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第 1 章 技術ソリューション事業（技術開発）事後評価、評価要領 

 

 

１．プロジェクト目標の妥当性 

 ・技術開発目標は妥当であったか 

・情勢変化への対応は妥当であったか 

 

回答要領：4段階(A, B, C, D)評価とコメント記入（判断理由を記述） 

 

  評点記入《判定基準》 

  ・目標および情勢変化への対応は妥当であった  → Ａ 

  ・目標および情勢変化への対応は概ね妥当であった  → Ｂ 

  ・目標および情勢変化への対応に一部不十分な点があった → Ｃ 

  ・目標および情勢変化への対応ともに不十分であった → Ｄ 

 

 

 

 

 

２．計画と比較した達成度、成果の意義 

 ・計画と比較して目標は達成されたか 

 ・目標のうち達成されなかった部分の要因分析は適切か 

 ・要素技術から見た成果は得られたか 

 

  回答要領：4段階(A, B, C, D)評価とコメント記入（判断理由を記述） 

 

  評点記入《判定基準》 

  ・目標をすべて達成、もしくは上回る成果を得た  → Ａ 

  ・目標を概ね達成した（一部未達）   → Ｂ 

  ・目標を一部達成した     → Ｃ 

  ・目標は達成できなかった    → Ｄ 
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３．成果の実用化の可能性、普及、広報、波及効果 

 ・成果の実用化の可能性（開発された技術を利用するシナリオは描かれているか） 

 ・成果の公表・広報（論文発表、特許の取得等）は充分成されたか 

 ・成果の普及、波及効果は今後期待できるか 

 

  回答要領：4段階(A, B, C, D)評価とコメント記入（判断理由を記述） 

 

  評点記入《判定基準》 

  ・技術の見極めがつき、適用先が明確である  → Ａ 

  ・技術の見極めがつき、短期間での具体的適用の可能性が高い→ Ｂ 

  ・具体的適用の可能性はある    → Ｃ 

  ・実用化の可能性はほとんどない    → Ｄ 

 

 

 

 

 

4．その他 

 ・今後の案件展開等 

 ・JOGMECの役割、貢献度 

 ・その他、特記事項を記載 

 

     回答要領：コメント記入 

 

 

以 上 
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第 2 章 平成 26 年度事後評価実施テーマ概要及び評価結果 
 

 

１．1 号技術開発「高感度磁気センサ（SQUID）を用いた広域電磁検層システムの開発」 

（平成 25 年度採択・実施期間 7 ヶ月） 

 

（１） 委託先：公益財団法人 国際超電導産業技術研究センター 

再委託先：三井金属資源開発株式会社 

 

（２）技術開発の概要： 

石油貯留層特性解析や EOR モニタリングへ適用が進められている坑井を利用した電磁

探査法に関し、坑井近傍のみならずより広域の比抵抗値の分布や変化量の評価を可能とす

る革新的な新技術の実現をねらいとする。具体的には、鋼管ケーシングを通しての坑井間

隔 1,000m での比抵抗分布のモニタリング、高精度 3 方向データ取得による高付加価値解

析、貯留層の高精度モデリングの実現を目標とし、経済的かつ効率的な石油増産回収に資

する。これまで、坑井を利用する電磁探査は、センサ感度の限界などによりその適用領域

が坑井近傍に限られていた。一方、非鉄金属部門における電磁探査装置（SQUITEM3 号

機）への適用で探査深度向上効果が実証された高温超電導磁気センサを利用する事で、そ

の低周波領域までの高感度性能により、鋼管ケーシングを通した長距離坑井間での電磁検

層の実現ができる。前年度の調査研究において、重要な技術課題である鋼管ケーシングを

通してのデータ取得や地下深部における高温 SQUID の冷却など重要な技術課題に対する

見通しが得られたが、本技術開発においては、国内実証を目指したシステム開発段階移行

に不可欠なソフトウェア及びハードウェア要素技術の開発と検証を行う。 

 

（３）技術ソリューション事業技術評価部会審議内容（概要） 

 

