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C 先進超々臨界圧火力発電実用化要素技術開発 

1-C 事業の目的・政策的位置付け 

1-1-C 事業目的 

我が国のエネルギーセキュリティ確保のためには、長期的な視点に立った化石燃料資

源の有効利用が重要課題の一つである。特に近年アジア地域で急速に経済発展が進み、

その影響によりエネルギー源の多様化は必須の状況である。その埋蔵量や他の資源への

価格牽制等を勘案すれば、石炭はエネルギー源のベストミックスを追求する上で、重要

な位置付けにあると考えられる。国内の電源構成の推移において図 53 に示すように原

子力及び LNGのシェアが拡大する一方、石炭は現状と同程度のシェアを有すると予想さ

れる。しかしながら、石炭は二酸化炭素排出量が他の化石燃料と比較して多い等環境負

荷が大きいため、その利用に当たっては、石炭を可能な限り効率良く、クリーンに利用

できる技術の開発が強く求められている。 

 

一方、1970年代のオイルショック以降に大型石炭火力が建設されてきたが、初期のも

のは発電施設の耐用年数に伴う更新や大幅な改修の時期に迫りつつある。そのような需

要に対して、有効な技術の開発が必要である。 

 

本事業で研究開発する先進超々臨界圧火力発電（以下「A-USC」）はこのような必要性

に応える石炭火力発電技術であり、現在 新の石炭火力よりも二酸化排出量の 10～15%

削減が期待できる。また、A-USCは従来石炭火力と同じシステム構成を有しているので、

経済的に既存石炭火力システムを A-USC システムへ更新または大幅な改修を行うこと

が可能になる。  

 

本事業では従来 630℃程度が限界といわれていた蒸気温度を 700℃まで向上し、2020

年以降において商用プラントでの高位発熱量基準送電端効率 46%達成の見通しを得るこ

とを目的として本技術開発を行うものである。 
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図 53 一次エネルギー源ごとの国内発電量 

 

1-2-C 政策的位置付け 

 京都議定書目標達成計画（2005 年 4 月閣議決定）において、エネルギー転換部門の

取組において、「電力分野の二酸化炭素排出原単位の低減」として、発電部門における

二酸化炭素排出量原単位を低減させることが重要であることから、火力発電の熱効率の

更なる向上の対策を講ずるとされている。 

 第 3 期科学技術基本計画（2006 年 3 月閣議決定）の分野別推進戦略において、化石

燃料の開発・利用の促進における重要な研究開発課題、「クリーン石炭利用技術」に位

置づけられている。また、「平成 22 年度の科学技術に関する予算等の資源配分の方針」

（2009 年 6 月）において、低炭素社会実現に必要な「 重要政策課題」に位置づけら

れている。 

「新・国家エネルギー戦略」（2006年 5月）において、総合資源戦略確保の具体的取

組として、「化石エネルギーのクリーンな利用の開拓」が位置づけられている 

「低炭素社会づくり行動計画」（2008年 7月閣議決定）において、ロードマップの着

実な実行が掲げられている「Cool Earth-エネルギー革新技術計画」及び「環境エネル

ギー技術革新計画」の双方に、高効率石炭火力発電の技術開発（図 54、55 参照）とし

て位置づけられている。 

 「エネルギー基本計画」（2010年 6月改定）において、我が国が有する世界 高水準

の石炭火力発電技術をさらに革新していくことが重要であり、IGCC・A-USC（先進的超々

臨界圧発電）等について、更なる高効率化や早期の実用化を目指して、産学官で協力し

て開発・実証を推進するとされている。さらに、高効率の石炭火力技術については、我

が国を環境に優しい石炭火力の 新鋭技術の実証の場として位置づけ国内での運転実

績の蓄積を図るとしている。 
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図 54  Cool Earth-エネルギー革新技術計画（出展：経済産業省） 

 
図 55 高効率石炭火力発電ロードマップ（出典：経済産業省） 
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1-3-C 国の関与の必要性 

 

本研究開発は、我が国の長期のエネルギーセキュリティの確保と環境保全問題という

命題を解決する技術開発であり、その成果は国民全体に裨益する。特に現有石炭火力の

二酸化炭素排出削減に効果的である本技術は、国民生活への寄与が高い。 

しかし、効率的な事業経営によるコスト低減という社会的要請のなか、開発リードタ

イムと技術開発負荷を鑑みると、民間のみの開発では継続的な投資は困難である。国の

後押しとしての資金負担がなければ実施され得ないと考えられる。このため、一定程度

の国庫補助は不可欠といえる。 

一方、欧米においては EU や国家の支援の下、既に国際、国家レベルでのプロジェク

トによる開発が進行中であるが、それにより得られたデータは非公開であるため、A-USC

技術は欧米に独占されることになり、放置すると世界をリードして来た我が国の USC技

術が陵駕されるのも時間の問題である。我が国の産業競争力の維持、強化、ものづくり

力の強化の観点からも 先端の A-USC 技術の発展を図ることが重要である。さらに、

A-USC 技術が確立されればアジアを始めとする石炭依存度の高い地域への展開等我国

のエネルギー戦略上有効な国際協力活動の手段としての位置づけも可能と考えられる

ことから、国として一定の支援を行うことが適当と考えられる。 
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2-C 研究開発目標 

2-1-C 研究開発目標 

 

従来の石炭火力発電では蒸気タービン入口の蒸気温度が 600℃程度で、高位発熱量基

準送電端熱効率は 42%だった。A-USCでは蒸気温度を 700℃まで高めることにより、2020

年以降において商用プラントでの高位発熱量基準送電端熱効率 46%達成の見通しを得る

ことを本研究開発の 終的な目標とする。（図 56参照） 

ボイラ

35MPa, 700℃

蒸気タービン

ボイラ

25MPa, 600℃

蒸気タービン

USC（ 新石炭火力技術）
送電端熱効率 42%（HHV）

A-USC
送電端熱効率 46～48%（HHV）

 

図 56 A-USC開発目標 

 

 目標を達成するためにはボイラ、蒸気タービンに開発課題がある。 

 ここで、A-USCシステムと各部の候補材料を以下に示す（図 57参照）。ボイラでは石

炭を燃焼し、その熱を使って発生した 700℃の主蒸気は超高圧（VHP）タービンへ、720℃

の再熱蒸気は高圧及び中圧（HP-IP）タービンへ導かれる。導かれた蒸気は各蒸気ター

ビンで膨張し、仕事をする。その後、IP タービンで排出された蒸気は低圧（LP）ター

ビンへ導かれ仕事をする。図中、ピンクの塗りつぶしで示した部材は 700℃以上の温度

になる。このような高温では従来の鉄鋼材料では強度が不足するため、Ni 基合金の適

用が考えられている。Ni 基合金はこれまでガスタービンの高温部材として使われてき

たが、重量はディスク材の 2～3 トン程度が 大だった。ボイラや蒸気タービンでは数

十トンから数百トンクラスの部材があり、Ni 基の従来実績をはるかに上回る大きさと

なる。さらに、石炭火力発電の大型部材は数十年の寿命が要求され、700℃以上の温度

で連続的に長期間使用しても強度の低下や酸化、腐食等の問題が生じない Ni 基合金を

開発する必要がある。また、Ni 基合金は従来の鉄鋼よりも高価であることから、従来

よりも耐熱温度が高い鉄鋼材料を開発し、Ni 合金の適用部位を極力抑制する必要があ

る。 
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図 57 A-USCシステムと候補材料 
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2-1-1-C 全体の目標設定 

 

 A-USCの実用化への道筋を以下に示す（図 58参照）。この中で本研究開発は要素技術

開発として位置づけられ、実証機検証に向けた要素技術の確立を目指す。 

 

 

 

 

 

図 58  A-USC実用化への道筋 

 

 また、本研究開発のマスタースケジュールであるが、技術開発項目としては(1)シス

テム設計、設計技術開発、(2)ボイラ要素技術開発、(3)タービン要素技術開発、(4) 高

温弁要素技術開発、(5) 実缶試験・回転試験（高温弁を含む）からなる。9年間の事業

期間中、主として前半の 5年間で第(1)～(4)項の開発を行い、主として後半の 4年間で

第(5)項の開発を行う。高温長期材料試験は 9年間を通して実施する（図 59参照）。 

 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017以降

H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28

基本設計、配置 適化、経済性試算

要素開発 ボイラ 材料開発

材料製造性検証

タービン 材料開発

高温弁 構造・要素・材料開発

設備計画

材料改良仕様策定等

高温長期材料試験（3～7万時間）

試作

システム設計、設計技術開発

実缶試験・回転試験（高温弁含む）

大径管、伝熱管用新材料開発、材料改良

ロータ、ケーシング等の大型溶接技術、試作

実サイズ部材試作

溶接技術開発・試験、曲げ試験

試験、評価

システム
設計

試設計

設備設計 設備製造、据付

高温長期材料試験（3～7万時間）

実証機

10万時間

10万時間

 
図 59 マスタースケジュール 

 

