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産業構造審議会産業技術分科会評価小委員会（第５７回）  

議事録 

 

１．日時：平成２５年３月１２日（火）９：００～１２：００  

 

２．場所：経済産業省別館５階５０９共用会議室  

 

３．出席者：平澤委員長、太田委員、大島委員、菊池委員、鈴木委員、中小路委員、吉本

委員  

 

（経済産業省出席者）  

川上大臣官房審議官（産業技術・環境担当）  

吉野産業技術政策課長  

渡邊研究開発課長 

渡邉産業技術総合研究所室長  

 

事務局：岡本技術評価室長、杉村補佐 他  

 
【議事次第】 

１．技術に関する事業評価について（審議） 

（１）革新的セメント製造プロセス基盤技術開発 

（２）土壌汚染対策のための技術開発 

 

２．経済産業省技術評価指針の改定について（審議） 

 

３．その他 

 

【議事内容】  
〇平澤委員長 

  産業構造審議会第 57 回の評価小委員会を開きます。 

 議事に入ります前に、事務局から配付資料の確認をお願いします。 

〇岡本技術評価室長 

  資料の確認をさせていただきます。 

  まず、１枚紙で座席表、１枚紙で本日の説明者一覧、それから、クリップをお外しい

ただきまして、資料１として議事次第と配付資料、資料２として委員名簿がございます。 

 資料３、革新的セメント製造プロセス基盤技術開発プロジェクト中間評価報告書（案）。 

 資料４、土壌汚染対策のための技術開発中間評価報告書（案）。 

 資料５、経済産業省技術評価指針の改定について。 

 資料６、評点結果のポートフォリオ。 

 補足資料１、革新的セメント製造プロセス基盤技術開発プロジェクト中間評価の概要。 
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 補足資料２、土壌汚染対策のための技術開発プロジェクト中間評価の概要。 

 補足資料３、経済産業省技術評価指針改定案。 

 補足資料４、経済産業省技術評価指針新旧対照表。 

 補足資料５、国の研究開発評価に関する大綱的指針。 

 以上でございます。 

 不足がございます場合は、お申しつけいただければと思います。 

〇平澤委員長 

  どうもありがとうございました。 

今日の議題は、２つの評価と評価指針についての議論ですが、評価指針のほうはまだ

途上ですので、非公開ということで議論したいと思います。あらかじめ御承知おきをお

願いいたします。 

それでは、議題１、技術に関する事業評価についてですが、革新的セメント製造プロ

セス基盤技術開発について、住宅産業窯業建材課からであります。課長、お願いします。  

〇説明者（住宅産業窯業建材課長） 

  紹介いただきました窯業建材課の三橋でございます。よろしくお願いします。座って

説明させていただきます。 

  補足資料１に基づきまして、プロジェクトの概要、その目標、そして、評価検討会を

開かせていただきましたので、どのように中間評価を受けたかについて、御紹介をした

いと思います。 

  補足資料の２ページ目を御覧ください。 

  このプロジェクトでございますが、革新セメントという言葉で書いてありますが、ま

ず、セメントの置かれております背景を簡単に御紹介しますと、日本の産業部門が出す

二酸化炭素のうちのＣＯ２の６パーセントを占めているという背景がございます。また、

日本のセメント製造におけます省エネルギー、すなわち、二酸化炭素の排出を少なくす

る技術は、世界トップクラスにあります。日本がこのセメントの分野でもう一つ強いの

は、廃棄物を多く活用する、廃棄物原単位を高くするというところにも強みがございま

す。 

  今回のこのプロジェクトでは、このセメントの一番基本の生成物でありますクリンカ

について、通常ですと 1,450 度で最終的に焼き上がるのですが、この温度を 100～150

度下げることによって使用するエネルギーを減らして、一層の省エネルギー化を図るこ

とを狙いとしたものでございます。 

  プロジェクトの実施期間ですが、22～26 年度の５年間を予定しておりまして、今年は

その中間評価ということでございまして、この後、25 年度、26 年度の最終的な取りまと

めまでの２年間の実施を予定しております。 

  予算は、全体で 7.4 億円でございまして、今年度実施分までで 4.6 億円使用しており

ます。 
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  実施者は、太平洋セメント、三菱マテリアル、住友大阪セメント、宇部興産の４者に