項目 審議結果内容 

目標の妥当性  概ね妥当である。SQUID 関係の耐熱試験の試験温度設定がまちまち

であり、それらの設定根拠がはっきりしない。報告書には容器材料の

耐熱性能は 250℃を有するとしているが、容器およびアーマードケー

ブルのコネクタの耐熱試験をそれぞれ 200℃、90℃で行っている。試

験の温度設定を統一する必要があるのではないのかと思われる。 

 送受信システムの検討、耐圧耐熱容器の検討、ケーブル試作、制御・

データ収集技術開発、予備的な野外実験は、ほぼ妥当であった。 

達成度  ほぼ達成している。野外実験で距離 160m の場合に鋼管内受信のみ

で、鋼管内発信が行われていない。鋼管として STPG 管が用いられ、

API ケーシングと材質、肉厚等異なる点もあるのではないかと思われ

るが、それへの対策は検討されているのか。SQUID の稼働に付随す

る金属機器が付いた場合の影響も検討する必要があるのではないの

か。 

 送信システム開発では 20,000Am2 の目標に対して、5,000Am2 の磁

気モーメントが得られて、達成の見通しが得られた。磁力計の耐圧容

器の耐熱性能の達成の見通しが得られた。 

実用化  SQUID 関係の室内試験では計画の圧力・温度を試験しているが、実

際の坑井内に下ろした際の挙動の試験はこれからである。坑井間隔

1,000m の試験も将来の課題である。 

 鋼管を通した 1,000m の長距離での坑井間広域電磁検層の実用化に

は、まだ相当な時間がかかりそうである。 
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その他  CO2 EOR への適用を目的としているが、そのためにどのような指標

をどの程度の精度で取得する必要があるかについて、検討が不十分で

はないかとの懸念がある。 

 

 

（参考）技術評価担当委員による評価（評点法） 

 

技術評価者 1 技術評価者 2 

目標の

妥当性 
達成度 実用化 

目標の

妥当性 
達成度 実用化 

B B C B B Ｂ 
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２．1 号技術開発「油ガス層モニタリング用 MEMS センサの実用化技術開発」 

（平成 25 年度採択・実施期間 7 ヶ月） 

 

（１）委託先：曙ブレーキ工業株式会社、再委託先：サンコーコンサルタント株式会社 

 

（２）技術開発の概要： 

 地震探鉱は、油ガス層の埋蔵量評価およびモニタリングを行う上での主要技術であり、

将来においても、その重要性は変わらない。地震探鉱データの取得に関する技術的要求は、

分解能、S/N 比などのデータ品質の向上に加え、地震探鉱の効率化、または過酷な環境下

で使用に耐えうる高信頼性、長寿命化が求められている。 

 これらの課題を克服するために、提案者はこれまで国産技術の集大成である、自動車用

MEMS センサ技術を深化させ対応してきた。自動車制御用の MEMS 加速度センサは、極

地から砂漠の条件下まで、初期性能保証を 15 年間保ち、人命を預かるための信頼性を保

有している。この技術を用いて、既に MEMS センサが従来の可動コイル型センサに代わ

って、高感度、高分解能センサとして幅広い適用性を持つことを、過去の研究の評価試験

で確認した。 

 本研究では、高性能 MEMS センサを実フィールドに適用するために小型・省電力化に

併せて、高 S/N 比、高信頼性、長寿命化を実現する。過去の研究事業で実施した概略設計

結果により、電子回路の集積化による小型・省電力化、MEMS センサの長期安定化・低

コスト化を実施し、JOGMEC で開発中の制御された震源や高度なデータ処理技術と、後

年度には MEMS センサを用いた 4D モニタリングの実証試験を行う。 

 

（３）技術ソリューション事業技術評価部会審議内容（概要） 

 

項目 審議結果内容 

目標の妥当性  ほぼ適切であるが、まずは、対象による技術的ハードルの高さについ

て調査していただき、易しいものから取り組まれてみてはどうかと思

われる。 

 長期安定化、低コスト化のための改良により、ジオフォンの代替を目

指す計画は妥当と考えられたが、期待されていた広帯域周波数特性で

もジオフォンより性能が劣っているという結果であったことから、妥

当であったとは言えない。 

達成度  最終目標を達成するために MEMS の作成方法を変えて努力している。 

 長期安定化、低コスト化のための改良、試作は未達成である。課題の

抽出はなされた。低周波特性の改善の方策は得られていない。 

実用化  長期モニタリングの仕様の検討を行っているが、すべての条件をカバ

ーすることは困難であり、ある程度限定した条件下での検討が必要に

なると思われる。長期寿命として15年を達成しているとされているが、

MEMS の作成方法を変更しており、それの寿命への影響はないのか。

トータル消費電力について、目標に近づけられる見通しがあるのか、

検討を要すると思われる。 

 高性能、低コスト化が実現すれば、モニタリングへのインパクトは非

常に大きいと期待されるが、まだ実現の見通しが得られているとはい

えない。 
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その他  実用化の対象として、EOR や Shale 層などが検討されているが、対象