 中間評価時点では長時間の材料試験結果が得られていないので、数千時間から一万時

間の比較的短期の材料試験から得られた材料特性を外挿し長時間信頼性を推定する。さ

らに、システム設計により熱効率 46%を確認することを中間評価時点での目標とし、

終的に実証機検証にいたるまでを目標とする（表 35参照）。 

基盤技術開発 

NEDO, RITE

等 

 

要素技術開発

 

実証機検証 
実用化 

商用機 



131 
 

表 35 全体の目標 

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 

高位発熱量基準送電端熱

効率 46%以上を達成できる

A-USCの要素技術確立 

数千時間から一万時間の

材料試験から得られた材

料特性をベースに、シス

テム設計により熱効率

46%を確認 

46%という値は要素開発目標を

達成できた場合の 高レベル

の熱効率 

 

2-1-2-C個別要素技術の目標設定 

 

 システム設計については熱効率 46%以上を確認し、経済性を含めたシステム成立の見

通しを得ることが 終目標であるが、中間評価時点ではシステム設計により熱効率 46%

を確認することを目標としている。 

 ボイラ要素技術については、材料、保守管理、製造加工、構成機器、構造配置のそれ

ぞれに開発、検証すべき課題がある（図 60 参照）。特に、700℃級材料の長期信頼性の

検証が重要である。中間評価時点では大径管、伝熱管を試作するとともに、数千から一

万時間の材料試験を行い、その結果を外挿し十万時間の長期信頼性を見積もっている。 

 
図 60 ボイラの開発課題 

  

また、タービン要素技術についても同様に、材料、保守管理、製造、構造、システム

のそれぞれに開発、検証すべき課題がある（図 61参照）。特に、大型鋼塊の製造性、ク
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リープ強度（長期信頼性）の検証が重要である。中間評価時点では中型鋼塊を試作する

とともに、数千から一万時間の材料試験結果を外挿し、長期信頼性を見積もっている。 

タービン材料

保守管理

製造加工構造

システム

【Ni基材料開発】
ロータ材料
ケーシング材料
翼、ボルト材料

・長時間信頼性（含溶接部）
・水蒸気酸化特性

・疲労特性
・低熱膨張率 等

・寿命評価技術
・溶接補修技術

・材料の時効効果 等

・大型材鍛造技術
・大型材鋳造技術

・溶接技術（含異材継手）
・難削材加工技術
・検査技術 等

・Ni基材料使用量を抑制する構造
・溶接ロータ構造

・溶接ケーシング構造
・冷却構造
・高性能翼列
・軸曲がり、軸振動対策
・静止系、回転系の熱伸び差対策

・熱疲労、クリープ対策
・高温・高圧蒸気漏れ対策 等

・システム構成の 適化
高効率かつ経済的なシステム構成

・起動・停止・負荷変化への対応
ボイラとの協調

タービン開発課題

 

図 61 タービンの開発課題 

 

 高温弁要素技術については材料、保守管理、製造、構造に開発、検証すべき課題があ

る。ケーシング材料はタービンケーシングと共通化し、タービン要素技術開発の一環と

して実施している。弁材料としては弁棒とそれを支えるブッシュとの摺動性が課題であ

り、 適な組み合わせを見出すことを中間評価時点での目標としている（表 36参照）。 

 

表 36 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 

システム設計、設計

技術開発 

・システム設計によ

り熱効率 46%以上

を確認 

・経済性を含めたシ

ステム成立の見通

しを得る。 

システム設計によ

り熱効率 46%を確認 

全体目標の達成可

能性を早期に検討 

ボイラ要素技術開

発 

・10 万時間、750℃

で90MPa以上のク

候補材料を選定し、

数千から 1万時間の

目標達成を確認す

るには 3万時間以上
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リープ強度を持

つ過熱器管材料

開発 

・10 万時間、750℃

で60MPa以上のク

リープ強度を持

つ加工性・経済性

に優れる再熱器

管材料開発 

・10 万時間、700℃

で90MPa以上のク

リープ強度を持

つ厚肉大径管材

料開発 

・10万時間、650℃

で80MPa以上のク

リープ強度と継

ぎ手強度低減係

数0.7以上を持つ

経済性に優れた

フェライト系厚

肉大径管材料開

発 

試験からの外挿に

より達成の可能性

を検討する。 

の長時間材料試験

等による検証が欠

かせないが、中間評

価時点まででは数

千から 1万時間の試

験時間しか確保で

きない。 

タービン要素技術

開発 

・10 万時間、700℃

で 100MPa 以上の

クリープ強度を

持つ鍛造大型ロ

ータ材料開発 

・10万時間、700℃

で 80MPa以上のク

リープ強度を持つ

鋳造大型ケーシン

グ材料開発 

候補材料を選定し、

数千から 1万時間の

試験からの外挿に

より達成の可能性

を検討する。 

目標達成を確認す

るには 3万時間以上

の長時間材料試験

等による検証が欠

かせないが、中間評

価時点まででは数

千から 1万時間の試

験時間しか確保で

きない。 

高温弁要素技術開

発 

実缶試験・回転試験

による弁信頼性の

確認 

要素試験により材

料選定作業を行う。 

中間評価時点では

要素試験の一部が

完了しているだけ
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なので、実缶・回転

試験実施の条件が

整っていない。 

実缶試験・回転試験 ・1 万時間程度のボ

イラ実缶試験を実

施し、700℃級ボイ

ラ要素の信頼性を

確認 

・5000時間程度のタ

ービン回転試験を

実施し、700℃級タ

ービン要素の信頼

性を確認 

・タービン回転試験

装置に高温弁を組

み込みその信頼性

を確認 

実缶試験・回転試験

基本仕様の検討を

行う。 

中間評価時点では

試験要項等の基本

仕様を策定する。 
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3-C 成果、目標の達成度 

3-1-C 成果 

3-1-1-C 全体成果 

 ヒートバランス解析とプラントシステム設計により高位発熱量基準送電端熱効率

46%を達成可能であることを確認した。また、ボイラ、タービン、高温弁の材料開発、

評価を実施した結果、短時間の試験を主体としたこれまでの評価では、概ね期待した

材料特性が得られている。 

 

3-1-2-C 個別要素技術成果 

（１）システム設計、設計技術開発 

 50万 kW、70万 kW、100万 kWのヒートバランス解析とプラントシステム設計を実施

し、高位発熱量基準送電端熱効率 46%が得られることを確認した。例として、プラント

システム設計中のタービン設計（材料構成）を示す（図 62参照）。 
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＆溶接
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異材溶接共材溶接 
 

図 62 タービン設計例（材料構成） 

 

（２）ボイラ要素技術開発 

 6種類の Ni基合金と 3種類の 9Cr鋼を試作し、数千から一万時間程度の短時間材料

試験を実施した。短時間の試験結果を 10万時間まで外挿することにより、目標を達

成できる可能性があることを確認した。以下に試作した候補材料を示す（図 63参照）。

なお、HR6Wは鉄-Ni基合金、HR35、Alloy617、Alloy263、Alloy740、Alloy141は Ni

基合金、B-9Cr、SAVE12AD、LC-9Crは耐熱温度を向上した鉄鋼材料である。 

 ここで、試作した Ni基大径管を以下に示す（図 64参照）。材料加工特性試験を実

施した結果、大径管の製造に適した材料として HR6W、HR35、Alloy617を選んだ。試

作した大径管は曲げ試験、溶接試験等に供された。そして、高周波加熱曲げ加工後の
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Ni基大径管（Alloy617、HR6W）の例を以下に示す（図 65参照）。加熱温度を調整した

結果、どちらも曲げ加工可能だった。Ni基大径管の溶接継手の例を以下に示す（図

66参照）。一部に高い溶接感受性を示す材料があったが、概ね良好な溶接施工を行う

ことができた。 

 
図 63 ボイラ候補材料 

 

