸化ビスマ

スを母体とする優環境型の赤色無機顔料」 
H24.1 

 日本化学会第 92 春季年会「バナジン酸ビスマスを母体とす

る新規な優環境型の黄色無機顔料」 
H24.3 

 第 29 回希土類討論会「新規な環境調和型の希土類含有

BiVO4 黄色無機顔料」 
H24.5 

 第 29 回希土類討論会「希土類含有酸化ビスマスを母体とす

る新規な環境調和型の赤色無機顔料」 
H24.5 

 第 29 回希土類討論会「新規な環境調和型の希土類含有

WOP2O7 青色無機顔料」 
H24.5 

 2012 年度色材研究発表会「バナジン酸ビスマスを母体とす

る優環境型の新しい黄色顔料」 
H24.9 

 2012 年度色材研究発表会「酸化ビスマスを母体とする優環

境型の新しい赤色顔料」 
H24.9 

特許 特許第 5028012 号 優環境型の黄色顔料 H24.6 
成立 

 特開 2011-178638 バナジン酸ビスマス顔料 H22.3 
審査中 
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３－２ 目標の達成度 
 

表３－１２．中間目標に対する成果・達成度の一覧表 
要素技術 目標・指標 

 
成果 達成度 

新規無機顔料

の創成 
黄色：L*a*b*表現系にお

ける b*値が＋70 以上 
 
赤色：L*a*b*表現系にお

ける a*値が＋25 以上 
 
青色：L*a*b*表現系にお

ける b*値が－35 以下 

Bi0.86Ca0.07Zn0.02La0.05VO3.955

において、b* = +93.5 を実現

した。 
((Bi0.72Er0.28)0.80Fe0.20)2O3 にお

いて、a* = +30.9 を実現した。 
 
(Ca0.95Eu0.05)3Sc2Si3O12 におい

て、b* =－33.8 を実現した。 

達成 
 
 

達成 
 
 

未達成 

実用性の検証 課題抽出と解決策検討 Ce0.44Zr0.35Bi0.21O1.895 顔料を

用いることにより、有鉛の

「中黄」の色合いを無鉛で再

現できた。 

一部 
達成 

生体安全性の

評価 
マウスへの経口投与に

よる毒性評価が陰性 
経口投与評価の結果、マウス

の外観に変化は認められず、

対照群に比較しての体重増

加の抑制も認められなかっ

た。また、各臓器にも異常は

認められなかった。 

達成 

 
新規無機顔料の創成については、黄色についてはすでに最終目標値を達成し、

赤色については中間目標を達成した。青色については取りかかりが遅かったこ

ともあり、中間目標値にわずかに及ばなかったものの、組成や合成条件の最適

化で達成可能であると考えられる。事業終了時の目標達成に向け、今後は赤色、

青色について研究を注力する。 
実用化検証及び生体安全性評価については、順調に進捗している。今後は指

摘された課題の解決に注力する。 
 



41 
 

４．事業化、波及効果について 
 
４－１ 事業化の見通し 
  
事業化の見通しについては、以下の通りである。 
・ 有田焼用の有鉛伝統黄色顔料については、製造先さえ見つかればすぐにでも

開発顔料で代替可能である。ただし、需要の規模が年 20～30 kg であるため、

市場規模を拡大するために、別の用途を開拓する必要がある。そのためには、

合成法の改良や焼成温度の最適化、分散剤の添加等の解決策を講じる必要

がある。 
・ 赤色顔料、青色顔料については、さらに優れた発色を示す顔料の研究が必要

である。 
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４－２ 波及効果 
 
波及効果については、以下の点が列挙される。 
・ 我が国における当該物質の環境リスクを早急に削減させることが可能とな

るとともに、厳格化する化学物質の世界の環境規制により必要不可欠な物質

が使用できなくなることによる経営上のリスクを低減させることができる。 
・ 人体や環境に対する安全性が高く、地球、生態系に対し負荷が小さい材料を

提供できる。 
・ 当該顔料は耐熱性、耐光性、耐薬品（酸・アルカリ）性に優れるだけでなく、

高い鮮明度、着色力から、スポーツ・レジャー分野における環境や施設・用

具において、人間のこころを豊かにするには欠かせない材料（着色剤）を提

供できる。 
・ 当該顔料は低温での液相合成が可能であり、天然資源の枯渇や二酸化炭素排

出の抑制効果がある。 
・ 普及が拡大しているインクジェットプリンター用顔料として利用すれば、一

般消費者と有害元素との接触機会を激減させることが可能である。 
・ 製造、使用さらに廃棄あるいはリサイクルのそれぞれの各段階で、これらの

材料と製品が環境破壊の原因にならない、かつ、よりアクティブに環境調和

とこころの豊かさをもたらす、エコマテリアルとして提供できる。 
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５．研究開発マネジメント・体制・資金・費用対効果等 
 
５－１ 研究開発計画 
 
 本事業は平成２２年度から平成２６年度の５年間で、色の三原色である、赤、

青、黄それぞれに対して、人体や環境に対する負荷が極めて少ない原料および

合成プロセスを用い、新しい環境調和型の無機顔料を開発し、その実用性を評

価することを計画して開始された。 
研究初年度にあたる平成２２年度は、ＮＥＤＯからの委託により研究を行っ

たが、政府の事業仕分けの結果、平成２３年度以降は経済産業省からの直接委

託に変更され、生体安全性の評価を新たに検証する計画が追加された。 
 年度ごとに予算が縮小される中、計画が追加されたために、一部中間目標が

未達成であったが、おおむね計画通り研究は進捗している。 
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表５－１．研究開発計画 

実施項目／年度 ２２ ２３ ２４ ２５ ２６ 
新規無機顔料の創成 

黄色顔料 
 

赤色顔料 
 

青色顔料 
 

     

実用性の検証 
黄色顔料 

 
赤色顔料 

 
青色顔料 

     

生体安全性の評価 
黄色顔料 

 
赤色顔料 

 
 

青色顔料 
 

     

予算（百万円） ４２ ３３ ２８ 未定 未定 
 

合成・色彩の評価と最適化 

経口投与 

合成・色彩の評価と最適化 

合成・色彩の評価と最適化 

ユーザー評価・改良 

ユーザー評価・改良 

評価 

吸入暴露 

経口投与 

経口投与 

吸入暴露 
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５－２ 研究開発実施者の実施体制・運営 
 
本研究開発は、公募による選定審査手続きを経て、国立大学法人大阪大学が

ＮＥＤＯからの委託を受けて平成２２年度から開始された。政府の事業仕分け

の結果、平成２３年度からは経済産業省からの委託を受けて実施した。また、

平成２３年度より、開発顔料の生体安全性の評価について、再委託先として清

泉女子大学が参加した。 
また、研究開発の実施に当たっては、研究開発を統括するためのプロジェク

トリーダー（大阪大学大学院工学研究科 今中信人）を設置した。なお、実用

性を評価しつつ開発を進めるため、外部有識者からの指導・助言等を受けると

ともに、当該外部有識者が所属する機関（協力機関）に試作品を提供し、生体

安全性の評価、陶磁器、塗料、プラスチック及び食器着色用の無機顔料として

の評価、及び開発した無機顔料のスケールアップについての検討を実施した。 
 

 
図５－１．研究開発実施体制 
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表５－２．研究開発推進委員会 

氏 名 所属・役職 

伊藤 征司郎 
（委員長） 

近畿大学名誉教授・サクラクレパス顧問 

宮脇 律郎 国立科学博物館地学研究部鉱物科学研究グループ・研究主幹 

八尋 秀典 愛媛大学大学院理工学研究科物質生命工学専攻・教授 

指宿 堯嗣 社団法人産業環境管理協会・常務理事 

染宮 昭義 神鋼リサーチ株式会社先進技術情報センター・主席研究員 
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５－３ 資金配分 
 
 新規無機顔料の開発、実用性の検証の各段階において適切に資金を配分し、

事業の円滑な推進に努めた。また、平成２３年度以降は、これらのほかに、生

体安全性の評価を清泉女子大学に再委託したため、平成２３年度は資金全体の

約１０％、平成２４年度は約２０％を配分した。 
 
           表５－３．資金度配分       （単位：百万円） 
年度   平成 ２２ ２３ ２４ 合計 
有害化学物質 
代替技術開発 

    

新規無機顔料の創成 ４０ ２８ ２０ ８８ 

実用性の検証 ２ ２ ２ ６ 
生体安全性の評価 ０ ３ ６ ９ 

合計 ４２ ３３ ２８ １０３ 
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５－４ 費用対効果 
 
本委託事業で開発対象としている環境対応型顔料の市場規模は、以下のよう

にまとめられる。 
① 色の種類により異なるが、有彩色顔料では 70%以上が黄色である 
② 黄色無機顔料の市場規模は、15,000～20,000 トン／年 
   1 キロあたり、おおよそ USD $8.00 であるので、金額としては 
   およそ 100～130 億円の市場規模となる。 
現状の顔料は、アンチモンやクロムといった、環境に対して危惧される元素

を含んでいるので、これらすべてが市場と考えられる。用途としては、黄色無

機顔料の大半がプラスチックの練りこみ用である。 
 
また、顔料の出来次第、色（鮮やかさ）次第、価格次第では、下記のものも

すべて市場の対象と考えられる（いずれも 2006 年現在の市場規模）。 
 ・トラフィック塗料を主体とした黄鉛顔料の代替が可能であれば、 

59,000 トン／年 約 120 億円 
 ・セラミック用途のカドミウム顔料の代替が可能であれば、 

2,000 トン／年 約 20 億円 
 ・アゾ系有機顔料の代替が可能であれば、 

151,000 トン／年 約 1,700 億円 
 
 従って、優れた顔料の開発に成功すれば、その普及は円滑に進むものと期待

できる。 
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５－５ 変化への対応 
  
希土類（レアアース）の生産国は中国一国に隔たっており（現在、世界の希

土類生産量の 97%を占める）、独占供給体制になってから、政策的に希土類の供

給量や価格が支配されるようなった。2006（平成 18）年 10 月から希土類に対し

て 5%の輸出関税がかけられるようになり、同年 10 月には 10%、2008（平成 20）
年 1 月には 15～25%と、短期間に著しく引き上げられた。また、本委託事業が

始まった 2010（平成 22）年 7 月には希土類の総輸出枠を前年比の約 40%に削減、

2011（平成 23）年上期ではさらに前年同期比で約 35%削減した。我が国が消費

する希土類の 9 割以上を中国からの輸入に頼っているため、著しい調達価格の

上昇につながった。現在はやや落ち着きを見せたものの、尖閣諸島をめぐる直

近の我が国と中国の緊張関係の高まりに代表されるように、再び希土類の供給

体制悪化が懸念される。こうした背景を鑑み、希土類を使用しない黄色顔料の

開発にも着手し、高い黄色度を示す Bi0.90Ca0.08Zn0.02VO3.950 を新たに開発した。 
 
１０ページ公募時の全体の目標（基本計画による）に記載されている目標・

指標（事後評価時点）において、生体安全性の評価３項目（Ｐｏｗ測定試験、

濃縮度試験、復帰突然変異試験、染色体異常試験など）については、費用対効

果を鑑み、今後実施するかについては検討を行う。なお、１１ページ個別要素

技術の目標において、要素技術「生態安全性の評価」の目標・指標を「マウス

への経口投与及び吸入暴露による毒性評価が陰性」としている。 
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第３章 評価 

 

１．事業の目的・政策的位置付けの妥当性 
 

顔料の代替化については一般に認知されていなく、また、企業ベースにおいて代替

化がほとんど進んでいないことから、早急且つ迅速に国主導で解決すべき問題である。

日本が世界に先駆けて取り組むことは先進性があり、その技術レベルも高く評価でき

る。化学物質に対する使用規制は世界的に見て今後避けられない問題であり、特に鉛、

クロム等有害重金属については代替品の開発が必要となっている。人体に直接触れる機

会の多い顔料について、有害重金属を含まない新たな有色無機顔料を開発することに焦

点を当てた本プロジェクトは政策的に重要である。 

また、顔料の代替物質の開発は高度な学術的要素を必要とする研究を含むことから、

学を主体とした産官学の体制とそれらの役割分担は最適なプロジェクト構成となって

いる。 

一方で、本プロジェクトの成果を実用化するためには、材料のコストパフォーマン

スの検討や企業との綿密な協議も必要である。 

 

【肯定的意見】 

（Ｄ委員）社会的にも重要なテーマで有り、しかも問題点が、一般に認知されていない

ことから、早急且つ迅速に国主導で解決すべき問題である。目標は極めて妥

当である。 

 

（Ｂ委員）化学物質に対する規制は世界的に見て今後避けられない問題であり、特に鉛、

クロム等有害重金属については代替品の開発が必要となっている。このよう

な背景の中で、日本が世界に先駆けて取り組むことは重要であり、本事業は

その一つの取り組みと考える。 
 

（Ａ委員）世界的にもその代替品の開発が望まれている有色無機顔料について、有害重

金属を含まない新たな化学物質の開発に焦点を絞り本事業を推進している点

は、本対象がエッセンシャルユースの対象外であることをさしい引いても極

めて政策的に重要であり、その技術レベルも高く評価できる。 

 

（Ｃ委員）規制強化が見込まれる顔料に関し、先行してより安全性の高い物質に代替す

る点を評価する（先進性）。 
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（Ｅ委員）有害化学物質の使用規制が叫ばれて以来、企業ベースにおいて代替物質への

切り替えがほとんど進んでいない中で、人体に直接触れる機会の多い顔料に

焦点を当てた本プロジェクトは実にタイムリーなテーマであったといえる。 
顔料の代替物質の開発は高度な学術的要素を必要とする研究を含むことから、

学を主体とした産官学の体制とそれらの役割分担は最適なプロジェクト構成

になっている。 
代替物質としての種々の候補化合物が提案されており、必ずや近い将来の日

本の産業界に大きなインパクトを与える内容になっている。 
 

【問題点・改善すべき点】 

（Ｅ委員）プロジェクトの中間評価として，これまでの成果は満足すべき内容になって

いるが，事業化を目指した視点に立って敢えて問題点を以下に示す。 
・企業サイドとの綿密な協議により、実用化に際しての問題点と対策を検討

すべきである。 
・真に国際競争力に耐えうる代替物質としては，材料のコストパフォーマン

スは避けて通れない課題であり，今後検討すべき課題である。 
 
（Ａ委員）代替品の開発にかかわる経済的意義を議論するうえで、現行の化学品の市場

だけから代替品の価値を推し量るだけでなく、有害物質が代替される上での

間接的な経済効果（健康被害の減少、製品輸出リスクの低減など）も見える

化できると、なお良い。 
 
（Ｃ委員）どの程度の量が代替しなければならないか明確な数字が出れば、社会的意義

がより一層明確になると思われる 
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２．研究開発等の目標の妥当性 

顔料の色彩性を豊かにする 3 原色の顔料の特性に対する明確な目標値が設定されて

おり、既存の顔料の数値を参考にしている点は、材料開発の中間評価段階として妥当で

ある。また、実用性や安全性の評価も目標設定されている。 

一方で、新規顔料の特性が既存顔料と同程度であれば、新規材料のコストパフォー

マンス等の検討が必要である。 

さらに、将来工業的な需要を目指すのであれば、顔料粉体での評価ではなく、実際

の使用場面を想定した塗料、プラスチックでの色相や着色力等についても評価する必要

がある。 

また、本プロジェクトのみ該当するものではないが、代替候補物質について、どん

な安定性試験やヒト安全性試験を施すかについては、十分な議論が必要である。 

 

【肯定的意見】 

（Ｅ委員）顔料の色彩性を豊かにする3原色の顔料の特性に対する明確な目標値が設定

されており、それぞれの顔料の代替物質についてほぼ目標値が達成されてい

る。目標値の設定に関して、既存の顔料の数値を参考にしている点は、材料

開発の中間評価段階として妥当である。 
 

（Ｄ委員）実現可能なレベルの目標を設定し、基準値も妥当な水準に設定されており、

妥当である。 
 
（Ｃ委員）色の目標が数値化されており、さらに実用性や安全性の評価も目標設定され

ている。 
 
（Ｂ委員）目標を数値化して、黄、赤、青についてそれぞれ設定していることは評価で

きる。  

 
（Ａ委員）設定されている目標は極めて明確であり、十分に実用化を意識した内容にな

っている。また、中間評価時点での目標設定も意欲が伝わる内容になってお

り、難しいハードルに果敢に取り組んでいる様子がうかがわれる。 
 

【問題点・改善すべき点】 

（Ｅ委員）新規顔料の特性が既存顔料と同程度であれば、新規材料のコストパフォーマ

ンスなど他の要因に優越性がない限り、代替材料とは言えない。この点に関

する検討が今後の課題である。 
目標値を達成するための材料設計指針はある程度示されているが、今までに
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提案されていなかったまったく新しい概念（ブレイクスルーに導くような）