による実用化のし易さ、難しさについても検討してはどうかと思われ

る。 

 モニタリング実験、標準化等以前に、デバイスの改良に集中すべきで

はないか？ 

 

 

（参考）技術評価担当委員による評価（評点法） 

 

技術評価者 1 技術評価者 2 

目標の

妥当性 
達成度 実用化 

目標の

妥当性 
達成度 実用化 

B B C B C C 
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３．1 号技術開発「太陽熱を利用した油田随伴水再生水（Steam 源）による原油増進回収システ

ムの検討」（平成 25 年度採択・実施期間 7 ヶ月） 

 

（１）委託先：千代田化工建設株式会社 

 

（２）技術開発の概要： 

 近年、新規油田の発見が減少傾向にあるなかで、原油生産量の維持を図るため既開発油

田においては各種 EOR による原油回収率の向上が検討されている。しかしながら、重質

油に関しては、その埋蔵量が豊富であるにも関わらず、原油性状、原油価格、開発コスト

等の面からこれまで充分な取り組みがなされてこなかった。今後、新規油田開発がコスト

の高いフロンティア地域にシフトしていくなかで、重質油回収のための EOR 技術を向上

させ、その生産を促進させることは重要な課題となってくる。 

 従来の重質油回収のための Steam EOR では、天然ガス等の化石燃料を用いて Steam

が製造されている。太陽日射の豊富なサンベルト地域の油田においては、太陽熱を用いて

Steam を製造することで、消費エネルギーの少ない Steam EOR を実施することが可能と

なる。また、Steam EOR においては Steam 用水源確保のため、随伴水の再利用も考慮に

入れる事が必要となってくる。 

 本研究では、太陽熱と油田随伴水再利用による最適 Steam EOR システム検討を行い、

将来の実用化へつなげる。 

 

（３）技術ソリューション事業技術評価部会審議内容（概要） 

 

項目 審議結果内容 

目標の妥当性  事前情報と現地の実操業との間に差があった。産油国に希望的目標と

現実的目標とがある様に思える。アメリカの企業は本国で Steam EOR

を体験している／あるいは見聞している可能性があり、その肌で会得

した考えと、日本の机上で思考した考えとの差異が現れたのではない

かと思われる。公募説明書にある「ニーズが確認されて産油国との連

携への道のりが明確」の条件への適合についての判断に甘さがあった

のではないかと思われる。 

 Steam EOR に CSP（集光太陽熱システム）を組み込む目標は、Oman

で競合企業がすでに着手していた事業であることから、極めて先進性

のある妥当な目標であったと判断できる。処理随伴水の利用に関して

も、Oman で既に別途検討されていることから判断して、当初の目標

は妥当なものであった。しかし、Steam EOR に関する Oman におけ

る競合企業の先行事業、ならびに処理随伴水利用の Oman の取組を事

前に把握できていれば、より実用化の見込める深い内容の事業に結び

付けられる可能性があった。 

達成度  産油国との間で提案するシステムの実証試験実現の枠組みを作り上げ

ることはできず、中断に至っているので、この点では評価はＤである。

しかし、連続運転と産出水処理を組み込んだシステムの作成と実用化

への検討は行っており、その点ではＢと評価できるので、そちらを採

用した。 

 Steam EOR、CSP システム、処理随伴水活用システムに関する調査・

検討に関しては、ほぼ当初計画を達成している。しかし、本事業のコ

ア技術としていた、蓄熱システムを具備した 24 時間稼働の Steam 

EOR 技術と、CSP システムの作動流体に溶融塩を用いて高温（550 度

C)での Steam 発生技術の両方ともに、本事業の受け入れ候補地 Oman
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の関心を惹くには至らなかった。このため、Solar Steam EOR システ