 
図 64 試作した Ni基合金製大径管 
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図 65 Alloy617と HR6Wの曲げ試験 

 

 
図 66 大径管の溶接継手 

 

（３）タービン要素技術開発 

 3種類の Ni基中型ロータ材料（FENIX700、LTES700R、TOS1X）と 3種類の Ni基中型

ケーシング材料（Alloy617、Alloy625、Alloy740）を試作し、数千から数万時間の短

時間材料試験を実施した。短時間の試験結果を 10 万時間まで外挿することにより、

目標を達成できる可能性があることを確認した。 

 ロータ試作の代表例として TOS1X の状況を以下に示す（図 67 参照）。TOS1X は 

Alloy617をベースとして開発され、高い強度を得ている。 

 もうひとつのロータ材料の例として、LTES700R の線膨張係数を以下に示す（図 68

参照）。一般の Ni 基合金よりも低い線膨張係数になるように設計された材料であり、

鉄鋼材料と同じレベルの値を有している。そのため、鉄鋼材料と組み合わせたときに

発生する熱応力を抑えることができる。LTES700Rはもともと小型のボルト用材料とし

て開発された LTES700を大型ロータ材料向けに改良した材料である。LTES700Rの線膨

張係数は LTES700より高くなっているものの従来の Ni基合金や 2.25Cr鋼より低いレ

ベルになっている。  

 ケーシング材料については、新たな開発は行わず、既存材料の中で蒸気タービンの

ケーシング材に も適した材料の選定を行うこととした。候補としては Alloy617、

Alloy625、Alloy740があり、参加各社で分担し大型鋳物を試作した（図 69参照）。現

在、これらの材料から切り出した試験片により材料特性評価を行なっている。その結
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果をもって 2010 年には選定作業を行い、2011 年に選定された材料で大型弁の弁ケー

シングを試作する予定である。 

Forged TOS1X-Ⅰ (7tons)

 

図 67 タービンロータ材料（TOS1X） 
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図 68 タービンロータ用低熱膨張合金 LTES700R 

 

 

図 69 タービンケーシング用 Ni基鋳物試作 
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（４）高温弁要素技術開発 

弁材料の摺動試験、水蒸気酸化試験等を実施し、700℃条件下で使用できる材料の組合

せがあることを見出した。700℃の条件下で材料を摺動し、摩耗量を測定した高温摺動

摩耗試験機を示す（図 70参照）。 

 

 

図 70 高温弁材料の高温摺動摩耗試験機 
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3-1-3-C 論文状況等 

 本事業における論文の状況等について以下に示す（表 37、38参照）。 

表 37 論文、発表等件数 

論文 特許等件数 投稿 発表 

6 0 1 18 

 

表 38 論文、発表等リスト 

 題目・メディア等 時期 

論文 東芝レビュー「 700℃級先進超高温蒸気タービン」 2008.9 

日本機械学会会誌「次世代超々臨界圧蒸気タービンシステム」 2008.10 

石炭利用の 新技術と展望（書籍）「クリーンコールテクノロジ

ーの現状と将来」、シーエムシー出版 

2008.12 

機械の研究「次世代超々臨界圧発電技術」、養賢堂 2008.10 

エネルギー・資源学会誌「先進超々臨界圧発電(A-USC)の開発」 2010.3 

富士時報「 700℃級高温弁の要素技術開発」、富士電機 2010.5 

投稿 エネルギーと動力「700℃級超々臨界圧蒸気プラント(A-USC）技

術開発状況」、日本動力協会 

2009春 

発表 日本鉄鋼協会秋季講演大会「A-USC技術開発」 2008.9 

Cleaner Coal Workshop 2009「 A-USC Technology Development in 

Japan」、US Agency of International Development 

2008.8 

7th COALTECH 2008「Ultra-Supercritical Coal Power 

Generation」、APEC EXPERT GROUP ON CLEAN FOSSIL 

2008.11 

第二回電力エネルギー技術シンポジウム「700℃級超々臨界圧（Ａ

－ＵＳＣ）発電技術について」、東北大学大学院工学研究科付属

エネルギー安全科学国際研究センター電力エネルギー未来技術

（東北電力）寄付研究部門 

2008.11 

高温強度部門委員会「A-USC開発概要と蒸気タービン用材料の開

発 -A-USC開発概要-」、日本材料学会 

2009.2 

3rd Symposium on Heat Resistant Steels and Alloys for High 

Efficiency USC Power Plants 2009「Advanced USC Technology 

Development in Japan」、物質･材料研究機構 

2009.6 

10th International Conference on Energy for Clean Environment

「IHI’s activities for CO2 reduction in Boilers」 

2009.7 

Clean Coal Technology ワークショップ 2009「A-USC技術の開発 2009.8 
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及び CCS技術への取組み」、JCOAL 

日本鉄鋼協会秋季講演大会

「Ni-23Cr-13Co-9Mo-1.6Al-0.1Ta-0.3Nb合金の機械的性質に及

ぼす熱処理条件の影響」 

2009.9 

International Symposium on Low Carbon Technology「ADVANCED 

USC TECHNOLOGY DEVELOPMENT IN JAPAN」、Chinese 

 Society of Engineering Thermophysics (CSET) 

2009.9 

 

火原協中部支部講演会「 700℃級超々臨界圧（A-USC）プラント

の開発動向について」 

2009.10 

 

International Conference on Power Engineering (ICOPE-09)「The 

Status of Advanced USC Technology Development in Japan」、

日本機械学会 

2009.11 

日本機械学会講習会 №09-135「次世代超々臨界圧発電技術

（A-USC）の開発状況」 

2009.12 

第 6回 CEEシンポジウム「 A-USCの開発状況」、東京大学エネル

ギー工学連携研究センター 

2010.1 

国際革新的ゼロエミッション石炭火力 CCS METI欧州調査

「 A-USCの状況および豪州酸素燃焼プロジェクトの紹介」 

2010.2 

火原協関西支部講演会「低炭素化社会に向けた高効率蒸気タービ

ンの開発動向について」 

2010.3 

Sixth International Conference on Advances in Materials 

Technology for Fossil Power Plants「 Coal ash corrosion 

properties of Ni-base alloy for Advanced-USC boiler」、EPRI 

2010.8 

Sixth International Conference on Advances in Materials 

Technology for Fossil Power Plants「Advanced USC Technology 

Development in Japan」 

2010.8 
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3-2-C 目標の達成度 

(1)ボイラ候補材料のクリープ破断寿命に関する検討 

 ボイラ候補材料の HR6W に関するクリープ破断寿命とその溶接継手のクリープ破断

寿命の検討結果（図 71 参照）であるが、図中で矢印付きのデータはまだ破断せずに

試験進行中であることを示している。HR6W は鉄-Ni 基合金で他の Ni 基合金よりもク

リープ寿命は短いが現在得られている試験データを外挿すると 700℃、10万時間のク

リープラプチャ強度は Ni 基大径管としての目標値である 90MPa 程度となる。さらに、

750℃では 10万時間で 70MPa程度となり再熱器管材料としての目標値である 60MPaを上

回っている。溶接継手の寿命も母材を上回っており、期待通りの性能を示している。 

 
図 71 HR6Wとその溶接継手のクリープ寿命 

 

(2) 大径管候補材料のクリープ破断寿命に関する検討 

 大径管候補材料である HR35 のクリープ破断寿命とその溶接継手のクリープ破断寿

命の検討結果（図 72参照）であるが、HR35は Ni基合金であり、現在得られている試

験データを外挿すると 700℃、10万時間のクリープラプチャ強度は Ni基大径管として

の目標値である 90MPaを優に超える。溶接継手の寿命も母材を上回っており、期待通り

の性能を示している。 
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図 72 HR35とその溶接継手のクリープ寿命 

 

(3) 伝熱管候補材料のクリープ破断寿命に関する検討 

 伝熱管候補材料である Alloy263のクリープ破断寿命の検討結果（図 73参照）であ

るが、Alloy263は Ni基合金であり、現在得られている試験データを外挿すると 750℃、

10万時間のクリープラプチャ強度は Ni基伝熱管としての目標値である 90MPaを優に超

える。 
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図 73 Alloy263のクリープ寿命 

 