よって実施しております。 

  ５ページでございます。このプロジェクトの国の技術開発上の位置づけでございます

けれども、2011 年の省エネルギー技術戦略というのは、ＮＥＤＯ（新エネルギー・産業

技術総合開発機構）と経済産業省のプロジェクトをまとめたもので、この中での省エネ

型の製造プロセスの開発というところに位置づけられております。 

  ６ページでございます。政権が代わってしまいましたが、前民主党政権の中の国家戦

略室がまとめましたグリーン政策大綱の中でも、世界最高水準の省エネを推し進めると

いうことで、この中に位置づけられているという整理でございます。 

  ８ページでございます。このプロジェクトで一体何をやっているのか、そして、何を

目標としているのかということでございますが、最終的な目標は、現在のセメントの製

造のエネルギー原単位を８パーセント削減するというのを最終目標として、そのために

必要な要素技術を開発するということでございます。 

  中間評価の段階では、その設計をきっちりまとめまして、そしてその評価を行うとい

うことでございまして、今回、中間のまとめを行った後、最終段階までにはプロセス全

体の設計をして、実験的な検証、そして最終的には実用化に向けた課題の整理を行うと

いうことでございます。 

  ９ページに、具体的に、技術的な内容として行っていることが大きく３つの柱として

書いてございますので、ここで行っていることを御紹介したいと思います。 

  まず、クリンカを生成するために、普通ですと、1,450 度まで上げて、鉱物成分であ

りますエーライトと呼ばれているものが最終的に焼き固まるということになっているの

ですが、このエーライトというものの比率を少なくして、別のものでリプレースする、

このリプレースするものがビーライトと呼ばれているもので、これをうまく活用すると

いうことを開発しております。これででき上がりますセメントとしての性能・強度がこ

れまでどおりになるということを目指しておりまして、したがって、1,300～1,350 度ぐ

らいで焼き固められるクリンカをつくる、そのために必要な成分、その構成をしっかり

調べているということでございます。 

  ２つ目の柱として、このクリンカを焼成するキルン内での焼き固まるプロセスをシミ

ュレーションするということを現在行っております。 

  これは 12 ページにわかりやすい図がありますので、少し先に進んでいただいて御覧い

ただきますと、クリンカを生成するキルンの中のプロセスというのは、従来、まだ解明

されていない分野でございまして、フィンランドのモデルがございまして、キルンシミ

ュ（ＫｉｌｎＳｉｍｕ）と呼ばれているものですが、これをベースといたしまして、こ

れに前工程と呼ばれています、余熱を使って材料を温めるというところと、流動層、さ

らには最終的に焼けたクリンカを冷却するプロセスまでを対象とするツールを、拡大キ

ルンシミュ（ＫｉｌｎＳｉｍｕ＋）というものを開発するものです。 



- 4 - 
 

あわせて、熱流体解析ソフトで、既にあるものとしてＦｌｕｅｎｔというのがござい

ますので、これと併せて使えるようにするということを行っております。 

３つ目の技術開発のプロセスは、このクリンカの焼成プロセスにおける最も重要なフ

ァクターであります温度について測定をする技術をきっちり確立するということでござ

います。これは実際にキルン内の温度を測定する手法として、大きく３つ、スペクトル

を活用するもの、放射温度計を活用するもの、そして実際に熱電対を入れて測定すると

いうことでございまして、その利用の可能性、実用に向けた課題を整理するということ

を行ったということでございます。 

14 ページですが、この目標の達成の度合いについて御説明させていただきますと、今

申し上げました３つの柱のうちの１つ目、クリンカの焼成温度を 100～150 度下げるため

の成分、その配合の割合をきっちり研究するというところですが、まず、フッ素系の鉱

化剤を入れるという手法については、既に配合量をきっちり把握しましてテストキルン

で試作して、100 度下げるための条件を固めるというところまできております。 

もう１つ、鉱化剤ではなく、組成を変える──エーライトではなく、ビーライト成分

で同様の硬さをしっかり得るということについては、必要な添加剤、焼き方の条件を決

めるというところまできておりまして、実際にキルンの中で焼くための課題の整理がで

きているのですが、大きな１つの課題が出てきておりまして、添加剤として加えるもの

の上限が現在ＪＩＳ（日本工業規格）では５パーセントと定められていますが、これを

少し超える量の添加が必要であるということがこれまでに判明しているというのが大き

な特徴でございます。 

20 ページに進んでいただきまして、２つ目の柱としてのシミュレーションでございま

すけれども、これは先ほど申し上げました拡大版のＫｉｌｎＳｉｍｕ＋というのを実際

につくるというところまでやりまして、必要なパラメーターのチューニングをするとこ

ろまできました。 

さらに、３点目として、先ほど申し上げました熱流体の解析ソフトでありますＦｌｕ

ｅｎｔとのデータ交換を実際に行える仕組みにしまして、特定のキルン 10 基をベースに

条件のアジャストをしたというところまできております。これで現実に存在しますキル

ンで省エネルギーを図る上で重要な因子を抽出するというところまで来ているという結

果でございます。 

３つ目の温度測定でございますが、先ほど申し上げました３つの測定方法のうちの、

まずスペクトルの計測については、装置を実際につくりまして、その測定を行うための

環境試験を行って、機能するということをこれまで確認しております。 

それから、放射温度計について、特定の波長域についての吸収を確認しまして、外乱

因子の影響などの評価も進めているという段階でございます。 

３点目の熱電対を使って実際に物理的に温度を測るということですが、これは熱電対

を実際にキルンの中に装着しまして、それ自身が６か月間の耐久をするということまで
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確認したというところであります。ただ、物理的には定期的な交換が必要であるという

ところまではっきりわかったという段階でございます。 

23 ページに進んでいただきまして、この事業の結果、波及効果、これからの事業化の

見通しについて言及させていただきますと、狙っています省エネルギー型のセメントと

いうのは、現在流通していますポルトランドセメント、これはセメントの中で８割の流

通を占めているわけですが、これをリプレースするというものになりますので、大変大

きなマーケットがあります。 

日本でいいますと、セメントは年間 4,500 万トン、今、復興需要がございますので、

その８割ぐらいの 4,000 万トン弱の需要があるといっても過言ではありません。これは

日本だけではなくて、特に新興諸国のＢＲＩＣｓの諸国、インドや中国といったところ

で大変需要が伸びておりますので、こういったところへの展開も視野にあります。その

中で、特に日本がマーケットをリードする役割を担うことができるものであるというこ

とでございます。 

24 ページを御覧いただきますと、今後の計画でございます。線表で 25 年度、26 年度

の事業の計画を書いておりますが、これまでの中間評価結果を踏まえて、実機で実際に

セメントを製造する、あるいはシミュレーションを統合システムにする、あるいはクリ

ンカの焼成温度を測るにつきましては、特にスペクトル計測に力点を置いて、その実用

化に向けてさらに課題を整理するというプロセスに入っていくという予定でございます。 

最後に、昨年の 12 月と今年の１月、２月の期間に、評価検討会というものを開催いた

しましたので、そこで中間評価に当たって専門家からいただいたコメントをこの場を使

って御紹介したいと思います。 

評価は、前橋工科大学の学長の辻先生を筆頭にほか４名の先生に加わっていただきま

して、検討をいただきました。 

ポジティブなコメントよりは、ネガティブなコメントをしっかり説明すべきだと思い

ますので、30 ページを御覧いただきますと、厳しいコメントとしては、３つの要素技術

の間の連携が少し乏しいのではないか。こういったことを相互に組み合わせて相乗効果

を得る、そういうことを実施面で考えるべきであるという点です。 

抽出された課題について、個々に対応策を考えるようにという点です。これはこの後

の 31 ページ以降に整理してございます。 

３つ目ですが、これがコメントとして多かったのですが、技術的な難易度の整理とい

うのはもちろんですけれども、経済性をしっかりみて考える必要がある。それが実用化

に当たって非常に重要であるということでありまして、この経済性と、いつ達成できる

のかという達成見込み時期を併せて考えるということをもって、この実用化のプロセス

をしっかり考えるべきであるという点です。これが前向きに厳しい意見をいただいたも

のです。 

総合的なコメントは前の 29 ページに書いてございますが、全体には、プロジェクトの
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有用性、あるいは競争力の面で大変いい技術開発を進めているという御指摘をいただき

ました。 

31 ページにトータルでの評価がございまして、2.4 という全体の総合評価をいただい

たという結果でございます。 

以上で説明を終わります。 

〇平澤委員長 

  どうもありがとうございました。 

  御質問、コメント等をお受けしたいと思いますが、いかがでしょうか。 

  この案件は、中間評価ということで、22 年度から始まって３年度目ということですね。 

〇鈴木委員 

  達成度評価のところで、達成というのと一部達成というのが出ております。ここで達

成と書かれているのは、中間時点までに達成されるべき目標が達成されたという意味で

すか。 

〇説明者（住宅産業窯業建材課長） 

  はい、達成されたという意味です。 

〇鈴木委員 

  そうしますと、中間時点で達成されるべきものが、一部達成されなかったものもある

ということでしょうか。 

〇説明者（住宅産業窯業建材課長） 

  はい、そのとおりです。 

〇鈴木委員 

  それについては、残り２年で達成できるとお考えなのですか。 

〇質疑応答者（住宅産業窯業建材課長補佐） 

  一部達成とした場所は２か所ございまして、１つは、そこのスライドに出ていますよ

うに、ビーライトアウイン系クリンカ開発ですけれども、当初設定した目標は、実機レ

ベルで条件をみるということで、少し高目に設定していたのですが、実際にやってみる

と……。 

〇鈴木委員 

  それは最終目標ではなくて、中間目標ですか。 

〇質疑応答者（住宅産業窯業建材課長補佐） 

  中間目標です。当初設定した中間目標に到達できなかったということで、一部達成と

記述させていただいております。 

  もう１か所はスペクトル計の測定でございますが、こちらのほうも一部達成としてお

ります。これはまだ年度内でございまして、いろいろな実験のデータの整理とか追加試

験を実行中となっておりますので、当初予定していた試験がまだクローズドしていない

わけでございまして、それで一部達成と記述させていただきました。 
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〇鈴木委員 