の提案には至っていない。計算機科学などの手法も今後検討すべき。 
 

（Ｂ委員）事業を開始する段階において、目標を数値化する上で設定した値であること

は評価できるものの、ある程度研究が進んだ段階では評価方法の見直しと、

目標の再設定が必要と考える。具体的には、顔料は実際の使用場面では必ず

何らかの媒体中で分散して使うものであり、現在行っている顔料粉体での評

価は実用場面ではほとんど意味が無いものである。将来工業的な需要を目指

すのであれば、それに即した評価方法（例えば、塗料、プラスチックでの色

相、着色力評価）を取り入れる必要がある。  

 

（Ａ委員）開発によって得られる候補物質が今後も増えてくると思われるが、どの開発

レベルの色素について、どんな安定性試験やヒト安全性試験を施すかについ

ては、十分な議論が必要である。この点は、本プロジェクトにのみ該当する

ものではなく、今後益々増えてくると思われる代替化学物質の評価手法とし

て、広く国策としての方向性を示す必要がある。 

 

（Ｃ委員）赤色では、目標値が、中間目標ということもあり、弁柄をベースにした値で

あるが、本来代替すべき材料をベースにした目標値でも良いと思われる 
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３．成果、目標の達成度の妥当性 

黄色、赤色および青色顔料について、特性評価の理論的考察と高度な化合物設計戦

略で研究開発を推進し、多くの成果を獲得している。青色を除いたすべての項目で、目

標達成されており、その青色も達成率97%であり、今後の研究によれば、目標を大幅に

達成する可能性が極めて大きい。また、すでに顔料の安定性試験や安全性試験にも着手

しており、中間評価時点の目標に対する達成度は十分といえる。 

論文の発表と特許の出願件数についてもほぼ妥当といえる。 

ある程度研究が進んだ段階では、色素利用現場から指摘された課題や安定性試験に

かかる議論を行い、目標を見直すことが必要である。 

 

【肯定的意見】 

（Ａ委員）黄色無機顔料を筆頭に青色赤色について、高度な化合物設計戦略で研究開発

を推進し、多くの成果を獲得している。また、すでに顔料の安定性試験や安

全性試験にも着手しており、中間評価時点の目標に対する達成度は十分とい

える。 

 

（Ｃ委員）青色を除いたすべての項目で、目標達成されており、その青色も達成率97%

であり、今後の研究によれば、目標を大幅に達成する可能性が極めて大きい。 

 

（Ｄ委員）論文、特許等、ほぼ妥当な数の出版、あるいは出願がなされており、ほぼ妥

当である。現段階で得られている結果は設定された指標にほぼ達している。 

 

（Ｂ委員）事業開始時点の目標に対して一応の成果は得られている。  

 

（Ｅ委員）黄色，赤色および青色顔料の特性評価に理論的考察がなされており、更なる

性能向上に向けての課題と問題解決の方策が指摘されている。 

論文の発表と特許の出願件数はほぼ妥当といえる。 
プロトタイプの作製として、有田焼の上絵具へ適用例は大変興味深く、また

一般大衆へのPR効果としても評価できる。 

 

【問題点・改善すべき点】 

（Ａ委員）真に必要とされる開発色素の安定性試験については、色素利用の現場とさら

なる議論が必要かと思われる。 
 

（Ｅ委員）事業化に向けたプロジェクトであることを考慮すると、やや特許出願件数が

少ない。 
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陶磁器やプラスチック製品等のメーカーへの材料提供の際に指摘された課題

に対しては今後企業サイドとの綿密な提携が必要である。 
 

（Ｂ委員）今後は目標の見直し（再設定）が必要と考える。 （２．研究開発等の目標

の妥当性のコメントと同） 

（２．研究開発等の目標の妥当性のコメント：事業を開始する段階において、目標を

数値化する上で設定した値であることは評価できるものの、ある程度研究が進んだ段

階では評価方法の見直しと、目標の再設定が必要と考える。具体的には、顔料は実際

の使用場面では必ず何らかの媒体中で分散して使うものであり、現在行っている顔料

粉体での評価は実用場面ではほとんど意味が無いものである。将来工業的な需要を目

指すのであれば、それに即した評価方法（例えば、塗料、プラスチックでの色相、着

色力評価）を取り入れる必要がある。） 
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４．事業化、波及効果についての妥当性 

中間点であるため、これまでに得られた知見、結果に基づき、事業化の可能性を探

るとともに、採算性も考慮した実用化を計る必要がある。学術的成果は大いに満足でき

るが、実用化に関しては、課題、対策、マイルストーン等の設定がいまひとつ明確でな

い。 

事業化へ向けた工夫として最初に有田焼の色素に適用性を見出している点は評価で

きるが、年間数 10kg の需要と少なく、塗料、プラスチックでの実用評価をできるだけ

早い時点で開始して貰いたい。 

本プロジェクトの成果は、学術的には世界的に見て最先端を走っているように感じ

られた。経産省としてはこの点を考慮して、顔料分野における国際標準化に関する基準

制定のイニシアティブをとるよう努めてほしい。 
 

【肯定的意見】 

（Ｄ委員）中間点であるため、これまでに得られた知見、結果に基づき、事業化の可能

性を探る必要がある。また、当初、想定しなかったような結果も得られてお

り、採算性も考慮した実用化を計る必要がある。 

 

（Ｃ委員）黄色顔料については、すぐにでも代替可能であるのは、事業化においては大

きなメリットであり、市場の開拓に弾みがつくものと思われる。 

 

（Ａ委員）事業化へ向けた工夫として最初に有田焼の色素に適用性を見出している点は

評価できる。また、より広い適用性についての必要性を認知している点も重

要である。 

 

（Ｂ委員）将来的な方向性として、工業分野を上げていることについては評価できる。

特に無機黄色顔料の代替需要は大きいものが見込まれる。  

 

（Ｅ委員）黄色顔料については、有田焼など高級焼き物用の上絵具としての実用化に目

処が立っている。 

赤色および青色顔料の実用化はまだ先のようであるが、実用化に向けた問題

点の抽出とその解決方策の提案をしている。 

本プロジェクトの成果は、学術的には世界的に見て最先端を走っているよう

に感じられた。経産省としてはこの点を考慮して、顔料分野における国際標

準化に関する基準制定のイニシアティブをとるよう努めてほしい。 

 

 



58 
 

【問題点・改善すべき点】 

（Ｅ委員）学術的成果は大いに満足できるが、実用化に関しては、課題、対策、マイル

ストーン等の設定がいまひとつ明確でない。顔料を使用する企業サイドとの

連携が希薄であるといえる。 

 

（Ａ委員）（既に着手していただいているが）適用先についての議論はこのプロジェク

トメンバー内に限った議論にすべきではなく、顔料の使用側だけでなく顔料

合成企業も交えた国全体を巻き込んだ議論が重要になると思われる。 

 

（Ｃ委員）やはり有田焼のみでは、規模が小さく、市場開拓もあわせて行うことが必要

であると思われる。 

 

（Ｂ委員）顔料の市場はインキ、塗料、プラスチックが90%以上を占め、無機顔料は塗

料、プラスチックなどの工業分野が90%以上であり、今回の事業目的もこの分

野に絞り込むことが必要である。陶磁器用顔料は報告書にもあるように年間

数10kgの需要しか無く、今回の事業目的とはややかけ離れている。 塗料、プ

ラスチックでの実用評価をできるだけ早い時点で開始して貰いたい。  
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５．研究開発マネジメント・体制・資金・費用対効果等の妥当性 

本事業の実施に際して目標設定は極めて妥当であり、採択に関するスケジュールも

妥当である。選別過程も適切であり、採択された実施者（大阪大学のグループ）は本プ

ロジェクト実施には最適である。また、目標達成及び効率的実施のために必要な、実施

者間の連携が十分に行われる体制となっており、学会発表、論文、特許申請等で成果を

社会に認知させる努力も十分に行われている。また、開発計画も重要性の高い色素から

重点的に開発を進めているだけでなく、ほかの色素への研究配分も適切である。 

一方で、研究開発チーム構成のメンバーとして顔料利用メーカーとの連携がほしか

った。今後は、顔料の市場性が高い塗料、プラスチックでの実用評価も開始してもらい

たい。 

また、今後更なる世界情勢の変化も予想され、代替開発顔料の製造場所、適用先も

めまぐるしく変化してくる可能性がある。今後のプロジェクトの流れの中でも知財戦略

を軸とした多くの工夫が必要と思われる。 

 

【肯定的意見】 

（Ｄ委員）本事業の実施に際して目標設定は極めて妥当である。また、採択に関するス

ケジュールも妥当である。選別過程も適切であり、採択された実施者（大阪

大学のグループ）は本プロジェクト実施には最適である。 
全体を統括するプロジェクトリーダーとして大阪大学の今中教授が選任さ

れ、同氏のバックグラウンドおよび環境を考慮すると同氏が十分に活躍でき

る環境が整備されている。また、目標達成及び効率的実施のために必要な、

実施者間の連携が十分に行われる体制となっており、学会発表、論文、特許

申請等で成果を社会に認知させる努力も十分に行われている。 

 

（Ｂ委員）この分野の無機化学の研究者として、大阪大学今中教授は第一人者であり、

また意見を求める協力体制も整っており、評価できる。資金配分、費用対効

果については今回の説明資料だけでは十分な評価はできないものの、全体と

しては妥当と判断する。  

 

（Ａ委員）開発マネジメントはリーダーの今中教授の強力なリーダーシップの元、理想

的な進捗がなされているといえる。また、開発計画も重要性の高い色素から

重点的に開発進めているだけでなく、ほかの色素への研究配分も適切である。 

 

（Ｃ委員）プロジェクトリーダーの設置の他、各用途の評価のための協力機関や安全性

確認のための評価委託機関の設置などうまく組織化している。 
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（Ｅ委員）本プロジェクトの計画・実施体制は概ね的確であった。 

本プロジェクトは対話に係る基準に関しては該当しないが、有田焼上絵具へ

の応用例の成果は、国民との科学・技術対話として評価できる。 

 

【問題点・改善すべき点】 

（Ｅ委員）研究開発チーム構成のメンバーとして顔料利用メーカーとの連携がほしかっ

た。 

 

（Ａ委員）今後更なる世界情勢の変化も予想され、代替開発顔料の製造場所、適用先も

めまぐるしく変化してくる可能性がある。今後のプロジェクトの流れの中で

も知財戦略を軸とした多くの工夫が必要と思われる。 
 

（Ｂ委員）変化への対応については、前項迄に記したことを参考にされたい。 

（４．事業化、波及効果についての妥当性のコメント：顔料の市場はインキ、塗料、

プラスチックが90%以上を占め、無機顔料は塗料、プラスチックなどの工業分野が90%

以上であり、今回の事業目的もこの分野に絞り込むことが必要である。陶磁器用顔料

は報告書にもあるように年間数10kgの需要しか無く、今回の事業目的とはややかけ離

れている。 塗料、プラスチックでの実用評価をできるだけ早い時点で開始して貰いた

い。）  
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６．総合評価 

プロジェクトリーダーの強力なリーダーシップの元、適切な研究開発戦略とそれに

基づく高い研究遂行能力の結果、極めて質の高い成果が得られていると思われる。 

国内においては汎用顔料の輸入量が大幅に増えており、国内無機顔料メーカーの事

業撤退を余儀なくされている中、我が国としては世界に先駆けて新規顔料の開発が望ま

れるところであり、国際基準の制定や国際競争力のイニシアティブをとる絶好のチャン

スとなってほしい。 

基礎開発研究段階では、人的、資金面から一企業として行えることは限られている

ことから、大学が政府の資金援助を受けて進めることは重要。 

特別な化合物や素材を使わない初期の設定が実用化の可能性を大きなものとしてい

ると思われるが、実用化に向けては、企業サイドとの連携や実用的な評価が今後の課題

である。さらに、実用化のステージでは、これまでの科学的見地に基づく開発戦略とは

大きく異なるグローバルな戦略と国からの後押しが期待される。 

プロジェクトリーダーの強力な采配のもと、目標に向かって邁進することを期待す

る。 

 

【肯定的意見】 

（Ａ委員）プロジェクトリーダーの強力なリーダーシップの元、適切な研究開発戦略と

それに基づく高い研究遂行能力の結果、極めて質の高い成果が得られている

と思われる。 

 

（Ｄ委員）研究グループの指向性、人選の観点から、当プロジェクトを遂行するには適

切な選択がなされていると評価できる。このまま、プロジェクトリーダーの

強力な采配のもと、目標に向かって邁進されることを期待する。 

 

（Ｂ委員）我が国の顔料工業は近年中国からの低価格品攻勢により非常に苦しい情勢に

ある。特に古くからの汎用顔料は、輸入量が大幅に増えており、国内無機顔

料メーカーの事業撤退を余儀なくされている。このような背景で、今後我が

国としては世界に先駆けて新規顔料の開発が望まれるところであり、本事業

はその面からも期待されるものである。基礎開発研究段階では、人的、資金

面から一企業として行えることは限られていることから、大学が政府の資金

援助を受けて進めることは重要であり、本事業はその面からも評価できるも

のである。  

 

（Ｅ委員）有害化学物質の代替材料として、人体に直接触れる機会の多い無機顔料に焦

点を当てたプロジェクトであり、興味深かった。 
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本プロジェクトが、世界的に見て無機顔料の国際基準の制定や国際競争力の

イニシアティブをとる絶好のチャンスなってほしい。 

 

（Ｃ委員）特別な化合物や素材を使わない初期の設定が逆に実用化の可能性を大きなも

のとしていると思われる。 

 

【問題点・改善すべき点】 

（Ｅ委員）実用化に向けた視点が少し足りない．前述のとおり，企業サイドとの連携が

今後の課題であり，真に次世代の日本の産業に育て上げるには多くの課題が

ありそうである。 

 

（Ａ委員）実用化のステージでは、これまでの科学的見地に基づく開発戦略とは大きく

異なるグローバルな戦略が期待される。プロジェクトリーダーのリーダーシ

ップだけでなく、国からの実用化への後押しも期待される。 

 

（Ｂ委員）顔料は顔料粉体としてそのまま使用されることはなく、必ず何らかの媒体中

に分散して使われるため、顔料としての評価は報告書にあるような粉体の色

相評価でなく、塗料、プラスチックに分散しての実用評価が必要である。  

 

（Ｃ委員）黄色については、目標値も達成度も高いが、赤色は達成されたものの目標値

が低いと思われる。 
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７．今後の研究開発の方向等に関する提言 

大学人の研究はややもすると基礎研究に偏りがちであるが、塗料、プラスチックに

分散しての実用的な評価や、顔料の隠蔽力、着色力、色合い、あるいは粉体の形態制御

等についての評価等、応用に向けた研究も必要と考える。 

実用化に向けてのノウハウのためには、企業との連携を強化する必要がある。 

実用化をより強く意識したものにシフトしていく中で、新規開発顔料の「ヒト影響

試験」や「安定性試験」などは、新顔料の性能を十分担保する内容であるべき一方で、

効率よい計画も強く期待される。 

色に関しては、人の感性に依存している部分が多いので、その分野の専門家も加え

た評価が必要である。 

もっとも実現性がありかつ需要量が多く、現段階でも中間目標を達成している黄色

顔料について注力し、早期の工業化を目指しての取り組みに重点をおいて進むのが良い

と考える。 

カドミウムを使った赤色顔料のレベルをクリアするためには、ベンガラベースの材

料から脱却することも視野に入れたほうがよいと思われる。 

必要な場所に必要なだけレアアースを使用することは、 材料開発の選択肢を豊富に

することにつながる。材料開発におけるブレークスルーを逃さないためにも、レアアー

スを積極的に使用している姿勢は今後とも続けるべきである。 

 

【各委員の提言】 

（Ｄ委員）最初に書いたとおり、本研究の目標とするところは、世の中で比較的認知度

が低い分野の問題の解決を図ることにあり、このような問題を、国が主導し

て大学でプロジェクトを実施するところが、重要で有り、国民の血税が、こ

のような形で有効に使用されていることを多いに宣伝すべきである。大学人

の研究はややもすると基礎研究に偏りがちであるが、本研究プロジェクトに

は明確な出口イメージが示されており、大学人の基礎研究に対する好奇心を

抑えつつ、応用に向けて、研究をリードしてゆくためには、ある種の覚悟を

必要とする。今中リーダーには、是非、このような点を相克され、想定され

た問題点を解決され、研究に邁進してほしいと思う。 

経産省にお願いしたいこと：色の問題は、人の感性に依存している部分が多

いので、その分野の専門家も加えた評価が是非必要かと思う。 

 

（Ｅ委員）大学主体のプロジェクトであるので、ターゲットとした材料を実用化するた

めのノウハウに関しては乏しいのは仕方のないところである．今後は企業サ

イドとの連携強化に力を注いでほしい。そのためには，既に企業サイドから

指摘されているように，顔料の隠蔽力、着色力、色合い、あるいは粉体の形
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態制御等などのパラメータを数値化し、それを次の目標値とすることが必要

であるともいえる。 

 