(4) ボイラ材料の高温腐食及び水蒸気酸化試験 

 ボイラ材料の高温腐食試験結果（図 74 参照）では、ボイラ燃焼ガスに曝される伝熱

管外表面の高温腐食を想定し、700℃の腐食環境下での材料の減量を測定している。材

料のクロム含有量に対して減量をプロットしている。候補 Ni 基系材料はどれもクロム
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含有量が多いので、耐腐食性が良好であることが確認された。 

 ボイラ材料の水蒸気酸化試験結果（図 75 参照）では、高温の水蒸気に曝される伝熱

管、大径管内表面の水蒸気酸化によるスケール発生と減肉を想定し、750℃の水蒸気環

境下での材料表面でのスケールを観察している。これまで 3000時間の試験を行ったが、

候補 Ni 基系材料の表面にはほとんどスケールができず、たいへん良好な耐水蒸気酸化

性を示している。現在 10,000時間に向けて試験を継続中である。 

 

図 74 ボイラ材料の高温腐食 

 

 

図 75 ボイラ候補材料の水蒸気酸化試験（750℃、3000時間） 
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(5) タービン材料のクリープ破断寿命に関する検討 

 タービン材料の代表例として TOS1Xと LTES700Rのクリープ破断寿命の検討結果（図

76、77参照）であるが、当初 TOS1X-Iが開発され短時間のデータからの外挿ではある

が 700℃、十万時間クリープ破断応力は約 160MPaを達成できると予想されている。現

在は TOS1X-II の開発が進められており、200MPa 程度の値を目指している。同様に短

時間からの外挿ながら、LTES700Rのクリープ破断強度は目標値（700℃×10万時間ク

リープ強度 100MPa）を十分満足すると予想されている。 
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図 76 タービンロータ材料（TOS1X）のクリープ破断強度 
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図 77 タービンロータ材料（LTES700R）のクリープ破断強度 
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(6) 高温弁材料の摺動摩耗試験 

 高温弁については Ni基合金、Co基合金、耐摩耗コーティング材等の組合せで 700℃

の環境下で摺動摩耗試験を実施した。その結果、従来材料を 600℃の環境下で摺動させ

た場合よりも摩耗量が少ない組合せを見出した（図 78参照）。中央の破線が従来材料を

600℃の環境下で摺動させた場合の摩耗量である。 

 以上で得られた結果を総括すると次のとおりとなる（表 39参照）。 

1.E-10

1.E-09

1.E-08

1.E-07

1.E-06

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

試験片No.

比
磨

耗
量

　
m

m
2
/
N

ベンチ
マーク

弁棒：Ni基+CrC溶射
ブッシュ：Co基

弁棒：Ni基
ブッシュ：Co基

弁棒：Ni基+窒化
ブッシュ：Co基
            Ni基+窒化

弁棒：Ni基
ブッシュ：Ni基

 

図 78 高温弁材料の高温摺動磨耗試験 

 

 

表 39 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 

システム設計、

設計技術開発 

システム設計により熱効率 46%

以上を確認 

システム設計により熱効率

46%を確認した。 

達成 

ボイラ要素技

術開発 

候補材料を選定し、数千から一

万時間程度の短時間試験から

の外挿により達成の可能性を

検討する。 

候補材料を選定し、短時間

試験を行った。 

数千から一万時間程度の短

時間試験からの外挿により

10万時間のクリープラプ

チャ強度について達成の可

能性があることを確認し

た。 

達成 
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タービン要素

技術開発 

候補材料を選定し、数千から一

万時間程度の短時間試験から

の外挿により達成の可能性を

検討する。 

候補材料を選定し、短時間

試験を行った。 

数千から一万時間程度の短

時間試験からの外挿により

10万時間のクリープラプ

チャ強度について達成の可

能性があることを確認し

た。 

達成 

高温弁要素技

術開発 

要素試験により材料選定作業

を行う。 

弁材料の摺動試験、水蒸気

酸化試験等を実施し、700℃

条件下で使用できる材料の

組合せがあることを見出し

た。 

達成 

実缶試験・回転

試験 

実缶試験・回転試験基本仕様の

検討を行う。 

試験の基本要項を策定し

た。 

達成 
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4-C 事業化、波及効果について 

4-1-C 事業化の見通し 

 

 経年化していく既設の石炭火力発電所の更新には地球温暖化の観点から A-USC 技術

は欠かせないものになると考えられ、二酸化炭素削減圧力が強まる中、今後本技術実用

化への期待はさらに高まると推測される。そのような状況に配慮し、実用化へさらに短

時間で至る道筋を探すことも必要である。 

 事業化に向け本研究開発に引き続き実証機の建設及び運転試験を行うことにより、シ

ステム全体の信頼性、運用性、性能、材料の健全性、環境性等を総合的に評価、検証す

るべきである。特に、ボイラ、タービンを接続する大径管や大型高温弁の挙動、健全性、

またタービンシステムや環境性といったシステム上の問題や耐久性の確認が主たる検

証項目となる。 

 

 

4-2-C 波及効果 

 

① 近年二酸化炭素排出量削減の観点からバイオマス燃料が脚光を浴びている。A-USC

技術による石炭とバイオマス燃料の混焼は、バイオマス燃料を効率良く利用できる

一つの方法であり効果的な二酸化炭素削減に寄与する。 

 

② 近年一次エネルギー確保のために調達手段の拡大の観点から重油燃料が見直されて

いる。A-USC技術はこのようなニーズに対しても、効果的な二酸化炭素削減技術とし

て応えることができる。 

 

③ A-USC 技術は天然ガス焚きコンバインドサイクルのボトミング条件の向上にも対応

できる技術である。現在 1600℃級のコンバインドサイクルが実用化段階にあるが、

排ガス温度の高温化に伴いボトミングサイクルの蒸気温度は 600℃まで高められて

いる。将来 1650℃級、さらには 1700℃級とガスタービン温度が上昇することに伴い、

ボトミングサイクルの蒸気温度も 650℃以上になることが予想され、A-USC技術が必

要となる。 
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5-C 研究開発マネジメント・体制・資金・費用対効果等 

5-1-C 研究開発計画 

 

 本研究開発においては、実証機を実現するための要素技術開発を実施する（図 79 参

照）。 

 要素技術には「システム設計」、「ボイラ要素技術開発」、「タービン要素技術開発」、

「高温弁要素技術開発」、「実缶・回転試験」がある。 

 前半の 5年間では材料開発、評価を主体とした研究開発を行い、後半の 4年間でその

成果を反映した「実缶・回転試験」を実施する。 

 材料の長期耐久性が重要であり、9年間の事業期間を通じて「高温長期材料試験」を

継続する。材料の開発目標は 10 万時間のクリープラプチャ強度を基準としているが、

本事業期間では 大 7万時間まで試験を行う。一般に 10万時間のクリープラプチャ強

度を予想するには 3 万時間のデータからの外挿が可能とされており、この手法により

10 万時間のクリープラプチャ強度を予測する。本事業以降に次のフェーズが立ち上が

れば、「高温長期材料試験」を延長し 10万時間試験を実施する予定である。 

 後半 4年間の「実缶・回転試験」ではボイラで 1万時間以上の耐久試験を行うことに

なっており、純粋な試験時間だけでも 1年半を要する。その前後に試験装置製作・設置、

試験結果の評価を行う。 

 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017以降

H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28

基本設計、配置 適化、経済性試算

要素開発 ボイラ 材料開発

材料製造性検証

タービン 材料開発

高温弁 構造・要素・材料開発

設備計画

材料改良仕様策定等

高温長期材料試験（3～7万時間）

試作

システム設計、設計技術開発

実缶試験・回転試験（高温弁含む）

大径管、伝熱管用新材料開発、材料改良

ロータ、ケーシング等の大型溶接技術、試作

実サイズ部材試作

溶接技術開発・試験、曲げ試験

試験、評価

システム
設計

試設計

設備設計 設備製造、据付

高温長期材料試験（3～7万時間）

実証機

10万時間

10万時間

 
図 79 A-USC研究開発計画について 
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5-2-C 研究開発実施者の実施体制・運営 

 

 

図 80 事業体制 

 本研究開発は、公募による選定審査手続きを経て、(株)IHI、住友金属工業(株)、(株)