  質問は、残り２年の間に中間目標まで達成できなかったもののとり戻しも含めて、加

速しなければいけないと思うのですけれども、それは大丈夫ですか。 

〇質疑応答者（住宅産業窯業建材課長補佐） 

  それは中間評価検討会でも指摘されておりまして、いっぱいテーマを流してしまうと

間に合わないということで、テーマを絞り込めという指摘をいただいております。例え

ば、クリンカの焼成の部分ですけれども、ビーライト系については実機レベルまでなか

なかいいデータが得られなかったので、これはもう絞り込んで、別の鉱化剤系あるいは

混合剤を入れました配合の方向に集中したいと考えております。 

〇太田委員 

  そもそもの目的は８パーセントぐらいの省エネルギーとおっしゃっていますけれども、

このセメント工業というのはもともとＣＯ２を出しますよね。ＣＯ２削減という意味でい

ったら、どれぐらいの比率になるのですか。実際のプロセスで出てくるＣＯ２のほうが

ずっと多いと思うのだけれども。 

〇質疑応答者（住宅産業窯業建材課長補佐） 

  プロセス系からとエネルギーを燃やすときに排出されるＣＯ２とが、大体１対１ぐら

いの比率ですので、エネルギー削減が８パーセントですので、ＣＯ２全体でいいますと

４パーセントぐらいになるかと思います。 

〇太田委員 

  ＣＯ２がカウントされるときに、セメント工業というのはいつも別枠になって、今回

のこのテーマと関係ないかもしれませんが、実際にはＣＯ２の化合物を分解するのでし

ようがないのだけれども、もう一歩進むようなことも将来はやった方が良いかと思うの

です。 

〇説明者（住宅産業窯業建材課長） 

  御指摘のとおり、非エネルギー起源のカルシウムがＣＡＣＯ３を分離するというプロ

セスが物理的にありますので、電気やエネルギーを使っている以外に、自然に固定化さ

れているＣＯ２を放出するという意味で、産業の中では特に鉄鋼・電力とともに排出の

多い産業といわれております。 

  この分野の温度を下げて焼き固めるという技術は、従来のいわゆる余熱を使うＮＳＰ

（ニュー・サスペンジョン・プレヒーター）、ＳＰ（サスペンジョン・プレヒーター）と

呼ばれています技術が、余熱を上に上げて原料を投入する時点で温めるというのが省エ

ネの技術として今一番進んでいるのですが、これではもう限界まで来ているということ

で、次の段階としてトライしているものであるという点だけ、１点補足させていただき

ます。 

〇平澤委員長 

  今のことと多少関係すると思うのですが、事前評価ではないのですが、省エネルギー
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というのは、耐用年数が関係しますね。寿命が短ければ、また早くつくらなければいけ

ない。今ここで検討しているのは製造プロセスだけの話ですので、寿命というのを考慮

したような、つまり、エーライトの寿命とビーライト系の寿命、そこのところは検討さ

れているでしょうか。 

〇質疑応答者（住宅産業窯業建材課長補佐） 

  ライフサイクルアセスメントという観点では、建物としての寿命というのが大きく影

響してくると思いますので、コンクリートとしてどのようにつくるのかということと、

建物自体をどのように使用するのか。例えば、メンテナンスを全然やらないと……。 

〇平澤委員長 

  そういう条件は全部一定としてです。 

〇質疑応答者（住宅産業窯業建材課長補佐） 

  セメントのクリンカの成分の寿命という点では、それは想定していないです。 

〇平澤委員長 

  これも検討されると良いと思います。硬化速度ももちろん重要なのだけれども、強度

が何十年ぐらい耐え得るかということを比較するということは、実験室的にも加速試験

等であり得るのではないかと思います。 

  そのことと関係して、昔、教科書で勉強したので、たしかローマンセメントというの

があって、これは非常に寿命が長いものです。ポルトランドセメントの前に使っていた

セメントですけれども、恐らく何らかの問題があってポルトランドセメントに置き換わ

ったのだと思うのですが、寿命からいうとはるかに長いといわれていたように思ってい

ます。 

  つまり、耐用年数というのは、トータルには、放出する量を決める１つの要素になる

ので、そういうことも考えた上で、もしＣＯ２のことを考えるのだったら、その計画を

お考えになるのが良いと思います。これを変えろという意味ではないのですが。 

〇説明者（住宅産業窯業建材課長） 

  御指摘をしっかり受けて、今後に反映させたいと思います。 

〇平澤委員長 

  吉本委員、どうぞ。 

〇吉本委員 

  25 ページに、研究開発実施体制がございます。基本的にこちらは競合他社による共同

研究のような形になっていまして、仲介役となるニュートラルな立場の大学が入ってい

るわけでもないのですが、その一方で、中間評価では個別テーマの連携が少ないのでは

ないかという御指摘があるかと思います。 

一番重要なのは、この研究開発体制を今後どう見直すかというところだと思うのです

けれども、そのために研究開発のための技術共有の場を設けるということは書いている

のですが、一般的に事業化に近い分野であればあるほど競合他社が連携するはずはない
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わけで、そこのところは、今後、個別の研究テーマで終わってしまうのか、研究テーマ

の重複を避ける形でこの御指摘にあるような形で物にしてくことができるのかという

のがすごく重要なところなので、それに対してもう少し踏み込んだ、今後はこういう体

制をとります、といった説明が欲しいと思います。本編の報告書にもありましたように、

競合他社が連携する割には何の知的財産の取決めもなされていないようですので、今後、

成果の発明の帰属の仕方であるとか、インドや中国の新興国に適用できるということが

書いてあるのであれば、具体的にどういう体制でやっていくのかというところを御説明

いただければと思います。 

〇質疑応答者（住宅産業窯業建材課長補佐） 

  開発期間中に得られました知的財産につきましては、４者でプールするという取決め

で行っております。基本的なところはそういう体制で行くということですが、ただ、そ

れぞれの実験の細かいデータのやり取りというのは今まで不十分だったという御指摘

ですので、年に何度もその４者の間で情報連絡会とか、個人名は出していませんけれど

も、技術委員会というものを設けまして、第三者の先生方からそういった指摘を受ける

ような場も設けておりますので、それをさらに緊密に行うようにしていきたいと思って

おります。 

〇吉本委員 

  ありがとうございます。プールするというのは、技術研究組合か何かをつくっている

のでしょうか。プールするというのはどういうことなのでしょうか。 

〇質疑応答者（住宅産業窯業建材課長補佐） 

  知的財産は共有できるというのは、契約を４者間で結ぶ形をとっております。 

〇説明補助者（統括リーダー） 

特許出願契約をしまして、それから特許を出すという形をとっております。４者が出

している特許という形です。 

〇吉本委員 

共願になるということですか。 

〇説明補助者（統括リーダー） 

はい、共願です。 

〇吉本委員 

はい、わかりました。 

〇菊池委員 

  吉本委員と同じ質問をしようと思っていたのですが、国内規格を変えざるを得ない局

面が出てくるかもしれない。かつ、ＩＳＯのような国際規格標準にも対応しなければい

けない。それでもって２件の特許を出しましたといった場合、平成 22 年から動いてい

る場合には、普通は、始まる前に、この扱いについてどうするかというのを取り決める

わけですよね。国のプロジェクトはわかりませんが、他のプロジェクトでは一般的にそ
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ういうふうにやると思います。 