（Ｂ委員）顔料は顔料粉体としてそのまま使用されることはなく、必ず何らかの媒体中

に分散して使われるため、顔料としての評価は報告書にあるような粉体の色

相評価でなく、塗料、プラスチックに分散しての実用評価が必要である。 こ

れらの評価を行うためには、ある程度の量のサンプル（最低500～1,000g）が

必要となるため、必要数量が安定して製造可能な合成装置、焼成炉、粉砕機

などが必要となるので、最終評価までに実施可能な製造装置の検討が必要と

考える。  

 

（Ａ委員）既存重金属含有顔料の代替顔料開発がかなりのレベルで達成できている現状

を鑑みて、今後の研究開発においては実用化をより強く意識したものにシフ

トしていくものと思われる。中でも、新規開発顔料の「ヒト影響試験」や「安

定性試験」などは、新顔料の性能を十分担保する内容であるべき一方で、効

率よい計画も強く期待される。今後も新規代替材料が開発されれば同じ議論

になるという意味で、これら試験の内容や方法については、本プロジェクト

の枠を超えたものになり、経済産業省だけでなく化学物質規制を所管する厚

生労働省や環境省とも強く連携した取り組みが益々重要になるでしょう。適

切なタイミングで省庁の枠を超えたプロジェクト間の協力があってもよいと

思う。換言すれば、そこにこそ国主導のプロジェクトの優位性が発揮できる

と考える。 

 

（Ｅ委員）本プロジェクトの事業化に伴う経済的波及効果には大いに期待できそうであ

るが、その実現には何といっても代替材料のコスト問題と有害化学物質の使

用規制である。コストダウンに関しては企業サイドの問題であるとの指摘も

あるが，国（経産省やNEDO）としての考え方や今後の方策等について示さ

れていなかった。また、有害化学物質の使用規制に関しては国の及び腰の姿

勢が感じられた．従来の国家（NEDOも含めて）プロジェクトではこれらに

関してはほとんど議論してこなかったように見受けられる。コスト問題に関

しては半導体や太陽電池等にみられる日本企業のシェア衰退を2度と繰り返

さないためにも国の関与が必要ではないか。 

 

（Ｅ委員）昨今、「脱・省レアアース」が叫ばれる中で、日本の産業界全体が「レアア

ース恐怖症」に陥っているともいえる．ある意味においては材料開発におけ

るブレークスルーを逃すことにもなりかねない。それに対して，本プロジェ



65 
 

クトはむしろレアアースを積極的に使用している。この姿勢は今後とも続け

るべきである。必要な場所に必要なだけレアアースを使用することは、 材料

開発の選択肢を豊富にすることにつながる。 

 

（Ｂ委員）黄、赤、青色3色を目標としているが、もっとも実現性がありかつ需要量が

多く、現段階でも中間目標を達成している黄色顔料について注力し、早期の

工業化を目指しての取り組みに重点をおいて進まれるのが良いと考える。 赤

について、ベンガラ（酸化鉄）と比較しているが、ベンガラ程度の色相であ

るならば、価格面で代替の可能性は少ない。 青についても、今回の発表では、

かなりハードルは高いと考える。  

 

（Ｃ委員）中間目標にかかわらず、代替材料となる目標をクリアしているのは、黄色の

みであり、青色では、ガーネット型構造にてその可能性を大きく高めたもの

と思われる。問題は赤色であり、カドミウムを使った赤色顔料のレベルをク

リアするためには、弁柄ベースの材料から脱却することも視野に入れたほう

がよいと思われる。 
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第４章 評点法による評点結果 

 

 

「有害化学物質代替技術開発」に係るプロジェクト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 21 年 3 月 31 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、プロジェクトの中間・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)プロジェクト間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。また、評点法は研究開発制度評価にも活用する。 
 

２．評価方法 
 

・各項目ごとに４段階（Ａ(優)、Ｂ(良)、Ｃ(可)、Ｄ(不可)<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、プロジェクト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 

（有害化学物質代替技術開発プロジェクト） 

 

評点 

Ａ 

委

員 

Ｂ 

委

員 

Ｃ 

委

員 

Ｄ 

委

員 

Ｅ 

委

員 

１．事業の目的・政策的位置付けの妥当性 2.40  2  2  2  3  3  

２．研究開発等の目標の妥当性 2.20  2  1  2  3  3  

３．成果、目標の達成度の妥当性 2.40  2  1  3  3  3  

４．事業化、波及効果についての妥当性 1.20  1  1  1  2  1  

５．研究開発ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ･体制･資金･費用対効果等の妥当性 2.20  2  2  2  3  2  

６．総合評価 2.40  3  2  2  3  2  
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経済産業省技術評価指針の位置付け 

 

経済産業省技術評価指針（以下、「本指針」という。）は、経済産業省が、経済産業省における技

術に関する施策及び技術に関する事業（以下、「技術に関する施策・事業」という。）の評価を行う

に当たって配慮しなければならない事項を取りまとめたガイドラインである。 

本指針は、「産業技術力強化法」（平成１２年法律第４４号）第１０条の規定、「科学技術基本計画」

（平成１８年３月閣議決定）、「研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研

究開発等の効率的推進等に関する法律」（平成２０年法律第６３号）第３４条の規定及び「国の研究

開発評価に関する大綱的指針」（平成２０年１０月内閣総理大臣決定）（以下、「大綱的指針」という。）

に沿った適切な評価を遂行するための方法を示す。 

同時に、「行政機関が行う政策の評価に関する法律」（平成１３年法律第８６号）（以下、「政策評

価法」という。）に基づく「経済産業省政策評価基本計画」（以下、「政策評価基本計画」という。）

に沿った、経済産業省政策評価のうち研究開発に関する部分の実施要領としての性格を持つ。した

がって、技術に関する施策・事業についての評価の結果は、政策評価基本計画に基づき実施される

事前評価及び事後評価に適切に反映・活用を図る。 

技術評価は、政策評価法上要請される評価を含め政策評価の一環としての位置付けを有すること

から、本指針は、技術に関する施策・事業の成果や実績等を厳正に評価し、それを後の技術に関す

る施策・事業の企画立案等に反映させる政策サイクルの一角としての評価の在り方について定める

ものである。 

ただし、技術に関する施策・事業に係る評価は、競争的資金制度による研究課題、プロジェクト

といった研究開発の内容や性格、実施体制等の態様に応じた評価方法に拠るべきであるとともに、

評価の厳正さと効率性を両立するためには、評価をとりまく様々な状況に応じた臨機応変な評価手

順を設定する必要がある。さらに、評価手法は日進月歩であり、今後よりよい評価手法が提案され

ることも十分考えられる。したがって、本指針では共通的なルール及び配慮事項を取り上げること

とし、より詳細な実施のプロトコルは評価マニュアルの作成等により記述することで、機動的な実

施を図ることとする。 

研究開発機関が自ら実施する評価をその機関の自己改革の契機とするような自律的なシステムの

構築に努め、研究開発を実施する独立行政法人が、大綱的指針及び本指針に沿って、研究開発評価

の実施に関する事項について、明確なルールを定め、研究開発評価の実施及び評価結果の活用が適

切かつ責任を持って行われるよう、所管官庁としての責務を果たすものとする。 
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◎本指針における用語については、次に定めるところによる。 

 

・競争的資金制度：資金を配分する主体が、広く一般の研究者（研究開発に従事している者又はそ

れらの者から構成されるグループをいう。）、企業等又は特定の研究者、企業等を対象に、特定の

研究開発領域を定め、又は特定の研究開発領域を定めずに研究課題を募り、研究者、企業等から

提案された研究課題の中から、当該課題が属する分野の専門家（当該分野での研究開発に従事し

た経験を有する者をいう。）を含む複数の者による、研究開発の着想の独創性、研究開発成果の先

導性、研究開発手法の斬新性その他の科学的・技術評価又は経済的・社会的評価に基づき、実施

する課題を採択し、当該課題の研究開発を実施する研究者等又は研究者等が属する組織若しくは

企業等に資金を配分する制度をいう。 

・研究開発制度：資源配分主体が研究課題を募り、提案された課題の中から採択した課題に研究開

発資金を配分する制度をいう。 

・プロジェクト：具体的に研究開発を行う個別の実施単位であり、明確な目的や目標に沿って実施

されるものをいう。研究開発制度（競争的資金制度を含む）による研究課題は、本指針上プロジ

ェクトには該当しない。 

・研究開発機関：国からの出資、補助等の交付を受けて研究開発を実施し、又は研究開発の運営管

理を行う機関をいう。 

・技術に関する事業：具体的に研究開発を行う個別の実施単位をいい、「研究開発制度（競争的資金

制度を含む）」、「プロジェクト」及び「競争的資金制度による研究課題」により構成される。 

・技術に関する施策：同一又は類似の目的を有する技術に関する事業のまとまりをいい、当該目的

との関係で必要な研究開発以外の要素（調査等）を含む場合がある。 

・政策評価書：本指針において用いる「政策評価書」とは経済産業省政策評価実施要領を踏まえた

評価書をいう。 

・政策サイクル：政策の企画立案・実施・評価・改善（plan-do-check-action）の循環過程をいう。 

・評価システム：評価目的、評価時期、評価対象、評価方法等、評価に係るあらゆる概念、要素を

包含した評価制度、体制の全体をいう。 

・推進課：技術に関する事業を推進する課室（研究開発担当課室）をいう。推進課は、評価結果を

反映させるよう努力する義務がある。 

・主管課：技術に関する施策の企画立案を主管する課室及び予算等の要求事項を主管する課室をい

う。 

・査定課：予算等の査定を行う課室（大臣官房会計課、資源エネルギー庁総合政策課等）をいう。 

・有識者等：評価対象となる技術に関する施策・事業について知見を有する者及び研究開発成果の

経済的・社会的意義につき指摘できる人材（マスコミ、ユーザ、人文・社会科学者、投資家等）

をいう。 

・外部評価者：経済産業省に属さない外部の有識者等であって、評価対象となる技術に関する施策・

事業の推進に携わっていない者をいう。 

・外部評価：外部評価者による評価をいい、評価コメントのとりまとめ方法としてパネルレビュー
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（評価者からなる委員会を設置（インターネット等を利用した電子会議を含む。）して評価を行う

形態）による場合とメールレビュー（評価者に対して郵便・ＦＡＸ・電子メール等の手段を利用

して情報を提供し、評価を行う形態）による場合とがある。 

・評価事務局：技術に関する施策・事業の評価の事務局となる部署をいい、評価者の行う評価の取

りまとめ責任を負う。 

・評価者：評価の責任主体をいい、パネルレビューによる場合には外部評価者からなる委員会が責

任主体となる。また、評価の結果を踏まえて、資源配分の停止や変更、技術に関する施策・事業

の内容の変更に責任を有するのは企画立案部門である技術に関する施策・事業の推進課及び主管

課である。 

・終了時評価：事業終了時に行う評価であり、事業が終了する前の適切な時期に行う終了前評価と

事業の終了直後に行う事後評価がある。 
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Ｉ．評価の基本的考え方 

１．評価目的 

(1) より良い政策・施策への反映 

   評価を適切かつ公正に行うことにより、研究者の創造性が十分に発揮されるような、柔軟か

つ競争的で開かれた研究開発環境の創出など、より良い政策・施策の形成等につなげること。 

(2) より効率的・効果的な研究開発の実施 

評価を支援的に行うことにより、研究開発の前進や質の向上、独創的で有望な優れた研究開

発や研究者の発掘、研究者の意欲の向上など、研究開発を効果的・効率的に推進すること。 

(3) 国民への技術に関する施策・事業の開示 

高度かつ専門的な内容を含む技術に関する施策・事業の意義や内容について、一般国民にわ

かりやすく開示すること。 

(4) 資源の重点的・効率的配分への反映 

評価の結果を技術に関する施策・事業の継続、拡大・縮小・中止など資源の配分へ反映させ

ることにより資源の重点化及び効率化を促進すること。また、研究開発をその評価の結果に基

づく適切な資源配分等通じて次の段階に連続してつなげることなどにより、研究開発成果の国

民・社会への還元の効率化・迅速化に資すること。 

 

２．評価の基本理念 

評価の実施に当たっては、以下の考え方を基本理念とする。 

(1) 透明性の確保 

推進課、主管課及び研究開発機関においては、積極的に成果を公開し、その内容について広

く有識者等の意見を聴くこと。評価事務局においては、透明で公正な評価システムの形成、定

着を図るため、評価手続、評価項目・評価基準を含めた評価システム全般についてあらかじめ

明確に定め、これを公開することにより、評価システム自体を誰にも分かるものとするととも

に、評価結果のみならず評価の過程についても可能な限り公開すること。 

(2) 中立性の確保 

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の導入等に

より、中立性の確保に努めること。 

(3) 継続性の確保 

技術に関する施策・事業においては、個々の評価がそれ自体意義を持つだけではなく、評価

とそれを反映した技術に関する施策・事業の推進というプロセスを繰り返していく時系列のつ

ながりにも意義がある。したがって、推進課及び主管課にとって評価結果を後の技術に関する

施策・事業の企画立案等に反映させる際に有用な知見を抽出し、継続性のある評価方法で評価

を行うこと。 

(4) 実効性の確保 

政策目的に照らし、効果的な技術に関する施策・事業が行われているか判断するための効率

的評価が行われるよう、明確で実効性のある評価システムを確立・維持するとともに、技術に

関する施策・事業の運営に支障が生じたり、評価者及び被評価者双方に過重な負担をかけるこ
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とのない費用対効果の高い評価を行うこと。 

 

３．指針の適用範囲 

(1) 本指針においては、多面的・階層的な評価を行う観点から、経済産業省における具体的に研

究開発を行う個別の実施単位である研究開発制度、プロジェクト及び競争的資金制度による研

究課題である技術に関する事業並びに同一又は類似の目的を有する技術に関する事業のまとま

りである技術に関する施策を評価対象とする。 

(2) 国費の支出を受けて技術に関する事業を実施する民間機関、公設試験研究機関等の評価につ

いては、当該事業の評価の際等に、これら機関における当該事業の研究開発体制に関わる運営

面に関し、国費の効果的・効率的執行を確保する観点から、必要な範囲で評価を行う。 

(3) 上記(2)の規定にかかわらず、独立行政法人が運営費交付金により自ら実施し、又は運営管理

する技術に関する事業については、独立行政法人通則法（平成１１年法律第１０３号）及び大

綱的指針に基づいて実施されるものであり、本指針の対象としない。なお、技術に関する施策

には、これら事業は含まれるものとする。 

(4) 評価の種類としてはこの他に研究者等の業績の評価が存在するが、これは研究開発機関の長

が評価のためのルールを整備した上で、責任を持って実施することが基本であり、本指針の対

象としない。 

 

４．評価の類型・階層構造及びリンケージ 

(1) 実施時期による類型 

評価はその実施時期により、事前評価、中間・終了時評価及び追跡評価に類型化される。 

(2) 評価の階層構造 

経済産業省における技術評価では、技術に関する施策・事業での評価を基本的な評価単位と

するが、政策効果をあげるために、特に必要があると認められるときには、関連する複数の技

術に関する施策・事業が有機的に連携をとって 

体系的に政策効果をあげているかを評価することとする（これは経済産業省政策評価実施要

領における「政策体系評価」に対応するものと位置付ける。）。 

(3) 実施時期による評価のリンケージ 

中間・終了時評価は、技術に関する施策・事業の達成状況や社会経済情勢の変化を判断し、

計画の見直しや後継事業への展開等の是非を判断するものである。また、事前評価での予想が

実際にどのような結果となったか、予算措置は妥当であったか等を確認することにより、事前

評価の方法を検証し得るものである。したがって、中間・終了時評価の結果をその後の産業技

術政策・戦略の企画立案や、より効果的な事前評価の評価手法の確立に反映させるよう努める

ものとする。 

また、中間・終了時評価の結果は、追跡評価にて検証されるものである。 

 

５．評価方法等 

厳正な評価を行うためには、評価方法、評価項目等に客観性を持たせることが必要であること
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から、本指針をはじめ評価実施に係る諸規程等を整備の上、公開するものとする。 

技術評価室は本指針を踏まえ、評価マニュアル等を策定するとともに、円滑な評価の実施のた

めの指導及び評価システムの維持管理を行う。 

(1) 施策原簿 

技術に関する施策の基本実施計画書、政策評価書等をもって施策原簿とする。施策原簿を作

成・改定した場合は、速やかにその写しを技術評価室へ提出する。 

(2) 事業原簿 

技術に関する事業の基本実施計画書、政策評価書等をもって事業原簿とする。研究開発制度

及びプロジェクトの事業原簿を作成・改定した場合は、速やかにその写しを技術評価室へ提出

する。 

(3) 評価項目・評価基準 

評価の類型及び技術に関する施策・事業の態様等に応じて標準的な評価項目・評価基準を技

術評価室が別に定めることとする。 

(4) 評価手続・評価手法 

評価の類型に応じて適切な評価手法を用いるものとする。なお、複数の事業間の相対的評価

を行う場合等においては、評点法の活用が有効と考えられ、評価の類型及び対象案件の態様に

応じ適宜活用することが望ましい。 

(5) 評価の簡略化 

評価の実施に当たっては、評価コストや被評価者側の過重な負担を回避するため、評価対象

となる事業に係る予算額が比較的尐額である場合には、評価項目を限定する等の簡略化を行う

ことができるものとする。なお、簡略化の標準的な方法については技術評価室が別に定める。 

 