ム全体の最適化の計画は、達成したとは言い難い。 

実用化  重質油の開発は、石油開発業界全体の、将来の目標の一つであり、本

システムそのもの、あるいは一部修正したものが将来実用になる可能

性はあると判断される。 

 Solar Steam EOR システムを Oman に展開することは、技術的に可能

であることは示された。しかし、Oman には既に、競合企業による Solar 

Steam EOR システム事業が展開されており、本事業は競合企業のシス

テムと比べて経済性で劣っており、Oman の関心を惹くことができな

かった。このことから、実用化は未だ達成していないと判断される。 

その他  油田の地表設備の内で地下の油層に直接作用する地表設備の部分は、

それぞれ油層の特性と開発に対する考え方により、油層／油田ごとに

異なってきて同一なものは無いといっても良いのではないのか。開発

計画に合わせて地表設備を調整することができるようにシステムには

フレキシビリティが必要であるが、そのことを検討しておくことが必

要である。砂嵐対策の検討は中東の砂漠地帯を対象にする際に必須な

事項であり、記載されている対策で十分なのかどうか更なる検討が必

要であると思われる。JOGMEC の分担として油層シミュレーションを

行っているが、Oman 側の主張を裏付けることで終わっている。対象

となる油層は報告書の Table データで判断すると、かなり複雑なよう

に思える。Oman 側の計画している開発方法に対して、何らかの提案

をする余地もあったのではないかと思われる。 

 当初目論んでいた、24 時間稼働と 550℃の高温をコア技術とする、CSP

システムを利用し、処理随伴水を活用した、Solar Steam EOR システ

ムではあったが、実証試験候補地である Oman の関心を惹くことに失

敗した。失敗した理由は 2 つある。理由の第一は、Oman には、競合

企業による Solar Steam EOR システムプロジェクトが先行しており、

本事業は経済性で競合企業の事業を凌ぐことが出来なかったことであ

る。理由の第二は、処理随伴水の活用を Oman は別途検討を考慮して

いることである。しかし、今回の事業では、Oman の現場で、PDO(オ

マーン国営石油会社)ならびに競合企業との情報交換を通じて、Solar 

Steam EOR システムの現物に接し、現実を知ることが出来たことは大

きな収穫であった。Oman では地中熱が利用できるので、24 時間稼働

のための蓄熱システムは必要ないことや、Steam EOR では 350℃まで

の高温で十分であり、550℃の高温は必要ないこと、随伴水処理は別途

検討されていること、Steam EOR では 220℃となることがあるので、

270℃で固化する溶融塩を作動流体に使う場合には、別途 270℃まで加

温する必要があることなどの貴重な知見が得られた。今回の事業を通

じて、受託先企業ならびに仲介役の JOGMEC と、PDO 間にネットワ

ークが構築された意義は大きいものがある。今後、本 Solar Steam EOR

システムの CAPEX、OPEX の経済性を高め、ライフサイクルコスト

ならびに環境負荷低減について、定性・定量的な検討を加えるならば、

本処理随伴水利用のSolar Steam EORシステムの実用化が実現できる

産油地が出現するものと思料する。 
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（参考）技術評価担当委員による評価（評点法） 

 

技術評価者 1 技術評価者 2 

目標の

妥当性 
達成度 実用化 

目標の

妥当性 
達成度 実用化 

C B C B B C 



12 

４．1 号技術開発「自己熱再生を用いた省エネルギーな随伴水処理」 

（平成 25 年度採択・実施期間 7 ヶ月） 

 

（１）委託先：大川原化工機株式会社、再委託先：東京大学 

 

（２）技術開発の概要： 

 原油・天然ガス生産に伴う随伴水は原油・天然ガス生産量以上に多く排出されることも

多く、環境問題の原因の一つとなっている。この随伴水を適切に処理し、さまざまな不純

物を取り除き、水利用の環境を促進することができれば、環境負荷低減につながる。そこ

で、本技術開発ではエネルギー消費量を低減しつつ、随伴水を濃縮し、その含有物を乾固

することを目的としている。 

 製薬・製剤業においては、抽出した製品を濃縮し、乾固脱水することが行われており、

提案者である大川原化工機では、この分野において実績を有している。同様に実験や工業

排水の処理においても廃液量を減らす目的で、廃液濃縮をしている。提案者は製薬業にお

ける乾固前の濃縮工程において自己熱再生による省エネルギー化を東京大学とともに実

施しており、従来型の濃縮装置に比べエネルギー消費が 15％程度になる目途を立てた。

この技術は随伴水処理に応用することが可能であり、本テーマを提案している。 

 実際に、本技術が実用化されると、随伴水処理に必要となるエネルギー消費量が削減さ

れるのみならず、処理に必要な冷却水の量が 1/15 程度になると考えられる。結果として、

随伴水の環境利用を促進し、環境負荷の低減を行う。 

 

（３）技術ソリューション事業技術評価部会審議内容（概要） 

 