  その時、どのような形で共有していくのか、専用実施権を想定するのか、共願にしな

いのか、共願にすると日本ではほとんど使えないので、どのようにするのかというのを

決めていくのですが、ここではそういうのが全然ないのではないかと感じます。 

 その理由は、中間評価で出てきている先生方の御意見と、プロジェクトを推進なさっ

ている人たちの間に、何かちょっとずれがあるように感じます。ですから、中間評価の

先生方はそういうものは大切だと言っているのですが、この後、本当にそれに応えられ

るのだろうか、ちょっと違和感を感じると言いますか、今、我々がいただいている資料

からは、「大丈夫だろうな」という安心感を得られないと感じます。 

〇平澤委員長 

  菊池委員、文章の中で具体的なポイントを、どこというのを……。 

〇菊池委員 

  出願なさっているのですが、私は調べた限りでは見付からないのです。ということは、

開示されていないか、最近出したばかりで、もう少ししたら開示されるはずと思います。

そうすると、早期でやっているとすると、もう既に何らかの使い勝手についてどうする

か、ＪＩＳのほうへのワークショップへの取組をどうするか、ＩＳＯの方はどうするか、

というのが出てきてもいいと思います。 

  つまり、技術的に、これは方向をどう絞るかという大きな問題があるのですが、これ

は絞り切れていないのですけれども、ある程度アプローチしていかないと、開示されて

いきますので、23 年か、24 年のどこかで出したのだと思うので、もうそろそろ我々で

も見られるようになると思うのです。ですから、その中間評価が今だとすると、１年ぐ

らい遅いリアクションで動いていらっしゃるのではないかというのが私の感覚です。 

〇平澤委員長 

  具体的にはその申請はいつされたのかというのは、秘密ですか。 

〇菊池委員 

  秘密でしょうから、私はいただいてから調べただけですので、もしかするともう開示

されているかもしれません。これに近い言葉で調べたのですが見付かりませんでした。 

〇質疑応答者（住宅産業窯業建材課長補佐） 

  申請を出したのは今年度でして、開示はまだだと聞いております。 

〇菊池委員 

  もう審査請求はなさっているのですか。 

〇質疑応答者（住宅産業窯業建材課長補佐） 

  審査請求はまだのようです。 

〇菊池委員 

  そうすると、あと数か月しかないですね。その数か月の間に、ＪＩＳの方が大丈夫な

範囲なのか、ＩＳＯの方のワーキングとの動きはどうなっているか、もう情報を持って
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いらっしゃるのでしょう。普通は持っていますよね。私たちが実際にかかわっている別

のプロジェクトの方々には、そうやって動いてくださいと私はコメントしていますし、

実際にそう動いているわけです。ですから、そういうものは動いているはずですよね。 

〇質疑応答者（住宅産業窯業建材課長補佐） 

  恐縮ですけれども、特許とＪＩＳ、ＩＳＯとの動きが連動するというのがよく理解で

きなかったのですが。 

〇菊池委員 

  自分たちで特許を持つといってＪＩＳの方にもっていけば、必ず、「どういう特許を持

っていますか」といわれるのは当然ですよね。つまり、自分たちが持っている特許の範

囲でやっていくのか、そうでなくてやるのか。そこのところは仕切りをしておかないと、

ＪＩＳだけ出せという話になってフルハンドですべてやられたら、ビジネスにならない

わけでしょう。 

〇質疑応答者（住宅産業窯業建材課長補佐） 

  標準化を進める上で、公開できる部分と特許への回し方をきちんと整理しているかと

いうことですね。 

〇菊池委員 

  はい。標準化しないという戦略であれば、この中間評価の人たちの御意見に対しては、

標準化しませんというやり方しかないでしょう。でも、標準化なさろうとしているので

しょうか、それさえもわからない。 

〇質疑応答者（住宅産業窯業建材課長補佐） 

  混合物の比率をどうするかという規定にＪＩＳでひっかかっていまして、そこと、現

在開発している技術の内容の部分が、余り影響していないので動いていないのだと思う

のですけれども。 

〇菊池委員 

  特許はＪＩＳの規定に影響していないところで出されているのですか。 

〇質疑応答者（住宅産業窯業建材課長補佐） 

  中の配分のことですので。 

〇菊池委員 

  それとは違うものを出されているのですか。 

〇質疑応答者（住宅産業窯業建材課長補佐） 

  はい。ＪＩＳ規格は、混合物を５パーセント以内に収めろという部分でひっかかって

いて、そこは特許とは連動していない部分ですので、そんなに慌てて動かなくても大丈

夫だと考えています。 

〇菊池委員 

  はい、連動していないのですか。この出願なさった特許というのは、そういう範囲の

ものではなくて出されているのですか。 



- 12 - 
 

〇質疑応答者（住宅産業窯業建材課長補佐） 

  はい。そのように理解しています。 

〇平澤委員長 

  時間が来ていますが、他にいかがでしょうか。 

  どうぞ。 

〇太田委員 

  先ほどの委員長のコメントにもあった耐久性ということですが、24 ページを見ると、

耐久性は、一番上のところに、１年間だけしか書いてないのですが、通常は耐久性とい

うのはものすごく時間の掛かるもので、ある種類のものしか書いてないということもあ

りますが、この辺については今後２年間どういう計画なのか、具体的にあるのですか。

１年間で本当に耐久性がわかるのでしょうか。 

〇説明補助者（統括リーダー） 

  補足させていただきます。この 24 ページで検討していますのは、アウインを含んだ鉱

物というものに関してやっているのですが、なぜこれを耐久性のところで取り上げたか

といいますと、これだけはポルトランドセメントとは違う鉱物でできているということ

がございます。先ほどの御質問にもさかのぼりますけれども、エーライト、ビーライト

でできているのが普通のポルトランドセメントで、一般的にはビーライトが多いほうが

耐久性が高いといわれています。反応が遅くなりますので、その分、長期にわたって耐

久性が発現されるということで、昔のローマンセメントなどもビーライトが中心といわ

れていますので。 

  ですから、このアウイン系以外のものはポルトランドセメント系でありますので、耐

久性に関しては基本的にはほとんど現行のものと変わらない、もしくは、混合剤を少し

入れることによってさらに改善するのではないという考えを我々は持っています。 

  アウインに関しては、全然系が違いますので、その件に関しては検討したということ

で、ここだけが書いてある理由でございます。 

〇太田委員 

  １年間でわかるのですか。 

〇説明補助者（統括リーダー） 

  そこは御指摘のとおりでして、今、水和物の解析のほうをやっていまして、そちらの

溶解がどうなるか、水和の過程でどう変化するかというところで、長期にわたって説明

ができるという耐性を並行してやっていますので、何十年という評価をこの中でやるわ

けにいきませんので、そちらでサポートするような形で御説明していこうかなと考えて

おります。 

〇平澤委員長 

  よろしいでしょうか。 

  今、いろいろ御説明いただきましたが、サイエンスとエンジニアリングの境界あたり
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でしょうか、その問題で未解決の、あるいはクリアになっていない問題が幾つかあって、

それを解決するために今行っているということなのですが、研究の進め方に関して、目

的が何かということを踏まえた上で、それが経済性をもって、ＪＩＳ規格まで変えて普

及させるようなものになるのかならないのか、そこが一番大きなポイントになりますね。 

  そういう目標に対して、今やっていることが正しいアプローチなのか、あるいはもっ

と加速しなければいけないのか、別のことを考慮しなければいけないのかというあたり

について、この中間評価の機会にもう一度洗いざらい見直されるということがいいので

はないかなと思います。 

  この点に関連して、多少コメントを付けさせていただくというにしようかと思います

が、よろしいでしょうか。 

  私は、コメントをどういう形で付けるのかということに対して３つぐらいのグレード

を考えていて、これは絶対変えてくださいというのはマストですね。昔、文部省で高校

教科書の検定というのを受けたことがあるのですが、そのときに彼らは３つの規準を持

っていて、これは絶対変えろと、マストですね。 

  ２番目がリコメンドで、変えた方が現場は混乱しなくていいですよというような話な

のですが、間違えていないから、やるならやってもいいですよと、そんな感じです。 

  ３番目はサジェストで、参考意見として、こういうものもあるので考慮してください

というもの。 

  今回の場合は、マストではないけれども、リコメンドというような位置づけになるの

かと思います。サジェストだけだったら、コメントを付けるということはあえてしなく

ても良いと思います。この場でのやり取りの中で理解しておられるなら、それで良いか

と思うのですが、マストないしリコメンドのポイントがあるときには、コメントとして

付けた方が良いかと、そのように思っています。 

  この件はよろしいでしょうか。 

  どうもありがとうございました。 

  それでは、２件目でありますが、土壌汚染対策のための技術開発について、これは環

境指導室及び生物化学産業課から、15 分で説明をよろしくお願いいたします。 

〇説明者（事業環境整備室長） 

  私は、製造産業局生物化学産業課で事業環境整備室長を担当しております田村と申し

ます。よろしくお願いいたします。座って説明させていただきます。 

  お手元に配付しております第 57 回評価小委員会補足資料２に基づいて説明をさせて

いただきたいと思います。タイトルは、「土壌汚染対策のための技術開発プロジェクト

中間評価の概要」となっておりますので、プロジェクトの概要と中間評価の概要につき

まして、簡単に私のほうから説明をさせていただきます。 

  ２ページに、プロジェクトの概要が書いてございます。このプロジェクトは、そもそ

もは、平成 21 年に土壌汚染対策法が改正されまして、22 年４月に施行されたというこ
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とを背景にしております。それまでは主に土壌汚染につきましては、掘削法といわれま