６．評価結果の取扱い等 

(1) 評価結果の取扱い 

評価事務局は、評価終了後速やかに評価書の写しを技術評価室に提出する。技術評価室は全

ての評価結果について、これまでに実施された関連調査及び評価の結果、評価の実施状況等を

踏まえつつ意見をまとめ、査定課、秘書課及び政策評価広報課に報告することができる。 

(2) 予算査定との関係 

査定課は、技術評価室から事前評価及び中間評価の評価書の提出を受けた場合は、技術評価

室の意見を踏まえつつ技術に関する施策・事業の評価等を行う。事前評価に関しては査定課の

評価を終えた事前評価書に記載された技術に関する施策・事業の内容をもって、推進課又は主

管課と査定課との間の合意事項とみなし、査定課はこれを踏まえて予算査定を行う。中間評価

に関しては、査定課は中間評価結果を踏まえて予算査定を行う。 

(3) 評価結果等の公開の在り方 

評価結果及びこれに基づいて講ずる又は講じた措置については、機密の保持が必要な場合を

除き、個人情報や企業秘密の保護、知的財産権の取得等に配慮しつつ、一般に公開することと

する。なお、事前評価については、政策立案過程の透明化を図る観点から、評価事務局は予算

が経済産業省の案として確定した後に、公開するものとする。パネルレビューを行う場合にお
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ける議事録の公開、委員会の公開等については、「審議会等の透明化、見直し等について」（平

成７年９月閣議決定）に準じて行うものとする。 

 

７．評価システムの不断の見直し 

いかなる評価システムにおいても、評価は評価者の主観的判断によってなされるものであり、

その限りにおいては、完璧な客観性、公平性を求めることは困難である。したがって、評価作業

が終了するたびごとにその評価方法を点検し、より精度の高いものとしていく努力が必要である。

また、本指針については、こうした一連の作業を踏まえ、原則として毎年度見直しの要否を検討

する。 

 

８．評価体制の充実 

評価体制の充実を図るため、研究者の評価者としての活用などにより評価業務に携わる人材を

育成・確保するとともに、研究開発費の一部を評価費用に充てるなど評価に必要な資源を確保す

る。 

 

９．評価データベース等の整備 

技術評価室は、国内外の適切な評価者を選任できるようにするため、及び個々の評価において

普遍性・信頼性の高い評価を実現するため、個々の技術に関する施策・事業についての研究者、

資金、成果、評価者、評価結果等をまとめたデータベースを整備する。 

また、競争的資金制度による研究課題に関する評価など、審査業務等を高度化・効率化するた

めに必要な電子システムの導入も促進する。 

 

１０．評価における留意事項 

(1) 評価者と被評価者との対等性 

① 評価者と被評価者との関係 

評価作業を効果的に機能させるためには、評価者と被評価者の双方が積極的にその知見と情

報を提供し合うという協調的関係と、評価者もその評価能力を評価されるという意味で評価者

と被評価者とが相互に相手を評価するという緊張関係とを構築し、この中で、討論を行い、評

価を確定していく必要がある。 

この際、評価者は、不十分な成果等被評価者が自ら進んで提示しない事実があるかどうかを

見極める能力が要求される。一方、被評価者は、評価対象の技術に関する施策・事業の位置付

けを明確に認識するとともに、評価結果を正確に理解し、確実にその後の技術に関する施策・

事業の創設、運営等に反映させていくものとする。 

② 評価者に係る留意事項 

研究者が評価者となる場合、評価者は、評価作業を評価者自らの研究を妨げるものとして捉

えるべきではなく、自らの研究の刺激になる行為として、積極的に取り組むことが必要である。         

また、研究開発成果を、イノベーションを通じて国民・社会に迅速に還元していく観点から、

産業界の専門家等を積極的に評価者に選任する。 
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③ 被評価者に係る留意事項 

被評価者は、評価を事業の質をより高めるものとして積極的に捉え、評価は評価者と被評価

者の双方の共同作業であるとの認識の下、真摯な対応を図ることが必要である。 

(2) 評価の不確実性 

評価時点では見通し得なかった技術、社会情勢の変化が将来的に発生し得るという点で評価

作業は常に不確実性を伴うものである。したがって、評価者は評価の精度の向上には、必然的

に限界があることを認識した上で、評価時点で最良と考えられる評価手法をとるよう努めるこ

とが必要である。かかる観点からは、厳正さを追求するあまりネガティブな面のみを過度に減

点法で評価を行うこととなると、将来大きな発展をもたらす技術を阻害するおそれがある点に

も留意する必要がある。 

また、成果に係る評価において、目標の達成度合いを評価の判定基準にすることが原則であ

るが、併せて、副次的成果等、次につながる成果を幅広い視野からとらえる。 

(3) その他の留意事項 

① 海外の研究者、若手研究者の活用 

研究者には、研究開発の発展を図る上で専門的見地からの評価が重要な役割を果たすもので

あることから、評価者としての評価への積極的参加が求められる。一方、特定の研究者に評価

実施の依頼が集中する場合には、評価への参加が大きな負担となり、また、評価者となる幅広

い人材の養成確保にもつながらないことから、海外の研究者や若手研究者も評価者として積極

的に参加させることなどにより評価者確保の対象について裾野の拡大を図るよう努める。 

② 所期の成果を上げられなかった研究開発 

研究開発は必ずしも成功するとは限らず、また、失敗から貴重な教訓が得られることもある。

したがって、失敗した場合には、まずその原因を究明し、今後の研究開発にこれを生かすこと

が重要であり、成果を上げられなかったことをもって短絡的に従事した研究者や組織、機関を

否定的に評価すべきものではない。また、評価が野心的な研究開発の実施の阻害要因とならな

いよう留意しなければならない。 

③ 数値的指標の活用 

論文の被引用度数、特許の申請状況等による成果の定量的評価は一定の客観性を有するが、

技術に関する施策・事業においては研究分野や内容により、その意味は大きく異なり得るもの

であり、必ずしも研究開発成果の価値を一義的に表すものではない。したがって、これらを参

考資料として有効に活用しつつも、偏重しないよう留意すべきである。 

④ 評価結果の制度間での相互活用 

  研究開発をその評価の結果に基づく適切な資源配分等を通じて次の段階の研究開発に連続

してつなげるなどの観点から、関係府省、研究開発機関及び制度を越えて相互活用するよう努

める。 

⑤ 自己点検の活用 

  評価への被評価者等の主体的な取組を促進し、また、評価の効率的な実施を推進するため、

推進課及び主管課は、自ら技術に関する施策・事業の計画段階において具体的かつ明確な目標

とその達成状況の判定基準等を明示し、技術に関する施策・事業の開始後には目標の達成状況、
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今後の発展見込み等の自己点検を行い、評価者はその内容の確認などを行うことにより評価を

行う。 

⑥ 評価の国際的な水準の向上 

  研究開発の国際化への対応に伴い、評価者として海外の専門家を参加させる、評価項目に国

際的なベンチマーク等を積極的に取り入れるなど評価に関して、実施体制や実施方法などの全

般にわたり、評価が国際的にも高い水準で実施されるよう取り組む。 

 

Ⅱ．評価の類型と実施方法 

Ⅱ．１．技術に関する施策評価 

技術に関する施策の評価は、当該技術分野全体の方向性等を勘案しつつ、当該施策の下に位置

付けられる技術に関する事業のまとまりを俯瞰する形で、各事業の相互関係等に着目し、個々の

事業に係る評価結果を踏まえて行う。 

(1)事前評価 

  新規の技術に関する施策の創設に当たって行う。 

① 評価者 

外部評価者 

② 被評価者 

   推進課及び主管課 

③ 評価事務局 

推進課及び主管課。ただし、必要に応じて技術評価室が行うこともできる。 

④ 評価手続・評価手法 

   外部評価を行う。 

   評価対象とする技術に関する施策は、技術評価室が推進課及び主管課と協議の上、定める。 

⑤ 評価項目・評価基準 

    技術評価室が定める標準的な評価項目・評価基準又は評価者が定めるものとする。 

 

(2) 中間・終了時評価 

    技術に関する施策創設後、一定期間継続的に実施しているものについて、技術に関する施策

ごとに中間・終了時評価を行う。 

① 評価者 

    外部評価者 

② 被評価者 

   推進課及び主管課 

③ 評価事務局 

推進課及び主管課。ただし、必要に応じて技術評価室が行うこともできる。 

④ 評価手続・評価手法 

   施策原簿、成果報告、運営状況報告等を基に外部評価を行う。 

評価対象とする技術に関する施策は、技術評価室が推進課及び主管課と協議の上、定める。 
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⑤ 評価項目・評価基準 

    技術評価室が定める標準的な評価項目・評価基準又は評価者が定めるものとする。 

⑥ 実施時期 

中間評価については、実施が４年以上にわたる又は実施期間の定めのない技術に関する施策

について３年程度ごとに定期的に行う。なお、モニタリング（進捗状況を把握する作業）につ

いては毎年行うこととする。 

終了時評価については、当該技術に関する施策の成果を切れ目なく次の技術に関する施策に

つなげていく場合には、当該技術に関する施策が終了する前の適切な時期に終了前評価を行う

こととし、その他の場合には、当該技術に関する施策の終了直後に事後評価を行うものとする。 

なお、中間・終了時評価は、効果的・効率的な評価の実施の観点から、技術に関する施策を

構成する技術に関する事業の評価を前提として実施する。 

 

Ⅱ．２．技術に関する事業評価 

Ⅱ．２．１．研究開発制度評価 

研究開発制度評価は、個々にその目的・政策的位置付け、目標、成果、目標の達成度、必要性、 

効率性、有効性等について、事前評価及び中間・終了時評価を行う。 

(1) 事前評価 

   新規の研究開発制度の創設に当たって行う。 

① 評価者 

外部評価者 

② 被評価者 

   推進課 

③ 評価事務局 

   推進課 

④ 評価手続・評価手法 

   外部評価を行う。 

⑤ 評価項目・評価基準 

技術評価室が定める標準的な評価項目・評価基準又は評価者が定めるものとする。研究開発

制度について制度実施予定期間及び中間評価の時期の妥当性に関して評価する。 

 

(2) 中間・終了時評価 

 研究開発制度創設後、一定期間継続的に実施しているものについて、研究開発制度ごとに中

間・終了時評価を行う。 

① 評価者 

外部評価者 

② 被評価者 

   推進課及び研究開発機関 

③ 評価事務局 
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推進課又は研究開発機関（独立行政法人であって、研究開発制度の推進部門から独立した評

価部門が評価を行う場合に限る。）。ただし、必要に応じて技術評価室が行うこともできる。 

④ 評価手続・評価手法 

事業原簿、研究開発制度から得られた成果、研究開発制度の運営状況等を基に外部評価を行

う。また、必要に応じ、評点法の活用による評価の定量化を行うこととする。 

⑤ 評価項目・評価基準 

技術評価室が定める標準的な評価項目・評価基準又は評価者が定めるものとする。 

⑥ 実施時期 

中間評価については、実施期間が５年以上の研究開発制度又は実施期間の定めのない研究

開発制度については、その目的、内容、性格、規模等を考慮し、３年程度ごとに定期的に行

う。なお、モニタリング（進捗状況を把握する作業）については毎年行うこととする。 

終了時評価については、当該研究開発制度の成果を切れ目なく次の研究開発制度につなげ

ていく場合には、当該研究開発制度が終了する前の適切な時期に終了前評価を行うこととし、

その他の場合には、当該研究開発制度終了直後に事後評価を行うものとする。 

なお、中間・終了時評価は、効果的・効率的な評価の実施の観点から研究開発制度に関す

る評価結果の情報を集積し、関連する技術に関する施策の評価に際しその情報を提供する。 

 

Ⅱ．２．２．プロジェクト評価 

プロジェクト評価は、個々にその目的・政策的位置付け、目標、成果、有効性、効率性等につ

いて評価を行う。事前評価及び中間・終了時評価を行う。 

(1) 事前評価 

 新規のプロジェクトの創設に当たって行う。 

① 評価者 

外部評価者 

② 被評価者 

   推進課 

③ 評価事務局 

   推進課 

④ 評価手続・評価手法 

   外部評価を行う。 

⑤ 評価項目・評価基準 

    技術評価室が定める標準的な評価項目・評価基準又は評価者が定めるものとする。プロジェ

クトについて実施予定期間及び中間評価の時期の妥当性に関して評価する。 

 

(2) 中間・終了時評価  

プロジェクト創設後、一定期間継続的に実施しているものについて、プロジェクトごとに中

間・終了時評価を行う。 

① 評価者 



-12- 
 

外部評価者 

② 被評価者 

   推進課、研究開発機関及び実施者（研究開発機関から委託又は補助を受けてプロジェクトを

実施する機関又は個人をいう。） 

③ 評価事務局 

推進課又は研究開発機関（独立行政法人であって、事業の推進部門から独立した評価部門が

評価を行う場合に限る。）。ただし、必要に応じて技術評価室が行うこともできる。 

④ 評価手続・評価手法 

   事業原簿、成果報告、運営状況報告等を基に外部評価を行う。また、必要に応じ、評点法の

活用による評価の定量化を行うこととする。 

⑤ 評価項目・評価基準 

技術評価室が定める標準的な評価項目・評価基準又は評価者が定めるものとする。 

⑥ 実施時期 

   中間評価は、実施期間が５年以上のプロジェクト又は実施期間の定めのないプロジェクトに

ついては、その目的、内容、性格、規模等を考慮し、３年程度ごとに定期的に行う。なお、モ

ニタリング（進捗状況を把握する作業）については毎年行うこととする。 

   終了時評価は、当該プロジェクトの成果を切れ目なく次のプロジェクトにつなげていく場合

には、当該プロジェクトが終了する前の適切な時期に終了前評価を行うこととし、その他の場

合には、当該プロジェクト終了直後に事後評価を行うものとする。 

なお、中間・終了時評価は、効果的・効率的な評価の実施の観点から個別プロジェクトに関

する評価結果の情報を集積し、関連する技術に関する施策の評価に際しその情報を提供する。 

 

Ⅱ．２．３．競争的資金制度による研究課題に関する評価 

  競争的資金制度に提案された個々の研究課題について、当該競争的資金制度の目的に照らして、

目標・計画、科学的・技術的意義、実施体制、実用化の見通し等について評価を行う。複数の候

補の中から優れた研究課題を採択するための事前評価及び目標の達成状況や成果の内容等を把握

するための中間・終了時評価を行う。 

(1) 事前評価 

   新規研究課題の採択時に行う。 

① 評価者 

    外部評価者。 

研究課題の採択の際、被評価者と同じ研究開発機関に所属する等の専門家は排除する必要

があるため、例えば評価事務局はあらかじめ全評価者名を公表し、被評価者に対して申請時

に利害関係者の存在を併せて書面にて宣誓することを求める等の措置を講ずる。また、評価

者には秘密保持を義務付ける。 

なお、評価者としてふさわしい者であることを示すため、評価者の業績又は実績について

適切な時期にホームページ等で公開する。 

② 被評価者 
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   研究課題の提案者 

③ 評価事務局 

   推進課又は研究開発機関 

④ 評価手続・評価手法 

研究課題の採択に当たっては、エフォート（一研究員の全研究活動時間のうち当該競争的資

金制度による研究活動に充てる時間の割合をいう。）の明記を原則求める。また、被評価者と

利害関係のない有識者等によるパネルレビュー又はメールレビューによる評価を行う。採択に

当たっては、他の競争的資金制度による研究課題等との重複が生じないようにする。評価事務

局は研究課題の提案者へ不採択の結果を通知する場合には、原則として評価項目別に詳細な評

価内容を提示するとともに、不採択となった提案者からの問い合わせに応じるための環境を整

備する。 

   なお、研究課題の評価に際しては、研究分野や当該競争的資金制度の趣旨を踏まえ、必要に

応じて、主に業績が十分に定まらない若手研究者等について、マスキング評価の導入を図るこ

ととする。主に中堅以上の研究者に関する研究者としての評価は、所属組織や機関のみに着目

するのではなく、過去の実績を充分に考慮した評価とする。 

   また、研究者の研究遂行能力を示している過去の研究実績について、定量化を試みつつ、研

究者としての評価を過去の実績を十分考慮して行った上で研究課題の採否を決定する。 

  ⑤ 評価項目・評価基準 

技術評価室が定める標準的な評価項目・評価基準又は評価者が定めるものとする。研究課

題について実施予定期間及び中間評価の時期の妥当性に関して評価する。 

 