東芝、 バブコック日立(株)、 (株)日立製作所、富士電機システムズ(株)、 三菱重工

業(株)、ABB日本ベーレー(株)が経済産業省からの補助を受けて共同で実施している（図

80 参照）。また、補助事業者以外の（財）電力中央研究所、（独）物質・材料研究機構

も材料試験等を行い、開発に貢献している（図 81、82参照）。 

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に「A-USC開発推進委

員会」を設置し、その下にタービン要素技術、ボイラ要素技術の統括するための「ター

ビン分科会」、「ボイラ分科会」を置いた。プロジェクトリーダーは「A-USC開発推進委

員会」の議長を務める（独）物質・材料研究機構の福田雅文氏を任命した。さらに、ユ

ーザである電力会社の意見を取り入れるために、（財）火力原子力発電技術協会に電力

会社からの委員からなる「火力高効率発電技術検討委員会」を設置した。委員長は元早

稲田大学教授の秋葉雅史氏を任命した。 

電力会社、学会等からの参加を得て、毎年 1回成果報告会を（財）火力原子力発電技

術協会主催で開催している。2008年度成果発表会には 130名を超す参加者を得た。 

  

図 81 研究開発実施体制 
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ボイラ

高温弁

蒸気タービン

ボイラ
管材料製作 ：住友金属

管母材強度試験 ：住友金属

管母材疲労試験 ：IHI

管母材水蒸気酸化試験 ：BHK

管母材高温腐食試験 ：MHI
管曲げ加工試験 ：IHI, BHK, MHI 候補材料分担

管溶接試験 ：IHI, BHK, MHI 技術検証分担

管母材, 溶接部長時間強度評価手法開発 ：NIMS

起動弁開発 ：ABB日本ベーレー

溶接部クリープ疲労試験 ：電力中央研究所

蒸気タービン
ロータ材料開発 ：東芝, 日立, MHI開発分担

ケーシング材料試験 ：東芝, 日立, MHI候補材料分担

翼, ボルト, 弁棒 ：日立（一部東芝）

高温弁
要素技術開発 ：富士電機

弁試作 ：富士電機（東芝, 日立, MHI協力）

 
図 82 研究開発分担 

 

5-3-C 資金配分 

 

 これまでは各社とも特に過不足なく推移している（表 40参照）。 

 

             表 40 資金度配分       （単位：百万円） 

合計 2008年度 2009年度 2010年度 2011年度 2012年度 2013年度 2014年度 2015年度 2016年度

IHI 341 22 69 56 82 73 24 15 --- ---

ABB 78 --- 16 22 20 20 --- --- --- ---

住金 727 103 184 174 181 85 --- --- --- ---

東芝 922 29 192 280 341 65 4 4 4 4

BHK 329 21 80 51 88 70 15 4 --- ---

日立 1104 36 266 230 321 235 4 4 4 4

富士 203 30 30 23 70 50 --- --- --- ---

MHI 1455 53 228 279 546 332 4.2 4.2 4.2 4.2

NIMS 6 6 --- --- --- --- --- --- --- ---

実缶試験 4785 --- --- --- --- --- 2200 1400 550 635

回転試験 3050 --- --- --- --- --- 550 850 600 1050

合計 13000 300 1064 1114 1650 930 2801 2281 1162 1697
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5-4-C 費用対効果 

 

 本事業には、これまで国からの補助として約 17 億円が投入されているが、本事業は

9 年間で 130 億円であり、 終的に国が投入する補助金はその 2/3 の 87 億円である。

将来の法人税収入はこの投入額に見合っていると考えられる。 

 全世界の将来市場規模を考えると 2006年時点の全石炭火力約 1300GWが 50年間（プ

ラント寿命）かけてすべて IGCC と A-USC に 50%ずつ置き換わったと仮定すると、年間

の A-USC建設需要は 1300／50×0.5＝13GWになる。 

 このとき、国内メーカの市場シェアを 20%と仮定すると年間 2.6GWであり、プラント

建設単価を 300千円／kWとすると年間の建設費用は 7800億円／年となる。 

 これに、経常利益率を 5%、法人税率を 40%と想定すると、プラント建設会社の法人税

は 156億円／年となる。 

 

5-5-C 変化への対応 

 

 事業開始時点から見ると、二酸化炭素排出削減の必要性はさらに高まっている。エネ

ルギーセキュリティを確保する上で石炭の利用は引き続き必要である。このような状況

下で A-USCの開発による石炭火力発電の熱効率向上は も確実な対応策であり、その重

要性は高まっている。また、排出された二酸化炭素を地中に貯留する CCS（Carbon 

Dioxide Capture and Storage）が世界的に開発されつつあるが、CCS を石炭火力に適

用すると所内動力が増加するため送電端効率が低下し、石炭の消費量が大幅に増す。そ

のため、A-USC を適用し、送電端効率の低下を防ぐことが重要であり、A-USC 技術の必

要性がさらに高まっている。 
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第４章 技術に関する施策評価 

 

１．施策の目的・政策的位置付けの妥当性 

 

１．施策の目的・政策的位置付けの妥当性 

以下の観点から、施策の目的・位置づけは妥当であると判断する。 

（1）施策の目的の妥当性 

我が国におけるエネルギー起源 CO2排出量の 3割を占める発電部門の CO2削減は急務

であり、また、多様化する電源構成とその供給方式の中で、①化石燃料を有効利用する

技術、②再生可能エネルギーの利用拡大技術、③高効率・安定供給技術の洗練化・高性

能化を目指すことは、極めて緊要と言える。よって、環境問題に配慮しつつエネルギー

セキュリティを確保する一つの手段として、本施策の目的は、技術課題や具体的な数値

目標及びスケジュール等を含め明確かつ妥当である。 

特に、本施策は、エネルギー関連技術の根幹部に係るもので、長期間の基礎技術の確

立と実用化に向けた実証試験が必要であるが、これらに係る開発リスクは大きく、国と

して投資することは十分に意義がある。 

（2）施策の政策的位置づけの妥当性 

 本施策は「Cool Earth－エネルギー革新技術計画」や「技術戦略マップ 2009」、「エ

ネルギー基本計画」の国家戦略に基づき、着実に技術開発を進めており、施策の位置づ

けは妥当かつ非常に重要である。 

（3）国の施策としての妥当性 

 電力安定供給に係るエネルギー問題や気候変動問題、低炭素社会に向けた国家的な課

題は将来のリターンが見えないため、民間企業のみで取り組むには開発リスクが大き

い。また、技術開発を効率的に進める上では、省庁間連携や産学官連携の構築が必要な

場面もある。これらのことから国家的な問題を解決するための技術開発を効率的に推進

するためには、国の施策として位置づけることが重要であり、本施策は妥当である。 

 