して、その場から持ち出すことで土壌汚染の対策が行われていたわけでございますが、

それが非常に難しくなるということを背景に開始されたプロジェクトでございます。 

  内容は、工場ですとか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）等の回収・浄化機能等を有する低コ

ストの土壌汚染対策技術を開発するということが１点です。 

  それから、バイオレメディエーション（微生物等の働きを利用する、土壌・地下水等

の浄化技術）に利用する微生物の安全性を評価する手法や環境中に存在する微生物群を

包括的にモニタリングするための手法を開発し、低コストかつ環境負荷の低いバイオレ

メディエーションの利用促進を図る。 

  こういう目的で始められているものでございます・ 

  実施期間といたしましては、平成 22～26 年度の５年間で、平成 22 年度はＮＥＤＯで

実施されまして、23～24 年度は経済産業省が実施をしております。 

  大きく分けまして、22～24 年度の３年間は要素技術の開発ということで個別の技術開

発が行われまして、次年度以降、平成 25～26 年度は実証実験ということで、大きく分

けているところでございます。 

  予算総額は 6.8 億円で、内容といたしましては、委託または補助ということで実施し

てきているところでございます。 

  実施者は、ここに掲げられております企業ですとか、大学、技術研究組合等で実施さ

れているところでございます。 

  ３ページでございます。これが大きな取組の枠組みになっておりますが、１つ目は、

原位置重金属等土壌汚染対策技術開発ということで、これは３分の２の補助事業で実施

されているものでございます。 

その中にも、１番目は、物理化学的処理対策技術の開発で、これは島津製作所と、土

壌修復ラジアルウェル技術研究組合──早稲田大学ですとか企業などで技術研究組合を

つくられまして、それで取り組まれているものでございます。 

２番目は、生物的処理対策技術の開発で、新日鉄住金エンジニアリングが実施されて

いるところでございます。 

もう１つ大きな柱としまして、ＶＯＣの微生物等を利用した環境汚染物質浄化技術開

発で、これは委託事業で、長岡技術科学大学、東京大学、岐阜大学などで実施されてい

るというものでございます。 

事業の内容につきましては、４ページに、まず、原位置重金属等土壌汚染対策技術開

発について書かれております。 

この中身については、右の図に概要図が描いてありますが、物理的化学処理対策技術

では、電気泳動法を用いた浄化技術というものの開発が取り組まれております。 

もう１つは、井戸構造を用いた浄化技術について技術開発が行われているところでご
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ざいます。 

それから、微生物を活用した浄化技術も行われておりまして、主にシアンなどによる

汚染に対する浄化技術というものが取り組まれているところでございます。 

５ページでございます。これはもう１つの柱でありますＶＯＣの微生物等を利用した

環境汚染物質浄化技術開発であります。 

右側の事業イメージに描いてございますが、主に工場・事業場等で閉鎖あるいは廃止

されるときの土壌汚染対策ということで、今まで掘削除去に偏重されていたのですけれ

ども、先ほどお話しした土壌汚染対策法の改正によりまして、コストが増大していると

いうことで、特にＶＯＣについては、バイオレメディエーションによる土壌浄化への期

待が高まっているということで、ただ、そうした中で、そのバイオレメディエーション

を実施するに当たりまして、微生物の安全性を評価する手法、あるいは環境中に存在す

る微生物群を包括的にモニタリングするための手法の開発が課題になっております。 

そういうものを、現在、任意の規準ではありますが、微生物によるバイオレメディエ

ーション利用指針というものがございます。こういうもので安全性を評価しているとこ

ろでございますけれども、確立した手法がございませんので、そういうものに反映して

いくということを狙って、この技術開発を行っているところでございます。 

そうしたことを通じまして、バイオレメディエーションの普及拡大をしていくという

ことを狙っている技術でございます。 

このプロジェクトの目的と政策的位置づけにつきまして、６ページに整理をしてござ

います。 

このプロジェクトにつきましては、重金属ですとかＶＯＣ等の化学物質によるリスク

の削減に資するプロセス、あるいは手法の開発、さらにはバイオレメディエーションの

普及に資する安全性評価システムの構築に関する技術開発ということで位置づけられて

おりまして、経済産業省の技術戦略マップ上は、「環境汚染の修復・無害化処理のための

基盤技術の確立」等、あるいは生物機能活用技術分野の「生物機能を活用した環境維持・

修復技術」として位置づけられているものでございます。 

さらに、この研究開発につきましては、土壌汚染対策法が平成 21 年に一部改正された

際に、参議院の環境委員会におきまして、「工場等の操業中の段階から計画的に土壌汚染

対策に取り組むための措置を検討すること」という旨の決議を踏まえて実施されている

ところでございます。 

７ページに、この研究プロジェクトの目標について整理をしております。 

研究開発時点での目標といたしましては、ここに大きく２つ整理をしております。 

まず、操業中の工場・事業場においても適用可能な新たな原位置浄化技術を確立し、

その対策費は、現状の対策費の２分の１以内を目標とする。 

それから、バイオレメディエーションの普及に資する導入微生物の合理的な安全性評

価手法及び標準的な生態系影響評価手法を確立する。 
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より具体的な目標といたしましては、その下の表に整理をしてございますが、１点目