項目 審議結果内容 

目標の妥当性  潜熱回収によりエクセルギー損失を減少させる方式の提案は独創的であ

り、研究課題の目標設定は妥当であると言える。しかし短期間での三相

流動層での試験計画に対する実施目標設定は十分とはいえない。 

 スケールの性状、トラブルの実態、および随伴水に対する基礎知識が不

足している。 

 本システムまでの前処理に何を行うか、その結果として本システム入り

口での随伴水の性状（有機物とその Na 塩、Ca 塩、無機塩等）を想定す

ることが必要。 

 装置は最低 1 年間連続運転する必要がある。そこから逆算したスケール

の堆積速度（mg/hr など）の見積もりおよび熱効率低下の許容範囲の目

標設定が必要。 

達成度  省エネルギー性の検証はシミュレーションによりなされているが、流動

層ベンチ実験装置の設計段階であり、目標とする装置の作成に至ってい

ない。 

 実際の随伴水は、有機酸や Na、Ca 塩等を含む溶液であるのに対して

1%NaCl の模擬海水はモデルにならない。模擬随伴水を作成できなかっ

た時点で目標は達成しえないと判断される。 
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実用化  三相流動層装置の完成には技術的課題も多く、何とも言い難いが、もし

実現すれば、省エネルギー技術であり実用化の可能性は否定できない。 

 随伴水に対しては、上記の理由でモデル実験としての実績がないので、

実用化の目途は立っていない。随伴水についても内容物、濃度範囲の仮

定が必要と言いながら 50％の濃縮可能と言う根拠が乏しい。 

 有機物を含まない無機塩水溶液に対しても、500mL の模擬海水の処理で

0.13g（0.026%)のスケールに抑制されたとしているが、これより想定す

る実用装置のヒーター断面積と 1 年間の処理量から見積もられるスケー

ル量が 50%濃縮時に何 g/m2 で、これが熱効率にどう影響するのか検討

されていない。そのため、海水についても実用化の目途が付いていると

は言えない。 

その他  基礎研究としては興味ある課題ではあるが、技術の実用化に関しては現

体制では期待しがたい。 

 随伴水処理は油田開発の大きな問題であるが、油水分離しても水溶性の

有機物、その他塩などの挙動が問題になる。油水分離後の有機物につい

て酸化・吸着での除去を検討するとあるが、1 年間の連続運転可能な除

去方法の見通しを得ることが、本テーマ提案の前提であろう。 

 本ステージには十分な量の（模擬）随伴水を確保した上で、長期運転結

果を予測できる方法を設定してから提案を行うべきである。 

 

 

（参考）技術評価担当委員による評価（評点法） 

 

技術評価者 1 技術評価者 2 

目標の

妥当性 
達成度 実用化 

目標の

妥当性 
達成度 実用化 

C D C D D D 
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５．1 号技術開発「膜型 CO2 分離回収技術」（平成 25 年度採択・実施期間 1 年 2 ヶ月） 

 

（１）委託先：千代田化工建設株式会社、再委託先：三菱化学株式会社 

 

（２）技術開発の概要： 

天然ガスは、使用時の CO2 排出量が少ないことから需要が増大しており、大規模で開

発が容易かつ CO2 含有量が少ないガス田から開発されているが、さらに今後は、オフシ

ョアガス田、CO2 を多く含むガス田などの開発へシフトしてゆくものと考えられる。 

CO2 を多く含む天然ガスは、パイプライン輸送の場合、主として輸送や利用効率の面か

ら、CO2 を井戸元で除去する必要がある。また LNG 化する場合も、CO2 が含まれてい

るとドライアイスが析出するので、前もって完全に除去しておく必要がある。この CO2

分離除去には、従来からアミン系の吸収剤を用いたプロセス(AGR)が用いられているが、

エネルギー消費が多く、また大規模装置となる。一方ゼオライト膜を用いた分離は、エネ

ルギー消費が非常に少なく装置のコンパクト化を図ることができ、CO2 を多く含むガス田

開発の促進手段となる。さらに分離回収された CO2 は EOR 媒体としても利用できるもの

であり、この点からも注目されている。 

本技術開発は、将来の商業化を見据えて、ゼオライト分離膜性能の最適化、実用化へ向

けてのモジュール化、実用化プロセスの最適化やメリット検討を行う。 

 

 

（３）技術ソリューション事業技術評価部会審議内容（概要） 

 