(2) 中間・終了時評価 

  研究課題の目標達成度の把握とともに研究課題の継続、拡大・縮小、中止等の資源配分の判

断、および必要に応じ被評価者に対する支援的助言を行うための評価。 

① 評価者 

   外部評価者 

なお、評価者としてふさわしい者であることを示すため、評価者の業績又は実績について適

切な時期にホームページ等で公開する。 

② 被評価者 

   研究課題の実施者 

③ 評価事務局 

   推進課又は研究開発機関。ただし、必要に応じて技術評価室が行うこともできる。 

④ 評価手続・評価手法 

   事業原簿、成果報告、運営状況報告等を基に外部評価を行う。 

   競争的資金制度による継続的な研究の必要性及びプロジェクトへの発展の可能性（主として

技術シーズの創造を目的とする研究の場合に限る。）の有無が判断できる手法により評価を行

う。 

また、研究課題の終了時評価の結果については、採択された研究課題ごとに定量化されたも
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のについては結果を公表する。 

⑤ 評価項目・評価基準 

   技術評価室が定める標準的な評価項目・評価基準又は評価者が定めるものとする。 

⑥ 実施時期 

   中間評価については、実施期間が５年以上の研究課題又は実施期間の定めのない研究課題に

ついては、その目的、内容、性格、規模等を考慮し、３年程度ごとに定期的に行う。 

   終了時評価については、当該研究課題の成果を切れ目なく次の研究課題又はプロジェクト等

につなげていく場合には、原則、当該研究課題が終了する前の適切な時期に終了前評価を行う

こととし、その他の場合には、当該研究課題終了直後に事後評価を行う。 

 

Ⅱ．３．追跡評価 

  終了して数年経った技術に関する施策・事業を対象に、その研究開発活動や研究開発成果が産

業、社会に及ぼした効果について調査し、その調査結果を基に現在の視点から総合的に評価を行

う。 

(1) 評価者 

  外部評価者 

(2) 被評価者 

  評価対象となる技術に関する施策・事業及びこれに関連する技術に関する施策・事業に携わ

った推進課及び研究開発機関 

(3) 評価事務局 

  推進課又は技術評価室 

(4) 評価手続・評価手法 

  過去の事業原簿等の文献データ、関連部署・機関及びその他関係者等からの聞き取り調査等

による情報を基にパネルレビュー又は第３者機関への委託による外部評価を行う。また、可能

な限り定量的な評価に努める。 

(5) 評価項目・評価基準 

  技術評価室が定める標準的な評価項目・評価基準又は評価者が定めるものとする。 

(6) 実施時期  

   技術に関する施策・事業終了後、成果の産業社会への波及が見極められる時点とする。 



 
                                                                                    

 

（プロジェクトの抜粋） 

 

 

 

 

 

 

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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成２３年７月 

経済産業省産業技術環境局 

技術評価室 
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Ⅱ．技術に関する事業評価  

Ⅱ－１ プロジェクト評価  

【事前評価】 

１．事業の目的・政策的位置付け  

（１）事業目的は妥当で、政策的位置付け（上位の施策における位置付け）は明確か

。 

（２）官民の役割分担は適当か。 

※ 事業目的の妥当性、政策的位置付けを技術戦略マップを用いて説明し、官民､ 

国と地方公共団体、他省庁との役割分担についても記述すること。目標（目指す 

結果、効果）については、技術戦略マップのロードマップとの整合性を説明する 

こと｡ 

 

２．研究開発目標の妥当性  

①目標（目指す結果、効果）は、具体的かつ明確か。 

②目標達成度を測定・判断することが容易な指標が設定されているか。 

※ 事業の進捗を示す指標については、技術戦略マップのロードマップ、技術マッ 

プを参考に設定すること。 

③最終目標に至るまでのマイルストーンとして戦略的に中間目標が立てられている

か。 

※ 事業の目指す結果、効果については、技術戦略マップのロードマップとの整合 

性をとったマイルストーンを設定すること。 

④中間・事後評価時期が明確に設定されているか。 

 

３．有効性・効率性等  

（１）手段の適正性 

①他の政策手段（事業を実施しない場合の影響を含む。）との比較検討において、

提案する事業が最も優れている根拠が明確であるか。 

②実施する事業が目的や目標の達成に役立つ根拠は明確か。 

・目的達成のための妥当なスケジュール、予算となっているか。 

・事業終了後の実用化や事業化のシナリオは明確になっているか。 

※ 技術戦略マップの導入シナリオを用いて、研究開発事業と関連事業の関係を説 

明すること。 

・研究開発実施者の事業体制・運営は適切かつ妥当であるか。 

（２）効果とコストに関する分析 

・可能な限り、各選択肢についての社会的便益と社会的費用の比較（費用便益分析

、費用効果分析、コスト分析等）が行われているか。定量的な評価が困難な場合



は、少なくとも、各々の想定される結果と長所・短所の定性的な比較に基づいて

行う。 

（３）適切な受益者負担 

・実用化、事業化のシナリオを踏まえて、事業者等が得る利益に応じて適切な負担

を求める委託費や補助制度となっているか。 

 

※知的基盤・標準整備等のための研究開発に特有の評価項目 

・成果に公共性は見込まれているか。 

・成果の公共性を担保するための措置が想定されているか、又は標準化した場合

に得られる経済効果は十分にあるか。無差別に公開されるものであるか。 

・公共財としての需要は見込まれているか。 

・公共財整備のための技術を民間能力を活用して開発することの妥当性はあるか。 

 ・成果を国際標準として提案する場合に、他国から賛同を得られる見通しはあるか。 

 

 

【中間・事後評価】 

１．事業の目的・政策的位置付けの妥当性  

（１）事業目的は妥当で、政策的位置付けは明確か。 

・事業の政策的意義（上位の施策との関連付け等） 

・事業の科学的・技術的意義（新規性・先進性・独創性・革新性・先導性等） 

・社会的・経済的意義（実用性等） 

（２）国の事業として妥当であるか、国の関与が必要とされる事業か。 

・国民や社会のニーズに合っているか。 

・官民の役割分担は適切か。 

 

２．研究開発等の目標の妥当性  

（１）研究開発等の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研究開発等の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．成果、目標の達成度の妥当性  

（１）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）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．事業化、波及効果についての妥当性  

（１）事業化については妥当か。 

 ・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。 

 

＊知的基盤・標準整備等の研究開発の場合、以下の評価項目・評価基準による。 

 ４．標準化等のシナリオ、波及効果の妥当性 

（１）標準化等のシナリオは妥当か。 

 ・ＪＩＳ化や我が国主導の国際規格化等に向けた対応は図られているか。 

（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．研究開発マネジメント・体制・資金・費用対効果等の妥当性  

（１）研究開発計画は適切かつ妥当か。 

 ・事業の目標を達成するために本計画は適切であったか（想定された課題への対

応の妥当性）。 

 ・採択スケジュール等は妥当であったか。 

 ・選別過程は適切であったか。 

 ・採択された実施者は妥当であったか。 

（２）研究開発実施者の実施体制・運営は適切かつ妥当か。 

 ・適切な研究開発チーム構成での実施体制になっているか、いたか。 

・全体を統括するプロジェクトリーダー等が選任され、十分に活躍できる環境が

整備されているか、いたか。 

 ・目標達成及び効率的実施のために必要な、実施者間の連携／競争が十分に行わ

れる体制となっているか、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。 

・国民との科学・技術対話を効果的に実施したか、又は実施することとしている

か。（ただし、公募要項に当該対話を実施することが明記されている研究開発で、

３千万円以上の公的研究費の配分を受ける研究開発を実施する研究者等を対象と

する。）ここで、国民との科学・技術対話とは、研究活動の内容や成果を社会・

国民に対して分かりやすく説明する、未来への希望を抱かせる心の通った双方向



コミュニケーション活動をいう（「国民との科学・技術対話」の推進について

（基本的取組方針）（平成 22年 6月 19日））。 

（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。 

 ・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（新たな課題への対応

の妥当性）。 

 ・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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 (環境安心イノベーションプログラム／有害化学物質代替技術開発） 

 

「有害化学物質代替技術開発」基本計画 

 

 

１．研究開発の目的・目標・内容 

（１）研究開発の目的 

①政策的な重要性 

本プロジェクトは、「資源制約を克服し、環境と調和した持続的な経済・社会の実

現と、安全・安心な国民生活を実現するため、化学物質のリスクの総合的な評価及び

リスクを適切に管理する社会システムの構築を推進する」ことを目的とした環境安心

イノベーションプログラムの一環として実施するものである。 

②世界的な取組状況 

残留性有機汚染物質（以下「ＰＯＰｓ」という。）は、毒性が強く、難分解性、生

物蓄積性、長距離移動性を有することにより、環境を経由した人の健康等への悪影響

が懸念されている。平成２１年５月、ＰＯＰｓの廃絶を目指すストックホルム条約の

対象に、産業界で多用されてきたペルフルオロ（オクタン－１－スルホン酸）（ＰＦＯ

Ｓ）等が追加されたが、不可欠な用途（以下「エッセンシャルユース」という。）に限

定して使用が許容されている。エッセンシャルユースが設定された物質は、一時的に

使用が許容されるものの、毒性が強く、少量の環境残留でも人の健康等に与えるリス

クは大きいため、世界的に主に大企業が代替化に向けた研究開発を行っている。必要

不可欠な用途であっても、１）代替化には高度な研究開発力が必要であること、２）

基礎研究から製品化までには多額の費用が必要であること、３）製造・輸入量が少な

い場合が多く、研究開発投資に見合うものが見込めないことから、中小企業にとって

代替化への対応は困難である。 

③我が国の状況 

ストックホルム条約の国内実施法でもある「化学物質の審査及び製造等の規制に関

する法律」（以下「化審法」という。）は、平成２１年５月の改正によって、第一種特

定化学物質に対してエッセンシャルユースを設定できるようになった。 

また、改正化審法では、良分解性であっても人の健康等へのリスクが十分に低くな

いと判定された場合は、優先評価化学物質に指定し、人の健康等に与える影響を段階

的に評価し、その結果によって製造・使用規制等の対象とするため、一部の良分解性

化学物質についても代替化に向けた研究開発が必要となる可能性がある。 

このような研究開発は、衆参両院の経済産業委員会による化審法改正の審議の際に

『「エッセンシャルユース」として認められた化学物質については、（中略）事業者に

対し代替化及び低減化に向けた取組を促すこと』との決議が付される等、喫緊の課題
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である。 

 

④本事業のねらい 

本事業は、環境を経由した人の健康等への悪影響が懸念される化学物質のうち特に

代替が困難であるもの（以下「有害化学物質」という。）について、代替物質（有害化

学物質に替わる化学物質及び当該代替に伴う改良プロセス、改良製品等）を開発し、

これによって、当該物質による環境リスクを低減するだけでなく、厳格化する化学物

質規制により必要不可欠な物質が使用できなくなる企業経営上のリスクを低減し、さ

らに、諸外国に先駆けて代替化を行うことにより、我が国産業界の国際競争力強化に

資することを目的とする。 

 

（２）研究開発の目標 

①過去の取組とその評価 

独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構（以下「ＮＥＤＯ」という。）

が平成１６年度から２０年度まで実施した「有害化学物質リスク削減基盤技術研究開

発」により、揮発性有機化合物（以下「ＶＯＣ」という。）の排出削減のための吸着回

収技術、分解技術、代替プロセス、代替製品等を開発し、平成２１年度に実施した事

後評価で、「コンパクトな設備で投資効率に優れる技術や、ＶＯＣをほとんど使用しな

い技術など将来的にグローバルな展開が可能なものも含まれている。さらに、超臨界

ＣＯ2 を希釈溶剤の代替物質とする技術、空気プラズマの先進的活用技術など、極め

て独創的な技術がある」との評価を受けた。 

②本事業の目標 

   最終年度（平成２６年度）末までに、ストックホルム条約等の国際的規制でエッセ

ンシャルユースに限定して使用が許容されている化学物質又は今後規制対象となる可

能性がある化学物質３物質程度について、代替物質を開発し、実用性を検証すること

を目標とする。  

 

 

最終目標（平成２６年度末） 

代替物質を開発し、スケールアップ時の課題抽出と解決策の検討等を実施し、実用

性を検証する。代替物質については、化審法の審査に用いられる１－オクタノールと

水との間の分配係数測定試験（Ｐｏｗ測定試験）又は魚介類の体内における化学物質

の濃縮度試験（濃縮度試験）の試験成績が高濃縮性と判断注１されるものではなく、か

つ、「特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律」（以

下「化管法」という。）の対象物質見直しにおける「有害性の判断基準」を満たす注２

ものではなく、かつ、細菌を用いる復帰突然変異試験及びほ乳類培養細胞を用いる染

色体異常試験の試験成績がいずれも陰性と判断注１されるものとする。 

注１：「監視化学物質への該当性の判定等に係る試験方法及び判定基準」（最終改正：平成１８年７月２１日） 
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http://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/kasinhou/files/taikei/taikei_26.pdf 

注２：「特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律に基づく第一種指定化学物質

及び第二種指定化学物質の指定の見直しについて」（平成２０年６月、化学物質審議会答申） 

http://www.prtr.nite.go.jp/data/pdf/deliber1_2.pdf  

中間目標（平成２４年度末） 

代替物質の開発に取り組み、機能等の観点からスクリーニングを行い有力候補に絞

り込む。 

③全体としてのアウトカム目標 

化学物質のリスクの総合的な評価が推進され、リスクを適切に管理することが可能

となり、化学物質による便益を享受しつつ、その環境を経由した人の健康等へのリス

クを低減できるものと期待される。 

 

（３）研究開発の内容 

前項（２）の目標を達成するために、以下の研究開発項目について、別紙の研究開発

計画に基づき研究開発を実施する。 

①代替物質の開発 

国民経済的には大きな便益がありながらも、民間企業の研究開発投資に見合うもの

が見込めない「特定環境技術」に係る事業であることから、委託事業として実施する。 

 

２．研究開発の実施方式 

（１）研究開発の実施体制 

本研究開発は、ＮＥＤＯが具体的な研究開発課題と共に実施者（原則、本邦の企業、

大学等の研究機関であって、日本国内に研究開発拠点を有しているものとする。ただし、

国外の企業等の特別の研究開発能力、研究施設等の活用又は国際標準獲得の観点から、

必要な部分を当該国外企業等との連携により実施することができる。）を公募によって選

定して、開始したものである。 

本研究開発では、研究開発責任者（以下「プロジェクトリーダー」という。）を置き、

効率的な研究開発を実施する。 

また、平成２２年度はＮＥＤＯが研究開発実施者に委託を行い、平成２３年度以降は

経済産業省（以下「ＭＥＴＩ」という。）が研究開発実施者に委託を行う。 

 

（２）研究開発の運営管理 

ＭＥＴＩは、プロジェクトリーダー及び実施者と密接な関係を維持し、プログラムの

目的及び目標、並びに本研究開発の目的及び目標に照らして適切な運営管理を実施する。

具体的には、必要に応じて設置される研究開発推進委員会等における外部有識者の意見

を運営管理に反映させるほか、四半期に一回程度プロジェクトリーダー等を通じてプロ

ジェクトの進捗について報告を受けること等を行う。 
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３．研究開発の実施期間 

本研究開発の期間は、平成２２年度から平成２６年度までの５年間とする。ただし、一

部の研究開発課題について、５年間より短い実施期間を設定することもあり得る。 

 

４．評価に関する事項 

ＭＥＴＩは、技術的及び産業技術政策的観点から、研究開発の意義、目標達成度、成果

の技術的意義、将来の産業への波及効果等について外部有識者による中間評価を平成２４

年度、事後評価を平成２７年度に実施する。ただし、評価の時期は、当該研究開発に係わ

る技術動向、政策動向、当該研究開発の進捗状況等に応じて、前倒しする等、適宜見直す。 

 

５．その他の重要事項 

（１）研究開発成果の取扱い 

①研究開発成果の普及 

ＭＥＴＩ、実施者とも、得られた研究開発成果の普及に努める。 

②知的基盤整備事業又は標準化等との連携 

得られた研究開発成果について、知的基盤整備事業又は標準化等との連携を図るた

め、データベースへのデータ提供、標準案の提案等を積極的に行う。 

③知的財産権の帰属 

委託研究開発の成果に関わる知的財産権については、産業技術力強化法第 19 条に

基づき、原則として、委託先に帰属させることとする。 

 

（２）基本計画の変更 

研究開発内容の妥当性を確保するため、社会・経済的状況、内外の研究開発動向、化

学物質管理政策の動向、プログラム基本計画の変更、第三者の視点からの評価結果、研

究開発費の確保状況、当該研究開発の進捗状況等を総合的に勘案し、達成目標、実施期

間、研究開発体制等について基本計画の見直しを弾力的に行う。 

 