は、シアン汚染土壌の飽和・不飽和層原位置バイオレメディエーションの研究開発とい

う要素技術がございます。 

これにつきましては、中間目標といたしまして、その原地盤の菌によるシアン分解を

確認するということがございます。 

それから、井戸を使ったもの、ラジアルウェルを活用したパッシブな新規土壌修復技

術の研究開発という要素技術につきましては、各技術の改良によりまして、狭隘（きょ

うあい）な場所にも適用できるようにするほか、従来方式の３分の２以下のコストでで

きるめどをつけるという目標を立ててございます。 

８ページには、３つ目の除去技術につきまして整理しております。 

電気を使った電気修復技術の研究開発であります。この目標につきましては、対象土

壌１立方メートル当たり 1,500 キロワット時の電力を使用して、対象重金属について土

壌汚染対策法における含有量基準値の３倍濃度の汚染土壌、また、溶出量基準値の 10

倍程度の汚染土壌について、それぞれを基準値以下に浄化する。コストにつきましては、

平均的な処理コストの半額程度を中間目標として掲げております。 

もう１つの柱であります次世代バイオレメディエーション普及のためのセーフバイオ

システムの研究開発では、微生物の安全性利用に資する有害菌情報の収集と整理及び塩

素化エチレン類分解菌を選抜して、分離・同定し、バイオレメディエーション適合審査

の検討を行うという目標を立てております。 

９ページですが、その中間目標の達成状況について整理をしております。 

  １点目は、シアン汚染土壌の飽和・不飽和層原位置バイオレメディエーションの研究

開発につきましては、成果といたしまして、土層へ栄養剤を投入しまして、そこにある

菌による嫌気性でのシアンの分解を確認したということになっております。また、シア

ン分解菌の分離ができた、またシアン分解遺伝子を特定したということで、中間目標は

達成と整理してございます。 

  それから、ラジアルウェルを活用した新規土壌修復技術の研究開発につきましては、

成果としまして、狭隘な場所への適用を可能としたほか、３分の２のコスト目標は達成

のめどがたったということで、達成ということで整理をしております。 

  10 ページですが、３つ目の低コスト原位置電気修復技術の研究開発につきましては、

成果といたしまして、原位置の浄化試験で導出された浄化条件を適用して、１立方メー

トルの原位置実証試験を実施したところ、浄化に要した電力量は１立方メートル当たり

1,490 キロワット時でありまして、目標値は達成できたということになっております。

ただ、処理コストにつきましては、当初計画の 300 立方メートルを対象とした汚染サイ

トにおけるものを現在計算中ということで、まだはっきりした結果は出ておりませんが、

年度内には出るという見込みになっておりますので、達成度としては一部達成というこ

とで整理をしております。 
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  もう１つの柱であります次世代バイオレメディエーション普及のためのセーフバイオ

システムの研究開発では、環境にあります有害とされる菌 35 株以上について、指標遺伝

子を用いた判別手法──それが有害かどうかを判別する手法を開発したということでご

ざいます。 

  それから、我が国で初めて嫌気性の脱塩素菌の単離に成功しまして、また、それ以外

にも、共培養にて活性化する菌株も特定しまして、バイオレメディエーションの指針の

適合審査株──これから申請を行うということですが、それに選定をしたということで、

中間目標としては達成をしたということで整理をしております。 

  11 ページには、論文数ですとか特許件数などにつきまして、一覧で取りまとめている

ところでございます。 

  駆け足で恐縮ですが、12 ページに、事業化、波及効果につきまして整理をしておりま

す。 

  この事業化の見通しですけれども、事業の後半２年で実証試験データを蓄積・とりま

とめ、終了後３～５年の間に原位置浄化技術としての事業化を目指しているところでご

ざいます。これらの技術開発フェーズにつきましては１～２年目で順調にほぼ終了して

おりまして、今後、実証試験を実施する予定になっております。 

  期待される波及効果ですが、日本の原位置土壌汚染対策技術の活性化ということで、

学会発表ですとか論文発表等の情報発信によりまして、こうした原位置の土壌汚染対策

を活性化していくことを期待しているところでございます。 

  また、環境省の平成 19 年の試算によりますと、土壌汚染対策が多額となるため土地売

却等が困難となる土地をブラウンフィールドと一般にいわれておりまして、それが約３

万ヘクタールで、11 兆円の価値があるといわれておりますが、そういうものを含む汚染

環境、あるいはそういうものの土壌の浄化が進展していくということが期待されており

ます。 

  また、新規産業の創出ということで、独自の環境モニタリング技術・原位置土壌汚染

対策技術の構築、あるいはアジア諸国への展開も期待されているところでございます。 

  13 ページですが、事業化、波及効果でございます。 

ここに掲げてある波及効果が期待されるということで、シアン汚染土壌のバイオレメ

ディエーションにおきましては、開発した混練工法につきましては、注入による実施が

難しい土地において応用可能であるということですとか、井戸を使ったものにつきまし

ては、ほう素水処理技術として広範に適用が可能ということが期待されております。 

  また、電気修復技術につきましては、有用金属を含む廃土、廃鉱山土壌などから、低

コストで金属回収方法への転用が可能ということでございます。 

  また、バイオレメディエーションにつきましては、「バイレメ指針」の適合審査に係る

費用、労力の軽減が期待されているところでございます。 

  駆け足で大変恐縮ですが、17 ページ、中間評価の結果でございます。 
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  コメントといたしましては、１つ目の丸にありますとおり、経済産業省の事業として

実施していくことは極めて意義深いということで整理をされておりまして、また、各個

別要素技術とも相応の成果を得ていると評価をされております。 

  ２点目にありますとおり、いずれも設定された目標ですとかその水準は満たしており、

今後の実用化や事業化に向けて十分な成果が得られているということで評価をされてお

ります。 

 また、３点目として、開発目標はほぼ十分に達成されておりまして、最終的な技術開発

のレベルは期待できるものであると評価をされております。 

  ただ、４点目にありますとおり、各技術のニーズをより明確にするための市場調査等

を必要に応じて行い、技術の普及促進を行うことを期待するということで述べられてお

ります。 

  評点結果につきましては、18 ページに整理をされておりますが、事業は良好であり、

継続すべきであると結論づけられていると考えております。 

  19～20 ページには、提言及びその提言に対する対処方針が付けられております。事業

化に向けて幾つか、関連する市場と競合技術の調査ですとか、技術の連携等も掲げられ

ておりますが、そうしたものにも我々は対応していくということで、今、鋭意、検討を

進めているところでございます。 

  以上です。 

〇平澤委員長 

  どうもありがとうございました。 

  では、委員方から、御意見、質問等をお願いします。 

  はい、どうぞ。 

〇吉本委員 

  １つお尋ねしたいのですが、２つ大きな事業があって、原位置重金属等土壌汚染対策

技術開発と、ＶＯＣの微生物等を利用した環境汚染物質浄化で、前者の原位置重金属等

土壌汚染対策技術開発の中にも生物的処理対策技術の開発というのがあって、その部分

と、委託されている微生物等を利用した環境汚染物質浄化技術開発の部分とは、重なっ

ているのですか、連携しているのですか。どういう関係にあるのですか。 

〇説明者（事業環境整備室長） 

  微生物の屋外利用につきましては、いろいろ一般の住民の方々に対する懸念というも

のが考えられておりまして、余り説明はしなかったのですが、経済産業省と環境省が共

同で、「微生物によるバイオレメディエーション利用指針」というものを定めておりま

す。 

  その中では、ほかの微生物に対する影響の評価ですとか、あるいは安全性の評価とい

うものをやっていくことになっているのですけれども、それが具体的に手法が固まって

いないということで、事業者にかなり負担をかけているのではないかということも我々
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は考えておりまして、それを評価するための手法を、例えばＶＯＣ──実際の汚染物質

を使って確立していこうということで取り組んでいるところでございます。 

  一方、重金属と土壌汚染対策技術開発につきましては、実際のシアンに汚染された土

壌に対して、それを浄化する技術に特化した形で研究開発に取り組んでいるということ

で、そこは役割分担はきちんとしているところでございます。 

〇大島委員 

  10 ページの低コスト原位置電気修復技術の研究開発について確認です、一部達成とお

っしゃっているのは、後半についてはまだ試算中であるから一部達成ということなので

すか。 

〇説明者（事業環境整備室長） 

  御指摘のとおり、処理コストの部分の試算をまだ現在続けているところでございまし

て、そこの部分が終われば達成ということになるかと思います。 

〇大島委員 

  タイムラインでいうと、近々に試算できるものなのですか。 

〇説明者（事業環境整備室専門職） 

  この資料を提出した段階ではまだ試算中でございますけれども、こちらは中間評価と

いうことで、別の中間評価の検討会を立ち上げておりますが、この土壌の事業に関して

は毎年２回ほど技術検討会というものを実施しておりまして、今年度、３月末に行われ

る予定になっています。14 ページに研究開発マネジメントの体制が記載されております

が、ここまでにはその試算も終了しているという計画で進めております。 

〇大島委員 

  もう１点ですが、先ほど御説明があったように、大きい枠組みでは原位置のものとＶ

ＯＣというものがあり、最初の研究に関しては、物理化学的処理と生物的処理の２つの

技術的な研究があり、個々のプロジェクトがばらばらに動いているようなイメージがあ

ります。６年間の終了段階で、各個別のプロジェクトの評価と全体としての評価という

のはどういう形になるのですか。その辺が少しわかりにくいとの印象を持ちました。 

〇説明者（事業環境整備室長） 

  その点につきましては、14 ページを御覧いただきたいのですが、ここに全体のマネジ

メント体制というものがございます。その点につきましては、今回、中間評価におきま

しても知識連携を向上させるということを提言していただきまして、我々としてもそれ

は目指しているところでございます。 

  一体として、経済産業省がハブとなりまして、開発技術の実用化に向けて情報共有等

を進めていきたいと思っております。守秘義務の関係もありますので、すべてオープン

というわけにはいかないのですが、事業実施課である我々がハブとなって、ぜひ情報共

有を進めて、シナジーというものを発揮させていきたいということを考えております。 

〇大島委員 
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  その情報共有といったときに、例えば、この１－①、１－②、２－①は違うプロジェ