一方、本施策に関連した「環境負荷低減やエネルギー効率向上」を狙いとした革新技

術開発は、開発、実用化の期間が長く、また、革新技術は海外では開発予算も含め積極

的な取り組みが進められていることから、我が国がこの分野で世界トップを維持するた

めには、開発・実用化期間の抜本的短縮と革新技術開発の継続的推進に係る具体的な施

策が必須である。 
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【肯定的意見】 

 ○我が国の環境政策及びエネルギー政策上極めて重要な①供給安定性に優れた石炭の高

度利用技術、②電力の高効率・安定供給技術、および③世界的な温室効果ガスの排出

削減ニーズへの対応としての再生可能エネルギーの利用拡大技術などの主要技術につ

いて、技術課題が整理され具体的な数値目標及びスケジュールを立てて技術開発戦略

が構築されている。特に、①石炭の高度利用技術では世界 先端の「IGCC（石炭ガス

化複合発電）技術・高効率ガスタービン技術・A-USC（先進的超々臨界圧発電）技術」

が、また②電力の高効率・安定供給技術では「超電導機器技術・次世代送配電系統

適制御技術」が、さらに③再生可能エネルギーの利用拡大技術では「太陽光発電出力

予測技術」などが、出口（事業化）を見据えた具体的な事業開発戦略として整備・構

築されており、妥当である。 

○気候変動問題が２１世紀の重要な課題であるとの認識は世界的に高まっており、本施

策の目的は妥当である。本施策を実現するための技術課題として火力発電の効率向上

策を整理し、目指すべき目標も明確に設定されている。さらに、国内の代表的企業が

参加し、事業化を見据えた体制で本施策が進められている。 

 ○化石燃料についてはエネルギーセキュリティとCO2原単位削減の観点から、また、再生

可能エネルギーについては導入を進めるにあたっての系統安定化上の観点から課題が

整理されており、これらの課題を解決するための目標・施策が明確に示されている 

○多様化する電力およびその供給方式の中で、化石燃料を有効利用する技術の洗練化・

高性能化を目指すことで、環境問題に配慮しつつ安定的な電力供給を達成する一つの

手段として、本施策の目的は明確かつ妥当であり、近い将来の事業化を想定した実用

的な内容となっている。特に、資源としての供給量が豊富に期待できる半面、二酸化

炭素排出量が極端に多い石炭に着目し、石炭ガス化複合発電（IGCC）、先進的超々臨

界圧発電などに代表される高効率化石炭火力発電技術とその基盤となる要素技術に対

して革新的な取り組みを行うことは、環境上あるいはエネルギー政策上重要な政策で

あり、EUや米国など諸外国の施策動向とも適合するものである。 

 ○我が国では、総合的なエネルギー効率の向上を狙って、化石燃料の安定供給確保と有

効且つクリーンな利用技術の確立が求められている。「Cool Earth -エネルギー革新

技術計画」では火力発電技術の施策として、「高効率天然ガス火力発電（高効率ガス

タービン）技術」や「高効率石炭火力発電（IGCC石炭ガス化複合発電やA-USC先進的超

々臨界圧発電）技術」などの実用化時期と達成すべき効率目標が明記されている。さ

らに、送配電技術の施策としては、「超電導高効率送電技術」や「次世代型送配電ネ

ットワークの構築技術」などの実用化時期と達成すべき効率目標が明記されている。

また、我が国のエネルギーの長期的、総合的かつ計画的な推進を図る「エネルギー基

本計画」や国家的に重要な産業技術のロードマップを俯瞰した「技術戦略マップ2009

」でも、これらの技術の重要性や実用化目標が明記されている。本施策はこれらの国
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家戦略と一致していることから「政策的位置付け」として妥当である。 

○本施策は、低炭素社会を目指して我が国が取り組むとした「Cool-Earth－エネルギー

革新技術計画」と整合が取られており、「技術戦略マップ」に沿って進められている

と判断する。 

 ○「低炭素社会作り行動計画」の長期目標達成のために設定された「Cool Earth―エネ

ルギー革新技術計画」では火力発電技術および送配電技術の高効率化が掲げられてお

り、「エネルギー基本計画」では、2020年代を念頭においた更なる具体化がなされて

いる。火力発電および送配電に関する技術開発施策はこれら諸政策に則ったものであ

り、その実施は非常に重要である。 

○温暖化ガス排出に伴う世界的気候変動問題への対応や、エネルギー資源に乏しい我が国

の電力安定供給に係る世界に類の無い革新的技術開発は、我が国が戦略的に推進すべき

重要な施策である。また、我が国の環境政策およびエネルギー政策上極めて重要な世界

先端の技術開発であり、実用化までに長期間を要し且つ開発リスクも大きい。よって

、これら技術開発には国の積極的関与が必要である。またこれらの技術開発では、必要

に応じて省庁間連携や産学官連携が構築されて、技術開発が効率的に推進されており高

く評価できる。  

○低炭素社会は国家的な課題であり、将来のリターンが見えない中で民間企業がリスク

を負って技術開発を進めることは困難であり、国の関与が必要であると判断する。ま

た、省庁間の連携も評価できる。 

○当該施策は、まだ商用化が見えない段階であり、研究成果の商業性や投資回収可能性

に係るリスクが高いこと、巨額の投資を必要とするプロジェクトであること、世界

でも他に類を見ない 先端の技術開発であることから、国による適切な支援は重要で

ある。 

○ 化石燃料を使用する火力発電技術の高効率化によって環境に対する負荷の低減を指

向する本施策は、送電技術、エネルギー貯蔵技術などの周辺技術の発展・洗練化と合

わせて、長いスパンの基礎技術の確立と実用化に向けた実証試験を必要とするもので

、国として取り組む必要のある施策であることは間違いない。 

○火力発電（化石燃料発電）はわが国の年間発電電力量の65%（石油：12%、天然ガス：2

8%、石炭：25%）を占める（2008年度）主要な電源であり、2030年においてもわが国電

源構成の中で重要な位置付けとなっている。また、わが国はエネルギー自給率がわず

か4%（原子力を除く）と、ほとんどの一次エネルギー資源を海外に依存しており、エ

ネルギー安全保障の確保は国の命運をかけた重要な課題である。さらに、わが国全体

のエネルギー起源CO2排出量に占める発電部門からの寄与は約3割であり、発電設備か

らのCO2削減は焦眉の急となっている。平成20年3月に経済産業省から発表された「Coo

l Earth 50―重点的に取り組むべき21のエネルギー革新技術－」においても、「高効

率天然ガス火力発電」と「高効率石炭火力発電」が取り上げられており、ガスタービ
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ンの高効率化および石炭利用発電の一層の高効率化に向けた取り組みが必要とされて

いる。 

このような背景のもと、高効率ガスタービン技術および石炭ガス化複合発電（IGCC

）、先進超々臨界圧（A-USC）火力発電技術に関する本事業の目的は妥当性を有するも

のと判断する。また、本事業はわが国のエネルギー政策および地球環境問題への対応

にも関連しており、政策的位置付けも明確である。超高温耐熱材料の開発や、長時間

にわたる材料評価試験など、次世代電力供給分野における新技術開発はリスクが大き

く、国として取り組む必要のある施策である。さらに、「1700℃級ガスタービン実用

化技術開発」は、文部科学省と経済産業省との省庁間連携プロジェクトとして推進さ

れている。 

○地球温暖化やエネルギー資源の枯渇、それに加えて世界的なエネルギー関連機器の開

発競争の中、エネルギー関連技術の根幹部に国がある程度の投資する事は十分に意義

あることであり、今回の施策は妥当なものである。 

 

【問題点・改善すべき点】 

○「エネルギー問題や環境問題の解決」と「産業界の輸出競争力強化」のための革新技

術創出は、今後とも我が国の も重要な施策のひとつである。本施策に関連した「環

境負荷低減やエネルギー効率向上」を狙いとした革新技術開発は、開発・実用化の期

間が長いという問題がある。また、これらの革新技術開発は、これまでの欧米との激

烈な開発競争に加えて、今後は開発途上国の急激な追い上げに直面することになる。 

今後とも我が国がこの分野で世界トップの位置を維持していくには、開発・実用化期

間の抜本的短縮と革新技術開発の継続的推進が必須である。これにより我が国ひいて

は世界のエネルギー問題や環境問題の解決に貢献でき、併せて我が国のエネルギー環

境関連産業の維持・育成と世界的な競争力強化を構築していくことが可能になる。今

後検討すべき具体的強化施策としては以下の 3項目を提案する。 

（１）欧米に比べて極端に少ない開発補助費用の増大 

（２）これまでの開発研究から実証研究までの開発費の補助に加えて、今後は世界初

の実用化を進めて輸出競争力を強化するために初号機建設までの資金補助の延長 

（３）関連製品や技術波及製品への積極的な開発費の補助 

○本施策の目的や位置付けについては特に問題点や改善すべき点は見当たらないが、長

期間の実施期間と莫大な予算を計上して得られた 新技術や製品、情報などを、効果

的に実現・事業化していく具体的な施策が必要であると考える。 

○化石燃料の有効活用と再生可能エネルギーの導入拡大という課題が個々に述べられて

いるが、相互の関連性について今少し説明が必要ではないか。 

○国内だけでなく、世界的にもこのプロジェクトで培われた技術を商業的に展開するよ

うなマーケティングや資金的支援など、国としての体制作りの視点が弱い。 
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２．施策の構造及び目的実現見通しの妥当性 

以下の観点から、施策の目的・位置づけは妥当であると判断する。 

（1）施策の構造について 

 高効率火力発電技術や送配電技術は、本施策において重要な位置づけであり、それぞ

れについて必要な事業が過不足なく配置され、事業規模に見合った予算やスケジュール

が組まれている。 

（2）個別技術開発の成果について 

噴流床石炭ガス化発電プラント実証事業については、商用化に向けていくつか技術課

題が残ったものの、実証試験として、実証事業開始当初の目標は達成できたと判断でき

る。 

また、先進超々臨界圧火力発電実用化要素技術開発事業については、研究開発の時間

的スケジュールが長いことで今後の研究進展に期待せざるを得ぬが、本事業の個別成果

は、各々の目標に対して同等以上の成果が得られており、世界に通用する技術成果であ

ると評価できる。 

（3）技術開発支援のあり方について 

 それぞれの技術開発が次世代電力供給システムを実現するキーテクノロジーであり、

高効率火力発電技術や送配電技術に関する技術開発支援を行う意義は大きい。特に、先

進超々臨界圧火力発電実用化要素技術開発事業は欧州に 10年遅れてスタートしたが、

これまでの超々臨界圧火力発電の豊富な経験を生かして研究が進展し、欧米を凌駕した

高温高強度金属材料の開発がされつつあると判断できる。 

 