６．基本計画の改訂履歴 

（１）平成２２年３月、制定。 

（２）平成２３年２月、研究開発項目②・③の削除。 

（３）平成２３年４月、平成２３年度以降の事業実施主体（ＮＥＤＯからＭＥＴＩへ移行）

の変更に伴う改訂。 
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（別紙）研究開発計画 

①代替物質の開発 

１．研究開発の必要性  

化学物質の環境を経由した人の健康等への悪影響を回避するため、有害化学物質の代

替物質を開発する必要がある。  

２．研究開発の具体的内容  

（１）代替物質の検討  

有害化学物質を対象とし、新規又は既存の化学物質から機能等の観点からスクリー

ニングして代替物質の有力候補を抽出し、スケールアップ時の課題抽出と解決策を検

討する。  

（２）代替に伴う関連技術の検討  

代替に伴って改良するプロセス、製品等の課題を抽出し、解決策を検討する。  

（３）安全性の確保  

代替物質については、代替によるリスクの増大を避けるため、既存文献の調査や試

験の実施によって、少なくとも、化審法の審査に用いられるＰｏｗ測定試験又は濃縮

度試験の試験成績が高濃縮性と判断されるものではなく、かつ、化管法の対象物質見

直しにおける「有害性の判断基準」を満たすものではなく、かつ、細菌を用いる復帰

突然変異試験及びほ乳類培養細胞を用いる染色体異常試験の試験成績がいずれも陰性

と判断されるものであることを確保する。  

３．達成目標  

（１）最終目標（平成２６年度）  

有害化学物質について、代替物質を開発し、スケールアップ時の課題抽出と解決策

の検討や、代替に伴って改良するプロセス、製品等の課題の抽出と解決策の検討等を

実施し、実用性を検証する。  

代替物質については、化審法の審査に用いられるＰｏｗ測定試験又は濃縮度試験の

試験成績が高濃縮性と判断されるものではなく、かつ、化管法の対象物質見直しにお

ける「有害性の判断基準」を満たすものではなく、かつ、細菌を用いる復帰突然変異

試験及びほ乳類培養細胞を用いる染色体異常試験の試験成績がいずれも陰性と判断さ

れるものとする。  

（２）中間目標（平成２４年度）  

有害化学物質について、代替物質の開発に取り組み、機能等の観点からスクリーニ

ングを行って有力候補に絞り込む。  

 

なお、具体的な研究開発課題ごとの代替物質や代替物質を用いた製品等の機能（要求

品質）に係る中間目標及び最終目標は、実施者を選定した後、技術動向及び市場動向に

照らして十分高い水準のものを研究開発推進委員会等の議論を踏まえて別添のとおり設

定する。 
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（別添）研究開発計画 

 

①代替物質の開発 

１．研究開発の必要性 

無機顔料は、セラミックス、ガラス、プラスチック、塗料等の着色用材として利用され

ている。しかしながら、既存の無機顔料には、強い毒性を示す金属（カドミウム、六価ク

ロム、鉛、アンチモン等）を含んでいるものが少なくなく、人体や環境に対する悪影響を

懸念し、国際的に規制が厳格化する状況にあることから、これらの無機顔料にとって代わ

るような環境に優しい新しい顔料の開発が必要である。 

本研究開発では、色の三原色である、黄、赤、及び青について、人体に有害な元素及び

環境に対する負荷の大きい元素を含まない無機顔料の開発、並びに環境への負荷を可能な

限り低減できる合成方法を開発する。 

 

２．研究開発の具体的内容 

研究開発目標を達成するため、具体的に下記の内容の研究開発を実施する。 

（１）新規無機顔料の創成 

黄、赤、及び青、それぞれに対する、人体に有害な元素及び環境に対する負荷の大き

い元素を含まない新しい無機顔料を創成する。顔料を構成する母体材料としては、鉱物

や生体材料として存在することがすでに知られている、酸化物、リン酸塩、ケイ酸塩、

タングステン酸塩など、化学的に安定な物質を選択する。これらの母体結晶に、人体や

環境に無害な元素（例えばナトリウム、カルシウム、アルミニウム、ケイ素、ジルコニ

ウム、チタン、鉄、リン、ビスマス、タングステン、ニオブおよび希土類元素など）を

固溶させて発色を制御することにより、人体・環境に優しい新しい無機顔料の創成を目

指す。また、これら新規顔料の合成は、酸化物や炭酸塩、リン酸塩などを混合して焼成

する固相反応法や、各金属塩の水溶液から生成させた沈殿を焼成する液相反応法により

行われるが、環境へ一切負荷をかけない方法を適用するという観点から、焼成は単に大

気中で行い、地球環境を一切汚染しない条件で合成する。 

 

（２）結晶構造の精密解析と発色機構の解明 

（１）で得られた色純度が向上した新しい黄、赤、青の無機顔料それぞれについて、

粉末Ｘ線回折測定を行い、その結果をリートベルト法により結晶構造を精密解析するこ

とによって、結晶構造及び各構成元素の配位環境を明らかにするとともに、精密解析さ

れた結晶構造に対してバンド構造計算を行うことによって、顔料の結晶構造、顔料を構

成する元素の選択と組成及び顔料の電子構造と発色の関連性を明らかにする。さらに、

これらの結果を、（１）の新規無機顔料の合成にフィードバックし、黄、赤、青の各３原

色無機顔料の色純度（原色性）を向上させ、より鮮やかな色彩を有する環境調和型無機

顔料を創成する。 
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（３）実用化のための試験用試料の作成と提供 

本研究開発によって得られた新規無機顔料の実用性を評価するために、試験用試料を

作製し、安全性を確認の上、企業等の協力機関に提供する。協力機関において実施され

たそれぞれの用途に応じた機能や特性等に係る評価等の結果を、新規無機顔料の設計や

合成にフィードバックする。 

 

３．達成目標 

（１）中間目標（平成２４年度） 

従来の無機顔料と比べ、人体に有害な元素及び環境に対する負荷の大きい元素を含ま

ない黄、赤、及び青の各３原色の新たな無機顔料のそれぞれについて、色純度（原色性）

を向上させ、より鮮やかな色彩を有する顔料を創成する。開発の中間目標としては、明

度を L*、色相と彩度を示す色度を a*、b*で表す L*a*b*表現系注 1における、下記の数値を

目標とする。 

黄色顔料： L*a*b*表現系における b*値が+７０以上 

（現時点における酸化物系黄色顔料であるプラセオジム黄（ZrSiO4:Pr）を超え

る黄色度） 

赤色顔料： L*a*b*表現系における a*値が+２５以上 

（現時点における酸化物系赤色顔料である、べんがら（Fe2O3）を超える赤色度） 

青色顔料：L*a*b*表現系における b*値が-３５以下 

（ 現 時 点 に お い て 、 酸 化 物 系 青 色 顔 料 が 存 在 し な い た め 、 紺 青

（Fe(III)4[Fe(II)(CN)6]3）超える青色度） 

また、代替物質である黄、赤、及び青の各３原色無機顔料のそれぞれについて、物質

としての特性や人への安全性の観点からスクリーニングを行うとともに、開発が先行す

る黄色顔料について、スケールアップ時の課題抽出と解決策の検討や、代替に伴って改

良するプロセス、製品等の課題の抽出と解決策の検討等を実施し、実用性を検証する。 

 

（２）最終目標（平成２６年度） 

黄、赤、及び青の各３原色無機顔料のそれぞれについて、L*a*b*表現系における下記の

数値を目標とする。 

黄色顔料：L*a*b*表現系における b*値が+９０以上 

    （現時点における有鉛の酸化物系黄色顔料である、黄鉛（PbCrO4）に匹敵す

る黄色度） 

赤色顔料：L*a*b*表現系における a*値が+６０以上 

    （現時点におけるカドミウム系赤色顔料である、カドミウムレッド（CdS）を

超える赤色度） 

青色顔料：L*a*b*表現系における b*値が-５０以下 
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      （現時点における酸化物系青色顔料である、コバルトブルー（CoO・nAl2O3）

を超える青色度） 

また、赤色顔料および青色顔料について、スケールアップ時の課題抽出と解決策の検

討や、代替に伴って改良するプロセス、製品等の課題の抽出と解決策の検討等を実施し、

実用性を検証する。 

なお、本研究開発終了後、実用化技術として、コスト低減、早期の市場導入に対して

大きな寄与が期待できる技術レベルを確立するものとする。 

代替物質については、化審法の審査に用いられるＰｏｗ測定試験又は濃縮度試験の試

験成績が高濃縮性と判断されるものではなく、かつ、化管法の対象物質見直しにおける

「有害性の判断基準」を満たすものではなく、かつ、細菌を用いる復帰突然変異試験及

びほ乳類培養細胞を用いる染色体異常試験の試験成績がいずれも陰性と判断されるもの

とする。 

注 1：L*a*b*表色系は、物体の色を表わすのに、現在あらゆる分野で最もポピュラーに使用されて

いる表色系である。1976年に国際照明委員会(CIE)で規格化され、日本でも JIS(JISZ8729)にお

いて採用されている。L*a*b*表色系では、明度を L*、色相と彩度を示す色度を a*、b*で表す。＋

a*は赤方向、-a*は緑方向、そして+b*は黄方向、-b*は青方向を表しており、絶対値（数値から±

の符号を取り除いた値）が大きくなるほど色鮮やかになる。 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

環境安心イノベーションプログラム基本計画 

（平成２４年４月１日 産業技術環境局 製造産業局） 

 
添付資料① 



 

 

環境安心イノベーションプログラム基本計画 

 

                                 平成２２年４月１日 

                                     産業技術環境局 

                                         製 造 産 業 局 

１．目的 

「新成長戦略（基本方針）」（２００９年１２月閣議決定）に記載されている我が国の強み

を活かした「課題解決型国家」の実現に向け、世界をリードする「グリーン・イノベーショ

ン」などを迅速に推進し、課題解決とともに新たな成長の実現を目指す。 

具体的には、環境安心イノベーションプログラムにおいては、資源制約を克服し、環境と

調和した持続的な経済・社会の構築と、安全・安心な国民生活の実現を図るため、革新的な

技術開発や低炭素社会の構築等を通じた地球全体での温室効果ガスの排出削減、廃棄物の発

生抑制（リデュース）、製品や部品の再使用（リユース）、原材料としての再利用（リサイ

クル）推進による循環型社会の形成、バイオテクノロジーを活用した環境に優しい製造プロ

セスや循環型産業システムの創造、化学物質のリスクの総合的な評価及びリスクを適切に管

理する社会システムの構築を推進する。 

 

 

２．政策的位置付け 

第３期科学技術基本計画（２００６年３月閣議決定）及び分野別推進戦略（２００６年

３月総合科学技術会議）における国家的・社会的課題に対応した研究開発の重点推進分野

である環境分野及び国の存立にとって基盤的であり国として取り組むことが不可欠な研究

開発の推進分野であるエネルギー分野に位置付けられるものであるほか、次のとおり位置

付けられている。 

○ 「新成長戦略（基本方針）」（２００９年１２月閣議決定） 

 「（１）グリーンイノベーションによる環境・エネルギー大国戦略」及び「（５）科

学・技術戦略立国戦略」に対応。 

○ 「新・国家エネルギー戦略」（２００６年５月経済産業省） 

省エネルギーフロントランナー計画において省エネルギー技術開発の一層の推進を図る

こととしている。 

○ イノベーション２５（２００７年６月閣議決定） 

イノベーション立国に向けた政策ロードマップ－社会システムの改革戦略－早急に取り

組むべき課題「環境・エネルギー等日本の科学技術力による成長と国際貢献」において、

「環境・資源・エネルギー等の世界的制約となる課題の解決に貢献し、技術開発や環境整

備を通じて持続可能な産業体系・社会基盤・生活を実現することにより世界と日本の経済

成長の原動力とするエコイノベーションを実現すべきである。」との方針が示されている。 

イノベーション立国に向けた政策ロードマップ－技術革新戦略ロードマップ「世界的課

題解決に貢献する社会―ものづくり技術分野」の中で「３Ｒ型設計・生産・メンテナンス

技術、製品の設計・製造段階でのリサイクル阻害物質の使用排除を可能とする技術、製品

中の有用・有害物質管理技術の開発・標準化」が資源を有効利用し、環境に配慮したもの



 

 

づくり技術として位置づけられている。 

○ ２１世紀環境立国戦略（２００７年６月閣議決定） 

今後１、２年で重点的に着手すべき八つの戦略の中で「３Ｒ関連法制度等の充実や技術

開発の支援を通じて、製品のライフサイクル全体での天然資源投入量の最小化や再生資源

の高付加価値製品への利用を促進し、資源生産性の更なる向上と環境負荷の低減を図る」

との方針が示されている。 

同じく、今後１、２年で重点的に着手すべき八つの戦略のうち「環境・エネルギー技術

を中核とした経済成長－環境技術・環境ビジネスの展開」において「環境重視・人間重視

の技術革新・社会革新を図る「エコイノベーション」というコンセプトの下、我が国の強

みである「ものづくり」と「環境・省エネ」の技術力を梃子に、持続可能な生産システム

への転換、ゼロエミッション型社会インフラ整備、環境価値を重視した持続可能な生活の

実現に向けた技術革新と社会システム改革を一体的に推進し、その成果をＯＥＣＤ等を通

じて世界に発信する。」との方針が示されている。 

○ 「地球温暖化対策技術研究開発の推進について」（２００３年４月総合科学技術会議） 

総合科学技術会議重点分野推進戦略専門委員会に設置された温暖化対策技術プロジェク

トチームでまとめられた上記報告書における研究開発推進戦略に対応するものである。 

○ 京都議定書目標達成計画（２００５年４月閣議決定） 

目標達成のための対策と施策のうち地球温暖化対策技術開発の推進に位置づけられるも

のである。 

○ Ｃｏｏｌ Ｅａｒｔｈ－エネルギー革新技術計画（２００８年３月経産省公表） 

重点的に取り組むべきエネルギー革新技術「２１」を含むものである。 

○ 低炭素社会づくり行動計画（２００８年７月閣議決定） 

「低炭素社会を目指し、長期目標を実現するために重要な革新的技術開発の推進及び既

存先進技術の普及促進を行う。」とされている。 

○ 産業構造審議会廃棄物・リサイクル小委員会基本政策ワーキンググループ報告書（２０

０８年１月） 

「近年、安定供給が懸念されているレアメタルの中には、使用製品からの回収・再利用

技術が確立していないものもあることから、回収された使用済製品から効率的に抽出する

ための新たな技術の開発にも取り組むべきである。」とされている。 

○ バイオマス・ニッポン総合戦略（２００６年３月閣議決定） 

バイオマスの変換に関する戦略として、経済性の向上、革新的な変換技術の開発に取り

組むこととしている。 

○ ドリームＢＴジャパン（２００８年１２月ＢＴ戦略推進官民会議取りまとめ） 

バイオテクノロジー（ＢＴ）を活用して、環境に優しい低炭素社会の実現と環境修復の

ための技術開発と実用化支援を行うこととしている。 

 

 

３．達成目標 

Ⅰ．地球温暖化防止新技術 

(１) 世界全体の温室効果ガス排出量を現状に比して２０５０年までに半減するという長期目

標を達成するため、経済成長と温室効果ガスの排出削減の双方を同時に達成できる革新的



 

 

技術を開発するとともに、低炭素社会モデル構築に向けた取り組みを推進。 

【目標】 世界全体の温室効果ガス排出量を現状に比して２０５０年までに半減 

 

(２) 「京都議定書」で課せられた温室効果ガス削減目標の達成 

（「京都議定書目標達成計画」に示された各部門の目安としての目標（基準年比）は以下の

とおり） 

【目標】  

① エネルギー起源ＣＯ２： ＋１．３～２．３％ 

② 非エネルギー起源ＣＯ２： ▲０．０４％ 

③ メタン： ▲０．９％ 

④ 一酸化二窒素： ▲０．６％ 

⑤ 代替フロン等３ガス： ▲１．６％ 

（※）「京都議定書目標達成計画」とは、「地球温暖化対策の推進に関する法律」に基づ

き、「京都議定書」の▲６％削減約束を確実に達成するために必要な措置を定めるも

のをいう（平成１７年４月閣議決定、平成１８年７月一部改定、平成２０年３月全

部改定）。 

 

Ⅱ．資源制約克服／３Ｒ 

「第２次循環型社会形成推進基本計画（平成２０年３月閣議決定）に基づき、２０１５

年度までに以下の目標の達成を図る。 

① 資源生産性：約４２万円／トン （２０００年度：約２６万円／トン） 

② 循環利用率：約１４～１５％ （２０００年度：約１０％） 

③ 最終処分量：約２３百万トン （２０００年度：約５７百万トン） 

（備考） 

○ 資源生産性＝(ＧＤＰ)/(天然資源等投入量) 

○ 循環利用率＝(循環利用量)/(循環利用量＋天然資源等投入量) 

 

Ⅲ．環境調和産業創造バイオ 

バイオプロセスによって有用物質を生産し、廃棄物や汚染物質を発酵等により処理又は再

資源化するという、循環型の産業システムを実現するために必要な技術基盤の構築を図ると

ともに、遺伝子組換え体の産業利用における安全性管理の充実を図る。具体的には、工業プ

ロセスにバイオテクノロジーを導入することや、微生物や植物機能等を活用したモノ作り技

術の開発、バイオマス利用、及びバイオ技術による産業廃水等処理技術の開発等を通して、

環境調和型産業の創出に資する。 

 