クトのような感じがします。その中での情報共有というのが、土壌汚染対策のために役

立つという全体の目的に最終的にはつながると思いますが、情報共有とおっしゃってい

る情報共有が具体的にどういう情報であって、というのがイメージしづらいです。 

〇説明者（事業環境整備室長） 

  評価の中にも、例えば、各技術のニーズをより明確にするための市場調査等を必要に

応じ行うというようなこともいわれております。土壌汚染の現状ですとか、あるいは技

術的なニーズというものについて調べまして、そういうものを共有すること、あるいは

技術開発の状況などについて、できる範囲ということにはなりますけれども、情報共有

を進めてシナジーを発揮させていくというようなことを今考えているところでござい

ます。 

〇平澤委員長 

  今の質問に関連するかもしれませんが、中間報告書の方の評点結果の一覧表が出てい

るページがありますが、そこで、政策目的というのは、Ｂ委員とＣ委員はいずれも３。

ところが、今の個々の目標の妥当性ということになると、Ｂ委員は１、Ｃ委員は３とな

っていますね。このＢ委員が疑問を挟む内容というのはどういうことだったのでしょう

か。 

〇説明者（事業環境整備室課長補佐） 

  そこにつきましては、浄化対象の汚染物質や敷地条件等によっては、本事業で行って

いる研究開発以外にも様々な選択肢が考えられることや、掘削除去などと比較して、そ

のような条件によっては、費用の目標について、様々な設定が考えられるのではないか

という御意見でございます。また、バイオレメディエーションに関しても、安全性評価

において、コスト試算なども入れてほしいと、そういう観点から、お一人だけＣという

ことになっているようでございます。 

〇平澤委員長 

  今の御意見はある意味でまとものようにも聞こえるかなと思いますが、この研究自体

は、例えば、ＣＮを分解して、これは単に取り込むだけではなくて、Ｎを例えばＮ２に

して放出するとか、そういう分解までする菌が対象になっているのでしょうか。 

〇説明者（事業環境整備室専門職） 

  お答えします。生物利用のこのシアン浄化対策ですけれども、これはシアン分解菌に

よりましてＣＮを分解して上げてしまうということです。 

〇平澤委員長 

  ということは、ＣＮの基はもうなくなる、何かに変わるということですね。 

〇説明者（事業環境整備室専門職） 

  はい、なくなります。 

〇平澤委員長 
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  要するに、今のような菌が存在し、どのくらいの活性を持っているかというのが実験

室的にわかっていて、それを実用化するときに様々な方法があるでしょうから、その方

法のうち、経済性に見合うようなものをつくり出すというのがこの研究の主体ですね。 

  そういう観点から考えてみると、汚染対象土壌というのは実に様々なわけだし、それ

を処理する制約条件というのもいろいろあるでしょうから、その中で、ここで開発目的

にしているものがどういう点までは使えるのか、どういう点ではコストが高くなるから

別の方法がいいのかと、このようなことを結論としておまとめになればいいのではない

かなと思っているのですが、いかがでしょうか。 

〇説明者（事業環境整備室専門職） 

  まず、この原位置浄化の３つの技術を開発しようとした経緯ですが、もとも事業場を

終了した後に掘削除去という形で現場から土壌を持ち出して浄化するというのが、現在

でもほぼ一般的に行われているもので、その掘削除去によって浄化をすると。そして、

どこかからきれいな土を持ってきて客土をして埋め戻すというようになっております。 

  ただし、この技術につきましては、その掘削除去コストが非常に高くて、処理費も含

めて１立方メートル当たり５～10 万円掛かるということで、まずそのコストを抑えてあ

げて、しかも、その事業場が、建屋を取り壊す必要がない、操業しながら地面の中に電

気を流してあげるとか、井戸をつくってあげるとか、微生物を注入して分解してあげる

とか、そういう方法で、操業しながら浄化していこうと。そういうコンセプトで重金属

類──土壌汚染対策法では、２類と呼ばれている物質に対して浄化技術を組んであげる

と。そういうことでやっておりまして、最終的にはその方向で、国会の附帯決議もござ

いましたので、中小企業向けにこういった技術を使っていくと。そういう形で２年後の

実用化を目指しているところです。 

〇平澤委員長 

  大体、趣旨は理解できたかと思います。 

  菊池委員、どうぞ。 

〇菊池委員 

  全く違う観点で、必ずしもこのプロジェクトに限ったことではないのですけれども、

いろいろな意味でこういう事業体に参加する企業、大学がある。特に大学が関わってコ

ンソーシアムをつくっているようなケースの問題なのですが、補助金などお金の話です

けれども、大学には間接費というものがあります。その間接費というのは、各大学で比

率が違うのですね。かつ、大学の中にそれぞれの規約をもっていて、公的資金は間接費

の部分を補助金の中に入れてもいいというスタイルになっています。 

  そうすると、長岡技術科学大学と早稲田大学と東京大学は全く違う比率です。一番高

いところは 40 パーセントのところもあるのです。例えば、Ｔ大学は 20 パーセントぐら

いですが、これがどんどん上がってきているのです。そうすると、実際にこういう研究

開発の現場にいる人たちは、その間接費と称して、それは嫌な言葉で言えばいわゆるピ
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ンハネなのかもしれないのですが、使えないわけです。こういう状態で、例えば 1 億円