項目 審議結果内容 

目標の妥当性  目標設定は、妥当である。高圧での分離係数は、システムを設計する

のに十分な値である。不純物（硫化水素、C2～C5）の影響も確認され

ており、シール材への硫化水素の影響も確認されている。 

 本開発は提案者が保有する高性能ゼオライト膜 MSM-1 注 1の技術に基

づくものであり、膜のさらなる性能向上を図るとともに、圧力の影響

および不純物の影響を実験的に明らかにし、CFD を援用して実用モジ

ュールの検討を行う等の目標は、フェーズ１として妥当である。 

達成度  高分子膜より優れた性能が、システムとして確認されている。達成度

は十分である。ゼオライト膜は、水熱合成で合成後に、500℃で焼成さ

れており、安定性が高いであろう。一方、振動や高温高圧の水などの

影響により徐々に劣化する可能性もあり、また、長期的な応力に対す

る性能変化も評価しておいた方が良い。エージングの影響の解明は､性

能の更なる向上に繋がる可能性も高い。量産化では、支持体の品質（欠

陥品の割合、評価方法）も確認しておいた方が良いであろう。なお、

エージングの影響は、必ずしもフロー系で行う必要はない。 

 高圧化および不純物（H2S，エタン～ペンタン）による性能低下の程

度を明らかにしたこと、セラミック管（膜の支持体）の接続部のシー

ル方法とその健全性を確認したこと、管 19 本のモジュールについて実

験と CFD の比較を行い今後の CFD 検討の基礎を確立したこと、シス

テム検討とコスト試算により従来の高分子膜に対する優位性と課題を

評価したこと、海外実証候補地の調査と交流に着手したことなど、十

分に成果が達成されている。 
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実用化  実用化の可能性は高いと考えられる。一方、CAPEX の算出において、

モジュールの生産コストが考慮されておらず、やや不安に感じられる。

量産化が実現した場合の膜の製造コストを製造装置の減価償却も含め

て検討し、最終的な膜のコストをイメージしておくことは重要と考え

られる。バッチ生産であるオートクレーブへの設備投資が気になり、

次のステージでは、この部分の低コスト化も検討すべきであろう。但

し、製造コストの問題は、システム構成とフットプリントで解消でき

る可能性もあり、メンテナンスや OPEX を含めて、総合的に判断すべ

きであろう。 

 高分子膜による天然ガスからの CO2 分離は実用化されているのに対

し、ゼオライト膜が実用化されていない理由として次のことが考えら

れる： ①量産性が悪く製造コストが高い ②高分子膜（スパイラル巻

または中空糸）にくらべ、太いセラミック管上に製膜するため膜の面

積に比べて全体が大きく重くなる ③セラミック管は脆性材料のため

信頼性に不安が残る。このような欠点に対し、ゼオライト膜、とりわ

け提案者の MSM-1 注 1は分離性能（透過率，選択率）が優れるため、

高分子膜のように多段化と再昇圧（コンプレッサ）が不要でシステム

構成が簡素化され、トータルコストと設置面積では高分子膜より優位

になるとの試算が本報告で示されている（ただし重い）。その実用化に

向けた課題として、以下が考えられる： ① 膜管について妥当なコス

トと品質の生産技術の確立 ② 実用規模の大型モジュールの設計（気

流側の物質輸送抵抗等を考慮した最適流れ形状の検討、管の長尺化の

検討、1 個のモジュールの最適サイズの確定など） ③ 非常に多数のセ

ラミック管を用いる装置の信頼性の保証（セラミック管の接続部の信

頼性を含め）。以上の課題のうち、①については当評価者は判断できな

いが、②については今後の検討の余地がおおいにあると思われる。ま

た③に関連し、個々の装置部品の製作および組立に高い精度が必要と

思われ、それをなるべく緩和する設計が重要と思われる。これらの課

題がクリアーされ商用化されれば、ゼオライト膜分離の大規模実用化

として大きな意義があると考えられる。 

その他  有力なシーズであり、次のステージを検討すべきであろう。 

 

注 1：MSM-1 は Phase1 実施時の名称であり、平成 28 年 2 月現在の名称は「ZEBREXTM」であ

る 

 

（参考）技術評価担当委員による評価（評点法） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

以上 

技術評価者 1 技術評価者 2 

目標の

妥当性 
達成度 実用化 

目標の

妥当性 
達成度 実用化 

Ａ Ａ Ｂ Ａ Ａ Ｂ 