一方、以下の課題が見受けられる。 

（1）施策の構造について 

 事業の推進段階に応じて開発の前倒しも含めた見直し修正が必要であり、また、海外

に対する技術戦略は常に見直すべきである。このため、我が国の事業の成果と問題点な

らびに課題を定期的に整理・見直し、目的達成に必要な新たな施策や産学官連携を構築

していく仕組み作りが必要である。 

 

【肯定的意見】 

○我が国独自の空気吹き噴流床石炭ガス化発電プラントは、夏場の2000時間の定格負荷

長期連続運転試験や5000時間の長期耐久性運転試験に成功し、設計炭の瀝青炭では全

く問題無いことを確認した。また、亜瀝青炭では新たな技術課題が明確になり、今後

の商用機設計に活用できる貴重なデータが得られ、商用機の具体化が可能になった。 

○本施策の目的を達成するためのプロジェクトは、それぞれフェーズが異なるものの、

いずれのプロジェクトも当初計画の通りに進んでいると判断する。つまり、噴流床石

炭ガス化複合発電（IGCC）プラント開発は、商用化に向けていくつかの技術課題が残
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ったものの、実証試験として当初の目標は概ね達成できたと評価する。高効率ガスタ

ービン実用化技術開発はプロジェクトの中間段階であり、今後確認が必要であるが目

標達成の目途をつけつつあると判断する。先進超々臨界圧火力発電実用化要素技術開

発はまだ初期の段階であるが、目標に向かって着実に進んでいる。 

○IGCC開発実証については、目標水準を達成しており十分な成果が得られたものと判断

する。ただ、試験の進捗に伴って確認された新たな課題もあるため、将来のIGCC商用

化に向けて更なる技術の高度化を図っていくことが重要である。 

○いずれの事業も現時点において得られた成果は概ね妥当であると考える。その中でも

特に、11年間に及ぶ噴流床石炭ガス化発電プラントの実証試験は、当該技術が事業化

に向けて十分な信頼性や耐久性を有していることを実証したのみならず、実用化に向

けて様々な問題点を新たに指摘した。更に、関連する要素技術は様々な分野での技術

革新に多大な貢献をしている。 

○世界 高温度の1700℃級ガスタービンは、その実現に必須の先端要素技術の開発に成

功し、大容量機の更なる高効率化に目処が得られ、要素技術の成果は開発中の製品に

活用されて輸出競争力強化に貢献している。 

我が国独自の高湿分空気利用ガスタービンは、欧米に市場を独占された中小容量機の

競争力強化を狙ったもので、この容量での世界 高効率を達成するための解析技術や燃

焼器要素技術に確実な進展が見られる。 

○先進超々臨界圧火力発電は欧州に10年遅れて研究がスタートしたが、これまでの超々

臨界圧火力発電の豊富な経験を活かして研究が進展し、欧米を凌駕した高温高強度金

属材料が開発されつつある。蒸気温度700℃級の実現に必要な耐熱耐圧材料について、

設計に必要な材料データが着実に取得されつつある。 

○噴流床石炭ガス化発電プラント（IGCC）開発では、2千時間の連続運転および累積5千

時間の運転時間を達成するとともに、熱効率、環境性など目標を満足する成果が得ら

れている。また、1700℃級超高温ガスタービン技術開発では、「低NOx燃焼器」や「高

性能冷却システム」などプロジェクトを構成する5つの要素技術すべてについて、目標

としている数値の確認あるいは見通しが得られている。さらに、本成果の一部は既に1

600℃級ガスタービンの実用化に反映され、わが国のガスタービン技術を世界 高レベ

ルとすることにも貢献している。高湿分空気利用ガスタービン（A-HAT）技術開発では

「3MW級検証機」によるプラントのシステム特性把握を含め7つの要素技術すべてにつ

いて、目標を達成している。先進超々臨界圧火力発電要素技術開発は平成20年度から

平成28年度までの9カ年のプロジェクトであり、今回は事業開始後3年目の中間評価と

なっている。システム設計およびボイラ、タービン、高温弁など、プロジェクトを構

成する各要素技術開発は概ね順調に進展していると判断される。 

IGCCは、高効率なガスタービンを用いることにより、将来的には48%（送電端、高位

発熱量基準）という高い熱効率が期待されるとともに、CO2回収・分離を行うプラント
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としての優位性も有する。また、A-USC技術は微粉炭火力並みのプラント運用性に優れ

、石炭利用発電における石炭種の拡大といった観点からも重要な技術である。1700℃

級ガスタービンを用いる複合発電の電気出力は600MW（50Hz）を越え、大容量火力発電

プラントとしての位置付けになるが、A-HATは100MW級でも高い効率が得られるという

特徴を有する。運用性の観点からも、ともに必要な技術である。 

○上記の通り、各事業は各々の 終目標あるいは中間目標と同等以上の成果が得られて

いる。 

○その他の事業は途中段階であり、現段階での成果は設定された目標に達しており妥当

であると考える。今後は実用化を視野に入れた開発段階となるため、材料等の個別の

成果だけではなく、システム全体として総合的な成果を上げて頂きたい。 

 ○火力発電の高効率化、石炭のクリーン且つ高効率利用、発電した電気の高効率送配電

、および再生エネの高度利用と大規模電源とのマッチングなど、これら事業（プロジ

ェクト等）は「エネルギーの安定的供給確保と環境負荷低減および電力の安定供給」

の我が国のニーズに合致し、事業の目的を実現するのに必要なものばかりである。 

○石炭ガス化複合発電、高効率ガスタービン、先進超々臨界圧火力発電はいずれも事業

用火力発電の高効率化を実現するキーテクノロジーであり、本施策の目的を実現する

ために適切なプロジェクトである。 

○我が国の次世代電力供給分野の「必要とされる施策」、「実現上の課題」、「必要な

技術開発事業（プロジェクト等）」が整理・網羅されており、十分である。 

○今回の施策は「Cool Earth―エネルギー革新技術計画」に掲げられた技術の実現を目

指すものであり、「高効率石炭火力発電」として、低品位炭（亜瀝青炭と褐炭）の活

用にはIGCC開発実証が、瀝青炭の活用にはA-USC開発が該当している。また、「高効率

天然ガス発電」について、大容量発電機には1700℃GTの開発が、中小容量発電機にはA

HAT開発が該当しており、いずれも技術開発が必要であることから、事業に過不足はな

いと考える。 

○平成22、23年度から開始される次世代送配電系統 適制御技術や双方向通信出力制御

技術、太陽光発電出力予測技術などの実証事業と共に技術に関する施策の目的を実現

するために、必要な事業が配置されている。 

 ○費用対効果を考えると事業（プロジェクト等）ごとに多少のバラツキが散見されるが

、開発された先進要素技術の他製品分野への波及性なども考慮すると、特に問題は見

られない。 

○予算もプロジェクトの規模に合わせて適切に配分されており、スケジュールも技術 

開発の難しさを考慮すると妥当であると判断する。 

 ○欧米との激烈な開発競争に加えて、今後は開発途上国の急激な追い上げに直面するこ

とを考えると、スケジュールの加速は必須である。 ただし、スケジュールの加速は

予算的裏付けや人材配置および研究機材などが手当てされて初めて可能になる。 現
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在の状況では、現計画スケジュールが妥当なスケジュールと考える。 

 ○次世代の火力発電技術として本事業が推進しているプロジェクトは、必要とされる技

術を網羅している。また、プロジェクトの予算配分、スケジュールなどは妥当である

。 

 