Ⅳ．化学物質総合評価管理 

２００２年に開催されたＷＳＳＤ（持続可能な開発に関する世界首脳会議）において

「化学物質が、人の健康と環境にもたらす著しい悪影響を最小化する方法で使用、生産さ

れることを２０２０年までに達成することを目指す」という国際合意がなされていること

等を踏まえ、化学物質のリスクの総合的な評価を行いつつ、リスクを評価・管理するため

の技術体系を構築する。そのために、化学物質のリスクに係る国民の理解増進のための基



 

 

盤、事業者が自らリスクを判断する手段及び国が規制等の施策を講ずる際の手段として、

化学物質のライフサイクルにわたるリスクの総合的な評価管理を行うための手法を確立す

るとともに、リスクの削減に資するプロセス、手法の開発、さらには知的基盤を整備する。 

 

 

４．研究開発内容 

Ⅰ－１．ＣＯ２固定化・有効利用技術 

地球温暖化対策のため、排出される二酸化炭素を分離回収・固定化することや、有用物

質に変換する技術を開発し、低炭素社会の構築に資する。 

（ⅰ）共通技術開発等 

地球環境国際研究推進事業 

①概要 

地球温暖化問題の解決に向け、ＣＴＩ（気候変動技術イニシアティブ）等の国際的

な枠組みを活用し、諸外国の先進的取組との研究協力や、発展途上国への技術普及を

進めることにより、世界的な温暖化問題への取り組みを強化する。 

②事業期間 

２００２年度～２０１１年度 

③実施形態 

     諸外国との連携のもと、テーマ毎に適切な体制を構築し実施。 

 

（ⅱ）二酸化炭素回収・貯留（ＣＣＳ）に関する技術開発 

（１) 分子ゲート機能ＣＯ２分離膜の技術研究開発 

①概要 

二酸化炭素回収・貯留（ＣＣＳ）の実用化に向け、最大の課題のひとつであるＣＯ

２分離回収コストの大幅低減を目指し、圧力を有するガスからのＣＯ２/Ｈ２の分離用

に期待されている膜分離技術の実用化のため、分子ゲート機能ＣＯ２分離膜の高圧下

におけるＣＯ２/Ｈ２選択性の向上、分離膜モジュールの大型化等に取り組む。 

②技術目標及び達成時期 

２０１５年頃において、石炭ガス化複合発電（ＩＧＣＣ）等で発生する圧力ガスか

ら従来の３分の１程度（１，５００円／ｔ－ＣＯ２程度）のコストでＣＯ２を分離回

収することを可能とする膜分離技術の確立を目指す。 

③研究開発期間 

２００６年度～２０１０年度 

 

（２）二酸化炭素貯留隔離技術研究開発 

①概要 

二酸化炭素回収・貯留（ＣＣＳ）（地中貯留及び海洋隔離）の実用化に向け、ＣＣＳ

実施における安全性評価・社会的信頼醸成に必要な基盤技術や手法の開発に重点的に

取り組む。本事業の実施にあたっては、国内外で実施される実証事業等と必要な連携

をしながら取り組む。 

また、本事業で獲得した安全性評価等に関する知見を活用し、ＣＣＳ事業を計画す



 

 

る上での基礎情報である、貯留隔離ポテンシャルの調査を行う。 

②技術目標及び達成時期 

貯留した二酸化炭素のモニタリング技術、挙動予測手法、環境・生物影響評価、安

全性評価手法の開発、及び全国貯留層賦存量調査を行う。 

③研究開発期間 

フェーズ１：２０００年度～２００４年度 

フェーズ２：２００５年度～２０１２年度 

   

    注）本事業は、平成２０年度までの「二酸化炭素地中貯留技術研究開発」（うち実証試

験を除く）と「二酸化炭素の海洋隔離に伴う環境影響予測技術開発」を統合した

もの。 

   (参考：「二酸化炭素海洋隔離に伴う環境影響予測技術開発」の研究開発期間) 

フェーズ１：１９９７年度～２００１年度 

フェーズ２：２００２年度～２００６年度 

      フェーズ３：２００７年度～２０１１年度※ 

     ※当初単独事業として２０１１年度まで実施する予定であったが、２００９年度より

地中貯留技術研究開発と事業統合。海底下帯水層への地中貯留等に係る、安全性

評価・環境影響評価等にこれまでの成果を活用する。 

 

（３）二酸化炭素削減技術実証試験委託費 

①概要 

二酸化炭素回収・貯留（ＣＣＳ）技術の実用化に向けた実証試験を行う。具体的に

は、火力発電所等の大規模発生源から分離回収したＣＯ２を年間約１０万トン規模で

地下帯水層（地下１，０００ｍ程度）等へ貯留する技術を実証するとともに、長期挙

動予測可能な二酸化炭素挙動予測シミュレーション技術、モニタリング技術等の基盤

技術の確立を行う。 

②技術目標及び達成時期 

２０１５年度までに、ＣＣＳ技術の本格導入となる、１００万トン／年規模での地

中貯留を実現すために必要な基盤技術を確立する。 

③研究開発期間 

２００８年度（補正）～２０１３年度 

 

  （４）二酸化炭素回収技術高度化事業 

①概要 

  ＣＯ２の分離回収技術の高度化のため、日米の共同研究により、化学吸収法による新

規固体吸収材の開発を実施する。 

②技術目標及び達成時期 

  ２０１４年度までに新規固体吸収材を開発し、分離回収コストの低減を図る。 

③研究開発期間 

  ２０１０年度～２０１４年度 

 



 

 

  （５）二酸化炭素挙動予測手法開発事業 

   ①概要 

     ＣＣＳの実用化に向けて、その安全性評価の高度化や社会的信頼の醸成を推進するた

め、日米の共同研究により、長期挙動シミュレーション技術の比較・更新による高度化

やＣＯ２圧入による地質への影響評価などを実施する。 

   ②技術目標及び達成時期 

     温室効果ガス排出の２０５０年半減に資するため、我が国において、２０２０年頃

に地中貯留を実用化し、民間主体で事業を実施するために必要な、各種モニタリング技

術の開発やシミュレーションの精緻化を図る。 

   ③研究開発期間 

     ２０１０年度～２０１４年度 

 

（ⅲ）環境調和型製鉄プロセス技術開発（運営費交付金） 

①概要 

高炉ガスからの効率的な二酸化炭素分離と中低温排熱の有効活用及び水素を炭素

（コークス）の一部代替として鉄鉱石を還元する革新的製鉄プロセスの開発を行う。 

②技術目標及び達成時期 

最終的な技術開発目標として製鉄プロセスにおけるＣＯ２排出量を３０％削減する

ことを目指し、２０５０年までに実用化する。 

③研究開発期間 

２００８年度～２０１７年度 

 

（ⅳ）大規模植林 

バイオ技術活用型二酸化炭素大規模固定化技術開発 

①概要 

バイオエタノール化に適した高セルロース樹木の効率的生産（選抜育種）を可能と

するバイオ情報の研究を行うとともに不良環境下への耐性強化に係る研究を行う。 

②技術目標及び達成時期 

事業４年目までに、研究開発されたバイオ情報を活用した選抜育種技術等を用いて、

高セルロース樹木、不良環境耐性樹木の実証植林を行う。 

③研究開発期間 

２００８年度～２０１１年度 

 

Ⅰ－２．脱フロン等技術 

代替フロンの排出量を抑制するため、代替フロンを削減する技術（脱フロン等技術）を

開発する。  

（１）革新的ノンフロン系断熱材技術開発（運営費交付金） 

①概要 

    エネルギー需給構造の高度化を図る観点から行うものであり、住宅・建築物の省エネル

ギーという社会適用性に応えるため超微細発泡等による断熱性能の向上のための技術開発

を行う。 



 

 

  ②技術的目標及び達成時期 

 既存のノンフロン断熱材では達成できていない断熱性能を実現し、更には従来のフロ

ン断熱材の断熱性能を超える高断熱性能を実現する断熱材を２０１２年頃を目途に開発

する。 

③研究開発期間 

   ２００７年度～２０１１年度 

 

（２）ノンフロン型省エネ冷凍空調システムの開発（運営費交付金） 

  ①概要 

  エネルギー需給構造の高度化を図る観点から行うものであり、家庭用・業務用及び運

輸用エアコン及びショーケース等に使用可能なノンフロンかつ高効率を達成でき、安全

性についても配慮された新たな冷凍システムの開発を行う。 

  ②技術的目標及び達成時期 

 ２０１０年度までに、ノンフロン（自然冷媒等）型省エネ冷凍・空調システムを開発

する。 

③研究開発期間 

    ２００５年度～２０１０年度 

 

Ⅱ．資源制約克服／３Ｒ 

（ⅰ）金属資源等３Ｒ対策 

（１）希少金属等高効率回収システム開発（再掲） 

①概要 

小型電子・電気機器にはベースメタルや、金、銀等の貴金属の他、インジウム、

ニッケル等の希少金属等を含有している。現状では、これらの機器が廃棄された後は、

非常に高温で処理する乾式製錬技術を用いてリサイクル・処理されているため、多大

なエネルギーを消費するばかりか、回収可能な金属が銅、金、銀等に限定されており、

その他の希少金属等は回収できずに廃棄処分されている。このため、湿式製錬技術を

活用した高効率な最適技術の開発等を通じて、回収工程の省エネルギー及び希少金属

等の回収率向上を図る。 

②技術目標及び達成時期 

・従来方法（乾式製錬）で処理する場合に比べて、大幅な省エネルギーの実現（省エ

ネルギー効果：原油換算で約７８万ｋｌ／年削減） 

・廃小型電子・電気機器、廃超硬工具等中に含まれる希少金属等の回収率の向上 

（インジウム０％→９０％、ニッケル５０％→９５％、コバルト０％→９５％、タン

タル０％→８０％、タングステン９０％→９５％、レアアース０％→８０％） 

③研究開発期間 

２００７年度～２０１０年度 

 

（２）希土類金属等回収技術研究開発 

①概要 

今後、普及拡大が見込まれる製品の製造工程において排出されるレアアースを含む



 

 

不要物など技術的・経済的に抽出が困難なレアアース含有物について、レアアース等

有用金属のリサイクル技術の研究開発を行う。 

具体的には、液晶パネル用ガラス、ハードディスク用ガラスの製造工程等で使用さ

れた低品位状態のレアアースについて高品位化し再利用するための技術開発を実施す

る。 

②技術目標及び達成時期 

液晶パネル用ガラス、ハードディスク用ガラスなどの精密な表面処理が必要な製品

の研磨に使用されているセリウム等のレアアースを含有する研磨剤について、研磨廃

滓中のレアアース成分と不純物の分離に新たな低温での化学的・物理的プロセスを確

立・導入（具体的には低温での効率的な化学処理や、研磨剤成分ではなく不純物を物

理的に分離する回収プロセスに変更する等）することでレアアース回収プロセスの低

コスト化及びエネルギー使用合理化を目標とする。 

③研究開発期間 

２００８年度（補正）～２０１２年度 

 

（３）希少金属代替材料開発プロジェクト（運営費交付金）（再掲） 

①概要 

ハイテク製品の製造に不可欠であり世界的な需給逼迫が懸念されるレアメタル（タン

グステン、インジウム、ディスプロシウム）について、ナノテクノロジー等の最先端技

術を活用して、代替材料開発・使用量削減を行う。なお、平成２１年度からは、これま

での対象３鉱種に加えて、白金、セリウム、テルビウム等も研究開発の対象とする。 

②技術目標及び達成時期 

   タングステン、インジウム、ディスプロシウムについては２０１１年度までに、白金、

セリウム、テルビウム等については２０１３年度までに、使用原単位について現状と比

較して削減ができる製造技術を開発し、ユーザー企業、大学等の外部機関に対して機能

評価のためにラボレベルで提供（試料提供）できる水準に至るまでの技術を確立するこ

とを目標とする。また、製品の機能や製造コストは現状と同等であることを少なくとも

維持することを前提とする。 

〔対象元素〕               

  ・超硬工具向けタングステン（Ｗ）     

 ・透明電極向けインジウム（Ｉｎ）     

    ・希土類磁石向けディスプロシウム（Ｄｙ） 

  ・排ガス浄化向け白金族（Ｐｔ）    

  ・精密研磨向けセリウム（Ｃｅ）      

    ・蛍光体向けテルビウム、ユーロピウム（Ｔｂ、Ｅｕ）    

③研究開発期間 

２００７年度～２０１３年度 

 

（ⅱ）水資源制約克服 

（１）環境調和型水循環プラント実証事業（運営費交付金） 

①概要 



 

 

我が国が強みを持つ、膜技術を始めとする水処理技術を活用し、省水型・環境調和

型の水循環システムを開発するとともに、海外展開等を支援する。 

②技術目標及び達成時期 

２０１３年度までに省水型・環境調和型の水循環システムを確立し、以降、国内外

の水不足が深刻な地域へ当該水循環システムを順次普及させる。 

③研究開発期間 

２００９年度～２０１３年度 

 

（２）環境調和型水循環技術開発（運営費交付金）（再掲） 

①概要 

我が国が強みを持つ、膜技術を始めとする水処理技術を強化し、省水型・環境調和

型の水循環システムの開発に資する省エネ・省水型の要素技術を開発する。 

②技術目標及び達成時期 

  ２０１３年度までに、以下の技術を開発する。 

 革新的膜分離技術の開発： 

従来法に比べ膜透過加圧エネルギー等を５０％以上削減。 

 省エネ型膜分離活性汚泥法（ＭＢＲ）技術の開発： 

従来法に比べ膜洗浄の曝気（空気気泡）エネルギー等を３０％以上削減。 

 有用金属・有害物質の分離・回収技術の開発： 

従来法に比べ汚泥の削減により汚泥処理･処分エネルギーを８０％以上削減。 

 高効率難分解性物質分解技術の開発： 

従来法に比べ窒素処理に係るエネルギーを５０％以上削減。 

オゾン酸化法等のエネルギーを５０％以上削減。 

③研究開発期間 

２００９年度～２０１３年度 

 

Ⅲ．環境調和産業創造バイオ 

（１）植物機能を活用した高度モノ作り基盤技術開発（植物利用高付加価値物質製造基盤技術

開発） 

①概要 

動物や微生物による物質生産と比較して、安全性が高い、生産コストが低い、省エ

ネルギーで環境調和型といった特徴を有する植物を活用した高機能タンパク質等の高

付加価値物質生産（モノ作り）の基盤技術を開発するために、有用物質を高効率に高

生産させる組換え植物の基盤技術を開発するとともに、閉鎖型人工環境下での高効率

な栽培技術の開発を一体的に進める。 

②技術目標及び達成時期 

２０１０年度までに、実用植物において実用可能なレベルまで有用物質を効率的に

高生産・高蓄積させる組換え植物を開発するとともに、目的有用物質を安定かつ均一

に生産・蓄積させる栽培技術を確立し、その生産の実用性を閉鎖型人工環境下におい

て確認する。 

③研究開発期間 



 

 

２００６年度～２０１０年度 

 

（２）微生物機能を活用した環境調和型製造基盤技術開発（再掲） 

（ⅰ）微生物機能を活用した高度製造基盤技術開発（運営費交付金） 

①概要 

エネルギー需給構造の高度化を図る観点から行うものであり、省エネルギーかつ環

境負荷が少ないといった特徴を有する微生物機能を活用した有用物質の革新的な生産

プロセス（モノ作り）の技術を構築するため、産業用途に必要な機能既知遺伝子で構

成されたゲノムを持ち、物質生産性向上につながる性能を備えた高性能宿主細胞の創

製や、微生物反応の多様化・高機能化技術を開発するとともに、バイオマスを原料と

して有用物質を体系的かつ効率的に生産する（バイオリファイナリー）ための基盤技

術を開発する。 

②技術目標及び達成時期 

２０１０年度までに、物質生産性向上につながる性能を備えた高性能宿主細胞を創

製するとともに、バイオプロセスの実用化適用範囲の拡大のための微生物反応の多様

化・高機能化技術の開発を行う。バイオリファイナリー技術については、バイオマス

を高効率で糖化し、糖から高効率で各種化成品の基幹物質を生産するバイオプロセス

体系を構築する。 

③研究開発期間 

２００６年度～２０１０年度 

（ii）微生物群のデザイン化による高効率型環境バイオ処理技術開発（運営費交付金） 

①概要 

エネルギー需給構造の高度化を図る観点から行うものであり、従来エネルギー多消

費・廃棄物多排出型であった廃水等処理において、微生物群の構成及び配置等を人為

的に制御（デザイン化）することで、その処理効率を大幅に向上させ、省エネルギー

で廃棄物も少ない高効率型廃水等処理の基盤技術を確立する。 

②技術目標及び達成時期 

２０１１年度までに、特定有用微生物群を人為的に安定導入・維持もしくは人為的

に空間配置・優先化させる等のデザイン化技術を開発し、従来の廃水等処理に比べよ

り高効率で省エネルギーな処理技術を開発するとともに、実用化に資するための実証

可能なテストプラント規模にて評価する。 

③研究開発期間 

２００７年度～２０１１年度 

 