ぐらいとすると、実際に使えるのは 7,000 万とか 8,000 万ぐらいを使ってするか、それ

とももうそういうものは補助金の対象外にするかと思います。 

これは必ずしもこのケースではないのですが、非常に気になっていまして、経済産業

省のマターではなくて、例えば文部科学省の方ですと、数億円の 40 パーセント取られて

しまう。それは研究開発の現場にいる先生方及びそのコンソーシアムをつくったときの

動きが取れなくなってしまうということがあるのです。こういう問題については、経産

省の中ではどのようにお考えになっているのだろうというのを聞きたかったのですが。

原課に聞こうとは思っていませんけれども、むしろ渡邊さんに聞いた方がいいのかもし

れません。 

〇渡邊研究開発課長 

  本省とＮＥＤＯで若干運用が違うのですが、それから、経済産業省と文部科学省とで

運用が違うと私は聞いているのですけれども、私どもの場合、間接費は大体 10 パーセン

ト程度で運用していまして、ＮＥＤＯの場合はもうちょっと高いと思います。たしか 25

パーセントぐらいはいけると思います。これは法律で決まっているわけではありません。 

  大学の場合は、おっしゃるように、大学によって 30 パーセント間接経費が必要だとい

うところもありますが、我々の運用は、それが大学の事務局に行く場合には間接経費の

上積みを認めておりません。大学の事務局ではなくて、研究の方でどうしても間接経費

が必要な場合──例えば、特許等知的財産の適正な管理のためとか、いろいろなことが

求められますので、そういう中で、この研究は研究のほうで間接費が必要だと認められ

る場合には、10 パーセントが 15 パーセントになり、15 パーセントが 20 パーセントにな

りという上積みも可能で、特にＮＥＤＯの場合はそれを 25 パーセント超まで認めている

ということでして、我々も今、方向としては、必要性に応じて間接費は少し柔軟に扱え

ないかという考え方です。 

  文科省は、私が聞いている範囲では、もうちょっと高い水準を認めていると聞いてい

まして、40 まで認めているかどうかは私も知らなかったのですけれども……。 

〇菊池委員 

  最近、文部科学省が認め始めたので、その数字を実質高くしようという人たちがいま

す。 

〇渡邊研究開発課長 

  そうなのですか。文部科学省系の独立行政法人の事業では３割まで認めているケース

があるという話は聞いたことがありますが、４割というケースは聞いておりません。 

〇平澤委員長 

  ほかの視点で、どうぞ。 

〇太田委員 

  電解で電気を流してやるときに、目標を達成したとあるのですけれども、これはキロ
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ワットアワー（キロワット時）で行っているので、その試験の仕方でいかようにもなる

のですが、その辺は何か標準的なものはあるのですか。１立方メートルとか 300 立方メ

ートルとか、極端なことを言いますと、１立方メートルを平らにしてやると電極の間隔

が広がるので、電圧は高くなって電流が小さくなる。短くすれば、電圧は小さくて電流

は大きくなる。そういうようなことなのですけれども、実際の例えば工場などの立地状

況から見ると、結構薄い層じゃないかと思うのです。余り深いところまではやらないよ

うな気もするのですが、この１立方メートルの試験というのはどのようになさったので

しょうか。 

〇説明者（事業環境整備室専門職） 

  この１立方メートルの試験は、試験室の中ではなくて、土壌が汚染されているサイト

で実際に行っております。 

〇太田委員 

  そうすると、１立方メートルと限定ができない。 

〇説明者（事業環境整備室専門職） 

  電極間の体積が１立方メートル。 

〇太田委員 

  こういう断面を出して、その面積ということですか。 

〇説明者（事業環境整備室専門職） 

  はい、それが１立方メートル。 

〇太田委員 

 そのときに、電極の面積自体はどのくらいでなさったのですか。やはり１平方メート

ルですか。そういう試験法があるかどうかなのですが、将来、評価をするときに、ちょ

っと考えれば甘くなってしまいます。それを 300立方メートルで行うといったときには、

とてもそんなことはできないはずなので、例えば、電極間隔はかなり違いますから、電

圧と電流を分離して評価しておかないと、キロワットアワーだけでは評価できないと思

うのです。 

〇説明者（事業環境整備室専門職） 

 電極につきましては、本体のほうには載せてあるかと思うのですが、こういった形で

電極を幾つかペアで配置しまして、116～117 ページに……。 

〇太田委員 

  後で見てみます。パラレルに並べるということですか。 

〇説明者（事業環境整備室専門職） 

  ええ、１つではなくて、幾つか電極を並べて実験をしているということです。 

〇太田委員 

  その辺が本当は、電導パスがどうなるとか、水自体の抵抗がどうであってとか、いろ

いろなことが効いてくるのではないかと思います。 
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〇平澤委員長 

  効率を考えるときに、対象としている活物質の電流効率でいうのか、附帯して起こる、

例えば水の電気分解で使われる余分の電流みたいなものも含んで効率を考えるのかで、

全然違ってしまいます。ですから、その試験法について、これは経済性を評価するとき

には非常に重要になるわけですから、もしまだ厳密な規定をしていないのであれば、お

考えいただきたいということになろうかと思います。 

  それから、私の経験では、汚染された土壌をいろいろボーリングしたことがあるので

すけれども、有機系の汚染というのは比較的下まで浸透していて、重金属は、今、太田

委員がおっしゃったように、比較的表面が多いというようなことですので、それに見合

った評価法というのもあろうかと思います。特に電極の配置構造のようなものは、いろ

いろ現場で処理しようとするので、それに見合ったやり方を規格化していかれると良い

と思います。 

〇説明者（事業環境整備室専門職） 

  ありがとうございます。その部分につきましても、電極の形状ですとか、間に通水す

る電解液とか、そのあたりは汚染の土壌の程度によっていろいろと変化をさせていく手

法でございまして、今度は島津製作所単体でこの実験を事業化して行っていくというこ

とでございまして、それは今後、汚染土壌をもっている客先との調整でいろいろそうい

った条件を変化させていくという予定になっております。 

〇平澤委員長 

  いえ、その試験法の経済性を目標値に掲げておられるので、どういうやり方で目標値

をクリアすればいいとするのかというような意味です。 

 大分時間が過ぎていますが、では、鈴木委員、吉本委員の順で。 

〇鈴木委員 

  この最後の方の指針の開発などの所ですけれども、これはこの後まだ継続されるとい

うことですが、最終的には、今、委託されているような大学でこういう標準株の維持と

か配布などを行うということなのですか。 

〇説明者（事業環境整備室長） 

  はい。標準株につきましては、維持・配布ということにつきましては、長岡技術科学

大学から再委託といたしまして、製品評価基盤機構（ＮＩＴＥ）が再委託先として入っ

ておりまして、そこが配布をすることを計画しております。 

〇吉本委員 

  今回、中間評価ということなので、今後の見直しということでの質問です。資料の本

編では、原子力発電所の放射能汚染による土壌の重金属の吸着にも十分適用できるので

はないかということが書かれています。今、経済性を持って速やかな土壌汚染対策が求

められているのはまさにそういった分野だと思うのですが、今後の研究で、そういった

ところに本当に期待が持てるのかというあたりを質問させていただければと思います。 
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〇質疑応答者（環境指導室係長） 

  放射線による汚染土壌に対する浄化にも使えるかどうかという点ですけれども、これ

は使えないというわけではないのですが、あくまでもここでのプロジェクトに関しては、

重金属等を念頭に置いているプロジェクトでして、このチームがまた別にそういった取

り組みもしていることは事実ですので、その部分も触れた形でここには書かせていただ

いているのですけれども、このプログラムの中ではあくまでも重金属を対象とさせてい

ただきつつ、また、実施者はいろいろな可能性を探っていますので、そういった面も研

究開発活動をされるのかなと思っております。 

〇吉本委員 

  わかりました。報告書には、「放射性物質を含む重金属類の排水処理とかに対し」と書

かれていたので。 

〇質疑応答者（環境指導室係長） 

  そうなのです。特性がちょっと似ている部分がありまして、実は、全く使えないとい

うわけではないということになっています。 

〇吉本委員 

  はい、わかりました。 

〇平澤委員長 

  始まった段階ではあのようなことは起こっていなかったので、当初の目的に沿って今

後も展開されるということで達成されるということが望まれると思いますが、その間の

知見というのは別の放射性物質対応のプロジェクトに対してトランスファーするという、

そういうスタンスで良いかと思います。 

  大分時間が過ぎておりますが、このようなことでよろしいでしょうか。 

  今のプロジェクトも、リコメンデーション（推奨）としては、そのテーマの特性に応

じた処理法の規格化に相当するような部分まで今後詰めていただき、標準的な試験法と

して経済性を評価できるような形を確立していただきたいというコメントを付けようか

と思いますが、いかがでしょうか。 

  よろしいでしょうか。 

  では、どうもありがとうございました。 

 

──了──  

 