（３）バイオマスエネルギー等高効率転換技術開発（再掲） 

①概要 

食料と競合しないセルロース系バイオマスからバイオ燃料を製造する革新的技術の開

発を軸に、バイオ燃料生産に有用な遺伝子組み換えによる植物・微生物の開発等、バイ

オ燃料のコスト競争力強化に資するバイオリファイナリーの一環として、ブタノール、

プロピレン等の製造技術の実用化を目指した開発を行う。 

②技術目標及び達成時期 



 

 

２０１２年度までに、セルロース系バイオマスを原料とし、バイオ燃料製造の従来技

術に比べて画期的に優れた効率や低コスト化を可能とする糖化・発酵等の基盤技術を開

発するとともに、バイオマス利用に資する微生物の利用基盤技術の開発を行う。さらに、

プロピレン等の高効率取得のための触媒開発等により、化成品製造の実用化を目指した

技術開発を行い、バイオマスに関する燃料分野と化成品分野の融合・連携を図る。 

③研究開発期間 

２００７年度～２０１２年度 

 

Ⅳ－１．化学物質総合評価管理 

（１）化学物質の最適管理をめざすリスクトレードオフ解析手法の開発（運営費交付金） 

①概要 

化学物質のリスクを共通指標で比較、検討し、事業者等における代替物質の選択の際

に、リスクの相互比較が可能となるリスク評価手法及び社会経済分析等リスクトレード

オフ解析手法を構築する。 

②技術目標及び達成時期 

２０１１年度までに、代表的な化学物質用途群につき、化学物質のライフサイクルに

応じたあらゆる暴露を考慮した排出量推計手法や室内暴露評価手法等環境動態解析手法

を構築する。さらに、用途群内の物質間でのリスクトレードオフ解析手法を開発する。 

③研究開発期間 

２００７年度～２０１１年度 

 

（２）ナノ粒子の特性評価手法開発（運営費交付金）(再掲) 

①概要 

ナノ粒子のキャラクタリゼーション、計測技術の確立とともに、生体影響等評価手法、

暴露評価手法及びナノテクノロジーによるリスク不安に対処したリスク管理手法を開発

する。 

②技術目標及び達成時期 

２０１０年度までに、生体影響等評価手法、暴露評価手法及びリスク評価手法を開発

し、ナノ粒子のリスク評価及び管理の考え方の提言を行う。 

③研究開発期間 

２００６年度～２０１０年度 

 

（３）構造活性相関手法による有害性評価手法開発（運営費交付金） 

①概要 

従来の動物実験による反復投与毒性試験に代わり、既知の毒性情報を整備したデータ

ベースを基に in silico の類推手法等を用いた予測・評価を可能とする有害性評価支援

システムを構築する。 

②技術目標及び達成時期 

２０１１年度までに、公開されている反復投与毒性試験データや毒性作用機序情報が

搭載されたデータベース、肝臓における代謝産物・代謝経路を予測する手法、及び対象

とする化学物質の標的臓器・症状やその毒性の強さの範囲等を予測する手法を開発する。



 

 

さらに、それらを統合して毒性判断に必要な情報を効率的に抽出する有害性評価支援シ

ステムを構築する。 

③研究開発期間 

２００７年度～２０１１年度 

 

（４）石油精製物質等簡易有害性評価手法開発（運営費交付金）（再掲） 

①概要 

石油の生産及び流通の合理化を図る観点から、石油製品等に含まれる化学物質による

リスクを把握し、必要な対策を適切に行うことを可能とするため、in vitro 培養系技術

等の活用により遺伝子組換え細胞等を用いた in vitro 系簡易有害性予測手法、また、ト

キシコゲノミクスを活用した短期動物試験結果と相関する遺伝子発現データセットを開

発する。 

②技術目標及び達成時期 

２０１０年度までに、遺伝子導入技術、幹細胞分化誘導技術、生物発光技術等を適用

した培養細胞を用いて、試験期間１ヶ月程度、発がん性、催奇形性及び免疫毒性を予測

評価できる試験手法を開発し、また、遺伝子発現解析技術を短期動物試験に適用し、２

８日間反復投与試験結果と相関する遺伝子発現データセットを完成させる。また、標準

的な試験プロトコールを策定する。 

③研究開発期間 

２００６年度～２０１０年度 

 

（５）有害化学物質代替技術開発（運営費交付金） 

①概要 

 有害性が懸念される代替が困難な化学物質について、転換が円滑・迅速になされるよう

代替物質の開発等を行う。 

②技術目標及び達成時期 

２０１４年度までに、ストックホルム条約等の国際的規制でエッセンシャルユースに限

定して使用が許容されているＰＦＯＳ等の化学物質及び今後規制対象となる可能性がある

ヘキサブロモシクロドデカン（ＨＢＣＤ）等の化学物質のうち、特に代替が困難である１

物質程度について、代替物質の有害性に係る情報を確認しつつ、代替物質の開発、代替プ

ロセスの開発、排出抑制技術開発等を行い、実用性を検証する。 

③研究開発期間 

２０１０年度～２０１４年度 

 

（６）石油精製物質代替等技術開発（運営費交付金）（再掲） 

①概要 

 石油製品に添加される有害な物質について、転換が円滑・迅速になされるよう代替技術

等を開発する。 

②技術目標及び達成時期 

２０１４年度までに、石油精製物質やその機能を向上させるために混合する又は反応さ

せる化学物質であって、環境を経由した人の健康等への悪影響が懸念されるもの（特に、

化審法の第一種特定化学物質、第一種監視化学物質等）のうち、特に代替が困難である２



 

 

物質程度について、代替物質の有害性に係る情報を確認しつつ、代替物質の開発、代替プ

ロセスの開発、排出抑制技術開発等を行い、実用性を検証する。 

③研究開発期間 

２０１０年度～２０１４年度 

Ⅳ－２．化学物質リスク削減技術開発 

 土壌汚染対策のための技術開発（運営費交付金） 

①概要 

工場、事業場の操業中からの自主的な土壌汚染対策を促進するため、原位置で行う重

金属、VOC（揮発性有機化合物）等、回収・浄化機能を有する低コストな土壌汚染対策技

術を開発する。 

②技術目標及び達成時期 

掘削除去による過度な対策を抑制するため、２０１４年度までに、原位置浄化による

低コストの効率的な土壌汚染対策技術を開発する（現状対策費の１／２のコストを目標）。

また、バイオレメディエーションに使用する菌株の生態系等への影響評価手法の標準化

に関わる開発を行い、バイオレメディエーションの普及を促進する。 

③研究開発期間 

２０１０年度～２０１４年度 

 

 

５．政策目標の実現に向けた環境整備（成果の実用化、導入普及に向けた取組） 

【導入普及促進】 

○ 排出量の多い品目・業種や処理困難物を中心にリサイクルシステムなどの実証・市場

化対策に関するフィージビリティ・スタディを実施する。 

○ サプライチェーングループを対象に、部品等の仕様と原材料の使用・副産物の発生状

況等に関する診断を実施し、製品設計及び製造プロセスの同時改善の方向性に関する提案、

指導を行うとともに、取組事例を分析・評価し、資源投入量の抑制効果の高い優良な事例を

公開する。 

○ 商品選択に資するわかりやすい３Ｒ配慮情報（省資源性や再生資源・部品の使用状況

等）を消費者に提供し、環境配慮型製品の市場拡大を推進するため、指標の策定や、情報提

供手法の確立、製品の情報検索が可能なシステムの検討・開発を行う。 

○ ３Ｒ対策が講じられている製品等の市場開拓を促進するため、政府が環境物品等を率

先購入することを定めたグリーン購入法について、同法の判断基準が引き続き３Ｒ対策を適

切に反映するようにしていく。 

○ 化学物質の有害性評価、暴露分析、リスク評価等のデータベースの構築を図るととも

に、それらの手法の各種活動（事業者の自主管理活動、事業者、地方自治体等が国民とリス

クコミュニケーションを図る活動等）等への導入を図る。 

公害防止設備に対する優遇税制等の支援を行う。 

【法規制・制度改革】 

○ 二酸化炭素回収・貯留（ＣＣＳ）の国内での本格実施に必要な法規制・制度の整備等

に関して検討を行う。 

○ 資源有効利用促進法等のリサイクル関連法制度によるスキームを活用して、３Ｒ対策



 

 

を網羅的に講じることにより、循環型社会の構築を図る。 

○ 遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律（カルタ

ヘナ法）に基づく立入検査で査収した生物が遺伝子組換え生物であるか否かを判断するため

の基盤的な技術の高度化や収去方法を確立すること等により、的確な法律の執行体制を整備

する。 

【ガイドライン】 

○ 事業者による自主的取組を促進する観点から、産業構造審議会において策定している

「業種別・品目別廃棄物処理・リサイクルガイドライン」（自主的な目標の設定）について、

３Ｒ対策を加速する観点から適宜フォローアップを行い、改定を行う。 

【基準・標準化】 

○ 各プロジェクトや民間における技術開発等で得られた成果のうち、標準化すべきもの

については、適切な標準化活動（国際規格（ＩＳＯ／ＩＥＣ）、日本工業規格（ＪＩＳ）、そ

の他国際的に認知された標準の提案等）を実施する。 

○ ＣＯ２回収・貯留後のモニタリング、植林等によるＣＯ２固定化量の計算、バイオマ

ス利用時のＣＯ２排出削減量の評価、環境影響や安全性評価手法など、ＣＯ２固定化・有効

利用を推進するに当たって標準化が必要となる事項については、研究・開発状況や社会情勢

を常に意識しながら計画的に標準化を推進する。 

○ リサイクル品などの３Ｒ配慮製品に対する需要の創出・拡大を図るため、「環境ＪＩＳ

策定促進のアクションプログラム」に基づき、リサイクル品等の品質基準及び試験評価方法

の規格（環境ＪＩＳ）の策定を引き続き推進する。 

○ バイオマス由来プラスチックにおけるバイオマス含有量測定の標準化を推進するとと

もに、生分解性プラスチックに係る微生物嫌気分解試験方法の国際標準化を着実に実施する。 

○ 石油精製物質等簡易有害性評価手法開発については、開発された簡易有害性評価手法

等を２０１４年度を目途に経済協力開発機構（ＯＥＣＤ）にテストガイドラインとして提案

することを検討し、国際標準化を推進する。 

【調達促進】 

○ バイオマス由来プラスチック等、生物機能を用いた生産プロセスにより生産された製

品について、グリーン購入法に基づく調達品目として位置付けられるべく検討を行う。 

【広報・啓発】 

○ 研究開発プロジェクトの成果について広く普及啓発を図るため、シンポジウム等を行

う。 

○ ３Ｒの普及・促進を図るため、毎年１０月を「３Ｒ推進月間」とし、この期間を中心

として、３Ｒ活動への関係者の取組を促すための「３Ｒ推進功労者等表彰」や、循環ビジネ

ス振興のための「資源循環技術・システム表彰」等の普及啓発活動を実施する。 

【知的基盤整備】 

○ 国内外との共同研究等を通じ、革新的な温暖化対策技術や方策についての情報交換に

資する、情報ネットワークの構築等を図る。 

○ 物質生産用に開発された汎用宿主細胞や取得した生物遺伝資源は、独立行政法人製品

評価技術基盤機構に整備し、社会に幅広く提供する。 

○ 独立行政法人製品評価技術基盤機構の化学物質管理センターにて事業者・国民・公的

機関の化学物質管理に関する冷静な対話（科学的知見の共有）を促進するための知的情報基



 

 

盤整備を図る。 

【国際協力】 

○ 生物多様性条約に基づく遺伝資源へのアクセス促進事業において、日本のバイオ関連

企業の遺伝資源保有国（途上国）の遺伝資源に対するアクセスを促進するための技術的環境

整備及び遺伝資源へのアクセス実施の調整を行う。 

【他省庁との連携】 

○ 総合科学技術会議が推進する科学技術連携施策群の「食料・生物生産研究」及び「総

合的リスク評価による化学物質の安全管理・活用のための開発技術」、ライフサイエンスＰＴ、

社会還元プロジェクトの下での関係府省間における適切な連携の実施。 

【プロジェクト等の間の連携】 

○ ＣＯ２固定化・有効利用技術のロードマップに基づき、技術シーズ発掘型技術開発事

業成果のプロジェクトへの取り込みや、プロジェクト間の連携により、低炭素社会モデルの

構築に資する効果的なＣＯ２固定化・有効利用システムの実現を図る。 

 

 

６．研究開発の実施に当たっての留意事項 

・事業の全部又は一部について独立行政法人の運営費交付金により実施されるもの（事業名に

（運営費交付金）と記載したもの）は、中期目標、中期計画等に基づき、運営費交付金の総

額の範囲内で当該独立行政法人の裁量によって実施されるものである。 

・プログラム目標等については、京都議定書目標達成計画の評価・見直しプロセスに伴う対応

を行う。 

・各プロジェクトを横断的観点からマネージメントする体制を整備し、技術の進捗状況や社会

情勢等を踏まえた適切な資源配分、技術成果のレビュー、普及施策の検討、実施すべき技

術開発テーマ・領域・分野等の検討等を実施する。 

 

 

７．改訂履歴 

（１）平成１２年１２月２８日付け、生物機能活用型循環産業システム創造プログラム基本計画、

化学物質総合評価管理プログラム基本計画制定。 

（２）平成１４年２月２７日付け、生物機能活用型循環産業システム創造プログラム基本計画制

定。生物機能活用型循環産業システム創造プログラム基本計画（平成１２・１２・２７工

総第１５号）は、廃止。平成１４年２月２８日付け、革新的温暖化対策技術プログラム基

本計画、３Ｒプログラム基本計画、化学物質総合評価管理プログラム基本計画制定。化学

物質総合評価管理プログラム基本計画（平成１２・１２・２７工総第１４号）は、廃止。 

（３）平成１５年３月１０日付け制定。革新的温暖化対策技術プログラム基本計画（平成１４・

０２・２５産局第１６号）、３Ｒプログラム基本計画（平成１４・０２・２５産局第１３

号）、生物機能活用型循環産業システム創造プログラム基本計画（平成１４・０２・２５産

局第５号）、化学物質総合評価管理プログラム基本計画（平成１４・０２・２５産局第７

号）は、廃止。 

（４）平成１６年２月３日付け制定。革新的温暖化対策技術プログラム基本計画（平成１５・０

３・０７産局第１８号）及びエネルギー環境二酸化炭素固定化・有効利用プログラム基本



 

 

計画（平成１５・０３・０７産局第１９号）は、革新的温暖化対策技術プログラム基本計

画に統合することとし、廃止。３Ｒプログラム基本計画（平成１５・０３・０７産局第６

号）、生物機能活用型循環産業システム創造プログラム基本計画（平成１５・０３・０７産

局第３号）、化学物質総合評価管理プログラム基本計画（平成１５・０３・０７産局第８

号）は、廃止。 

（５）平成１７年３月３１日付け制定。地球温暖化防止新技術プログラム基本計画（平成１６・

０２・０３産局第１３号）、３Ｒプログラム基本計画（平成１６・０２・０３産局第５号）、

生物機能活用型循環産業システム創造プログラム基本計画（平成１６・０２・０３産局第

１５号）、化学物質総合評価管理プログラム基本計画（平成１６・０２・０３産局第３号）

は、廃止。 

（６）平成１８年３月３１日付け制定。地球温暖化防止新技術プログラム基本計画（平成１７・

０３・２５産局第８号）、３Ｒプログラム基本計画（平成１７・０３・２９産局第１号）、

生物機能活用型循環産業システム創造プログラム基本計画（平成１７・０３・２５産局第

２号）、化学物質総合評価管理プログラム基本計画（平成１７・０３・２５産局第１０号）

は、廃止。 

（７）平成１９年４月２日付け制定。地球温暖化防止新技術プログラム基本計画（平成１８・０

３・３１産局第９号）、３Ｒプログラム基本計画（平成１８・０３・３１産局第１０号）、

生物機能活用型循環産業システム創造プログラム基本計画（平成１８・０３・３１産局弟

３号）、化学物質総合評価管理プログラム基本計画（平成１８・０３・３１産局第１１号）

は、廃止。 

（８）平成２０年４月１日付け、環境安心イノベーションプログラム基本計画制定。地球温暖化

防止新技術プログラム基本計画（平成１９・０３・１９産局第６号）、３Ｒプログラム基本

計画（平成１９・０３・１９産局第５号）、生物機能活用型循環産業システム創造プログラ

ム基本計画（平成１９・０３・１６産局第２号）、化学物質総合評価管理プログラム基本計

画（平成１９・０３・２０産局第２号）は、本イノベーションプログラム基本計画に統合

することとし、廃止。 

（９）平成２１年４月１日付け制定。環境安心イノベーションプログラム基本計画（平成１９・

０３・２５産局第７号）は、廃止。 

（１０）平成２２年４月１日付け制定。環境安心イノベーションプログラム基本計画（平成２

１・０３・２３産局第２号）は、廃止。 
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