【問題点・改善すべき点】 

○現在の「施策の構造及び目的実現見通し」は良く整理網羅されているが、事業（プロ

ジェクト等）の推進段階に応じて見直し修正されるべきである。また、欧米の先進国

との激烈な技術開発競争や開発途上国の技術追い上げに耐えて我が国が輸出競争力を

確保するためにも、戦略は常に見直されるべきである。欧米や開発途上国の技術開発

の動向、我が国の事業（プロジェクト等）の成果と問題点並びに課題を定期的に整理

・見直して、目的達成に必要な新たな施策を構築していく仕組みつくりが必要と考え

る。なお、変更管理を徹底して将来の事業（プロジェクト等）計画に資するために、

「いつ変えたか？」、「何を変えたか？」、「どのように変えたか？」、「何故変え

たか？」などは明記され、記録されるべきである。 

○技術に関する施策の目的を実現するための事業として、現在研究が進行しているLiイ

オン電池に代わる新しい概念に基づく電池あるいは電力貯蔵システムの先進的研究を

早々に開始する必要性を感じている。 
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３．総合評価 

 エネルギーセキュリティや気候変動問題、輸出競争力強化に対する面からも欠くこと

のできない国の施策であり、商用化の見通しも含めて継続的に実施すべき事業である。 

特に、エネルギー関連技術に関する国の施策として、火力発電の高効率化技術と送配電

系の 適制御技術等の関連設備や関連技術の研究は、実証試験を組み合わせた複合的事

業の発展と各事業間の有機的な連携によって一層大きな成果が期待できると判断でき

る。 

また、各事業で実施期間中に得られた成果や技術の一部は、当該分野のみならず、運

輸、機械等の各分野に 新技術として適用されている事例も多くあり、高効率化や洗練

化に大きな役割を果たしている。 

 さらに、産学官連携によりエネルギー関連技術の発展に向けた技術協力を積極的に推

進することにより、先進技術開発に関して、国民の理解を深める効果が期待できる。 

以上のことから、いずれの事業もその目的や政策的位置づけは明確であり、技術的意

義（新規性、先進性、独創性、革新性、先導性など）は極めて大きく、エネルギーの安定

的供給確保、環境負荷低減、電力の安定供給、及び輸出競争力強化などに貢献するところ

大であるため、国として取り組むべき施策であると言える。 

 

【肯定的意見】 

○いずれの事業もその目的は妥当であり、国のエネルギー政策および地球環境問題への対

応の観点からも政策的位置付けは明確であり、国として取り組むべき施策であるといえ

る。また、現時点において得られた成果は、いずれの事業においても妥当であると判断

され、施策の目的を実現するために不可欠な技術であると言える。プロジェクトの予算

配分およびスケジュールは概ね妥当であると判断する。 

○「施策の目的・政策的位置付けの妥当性」については、技術的意義（新規性、先進性、

独創性、革新性、先導性など）は極めて大きく、エネルギー安定的供給確保、環境負荷

低減、電力の安定供給、及び輸出競争力強化などに貢献するところ大であると判断する 

○本施策は、温室効果ガスの排出削減を進めることを目的に、現実的な対策である火力発

電の効率向上を取り上げ、明確な目標を定めて開発を進めており評価できる。この技術

は資源の節約にもつながり、さらには日本の技術力の優位性を確保し、世界の温室効果

ガス削減に寄与できるものであり、本施策は非常に重要な施策である。 

○「低炭素社会作り行動計画」における「2050年までにCO2の排出を現状から60～80％削減

する」という目標を達成するためには、「Cool Earth―エネルギー革新技術計画」に掲

げられた火力発電および送配電技術開発の推進が重要である。 

○「Cool Earth―エネルギー革新技術計画」には「高効率石炭火力発電」および「高効率

天然ガス発電」の技術開発が唱われているが、今回の評価対象である補助事業は使用目

的別に選定されており過不足はない。これらの火力発電技術の開発により、効率よくエ
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ネルギーセキュリティと発電電力量単位のCO2削減に寄与すると考える。 

○それぞれの事業で実施期間内に得られた成果や技術は、現時点では概ね良好であり、事

業化に向けての進展が期待されている。合わせて、関連して得られた基礎技術やノウハ

ウは、当該分野のみならず運輸、機械、自動車、航空機などの各分野に 新技術として

適用され、高効率化や洗練化に大きな役割を果たしている。 

○国内の有力メーカや大学等が連携してエネルギーに関する基礎技術の発展に向けて技術

協力する事業を積極的に推進することで、従来は当該分野に全く関心を寄せなかった一

般市民の理解を深めることができる。実際に、IGCCやIGFCなどの技術に関心を持つ若い

学生諸君が増加しており、当該分野の将来を担う若い技術者や研究者を育成する効果が

あることも身をもって体験している。 

○また、「施策の構造及び目的実現の見通しの妥当性」については、ロジックツリーで検

討がなされ、市場ニーズ、必要とされる施策、実現のための技術課題などのトップダウ

ンと、開発すべき革新的技術シーズを学問分野ごとに整理したボトムアップとの融合で

、研究開発の高い成功確率が期待できる。さらに、ロジックモデルでは、研究開発の出

口（アウトカム）が明確であり、そのために必要とされる事業（プロジェクト等）のア

ウトプットとそれを実現する手段について良く戦略が練られており、事業（プロジェク

ト等）成功の確度を上げていると判断する。 

○次世代電力供給システム分野に係る技術開発は、エネルギーの安定供給や環境に対する

負荷の面からも、欠くことのできない国の施策であり、継続的に実施すべき多くの事

業が含まれている。その中でも、特に噴流床石炭ガス化発電プラントや高湿分空気利用

ガスタービンの実用化技術などは、我が国が独自に、あるいは先駆的に取り組み発展さ

せ、世界をリードしている分野の一つである。 

○エネルギー関連技術に関する国の施策として、蒸気タービン技術やガスタービン技術に

代表される電力供給システムの更なる高性能化と、送配電系の 適制御技術、双方向通

信出力制御技術、太陽光発電出力予測技術などの事業は、関連設備や関連技術の実証試

験を組み合わせた複合的事業の発展と、各事業間の有機的な連携によって一層大きな成

果が期待できると考えている。 

○天然ガスについては、近年米国におけるシェールガス（非在来型天然ガス）の生産が急

増しており、その埋蔵量の多さと相まって、天然ガスを用いる高効率なガスタービンの

導入が今後とも増大することが期待されている。事業用ガスタービンはタービン入口温

度が1500℃級の時代を迎え、蒸気タービンと組み合わせる複合発電では53%（発電端、高

位発熱量基準）が得られている。さらにタービン入口温度を1700℃級とすることにより5

6%（同上）の熱効率が期待され、ガスタービンは21世紀の高効率発電のキーテクノロジ

ーと言っても過言ではない。そのような中で、事業用大型ガスタービンとしての1700℃

級ガスタービン開発と、10万kW級でも蒸気タービンを用いずに高い効率が得られるA-HAT

は、ともにわが国が世界を先導するガスタービン技術として重要である。 
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○一方、石炭火力はわが国年間発電電力量の25%をまかなう重要な電源であるとともに、石

炭は埋蔵量の多さや、世界に広く分布するなど、わが国のエネルギー安全保障の確保か

らも重要な資源である。しかしながら、わが国の発電セクターから排出されるエネルギ

ー起源CO2の50%以上は石炭火力に起因しており、石炭利用発電の高効率化は地球環境問

題への対応の上からも重要である。高効率な微粉炭火力（A-USC）とIGCCはともに不可欠

な石炭利用発電である。適合炭種の観点からは、微粉炭火力から排出される灰はフライ

アッシュの形態であるため、灰が伝熱面に付着しにくい高融点炭が適しており、一方、I

GCCでは灰をガラス状に溶融させて排出させるため、灰の融点が低い方が望ましい。また

、プラントの運用性の観点からは、IGCCはガス化炉、ガス精製装置、ガスタービン、排

熱回収ボイラ、蒸気タービンなどが高度にインテグレートされているため、部分負荷で

の熱効率低下、起動停止に時間がかかるなど、ベースロードとしての運転が適している

。また、熱効率の観点からは、 新鋭の高効率ガスタービンを採用することで大幅な熱

効率向上が期待できる。さらに、プラントからのCO2分離･回収という観点からは、IGCC

は微粉炭火力よりも有利である。 

○特にIGCCについて、補助事業は終了し将来の商用化を視野にいれた次の段階に進むこと

ができたことは、国を始め関係者の努力の賜であると考える。それ以外の事業について

も、今後は実用化を念頭にシステム全体として成果を上げて頂きたい。 

 

【問題点・改善すべき点】 

○「施策の目的・政策的位置付けの妥当性」に記載したように、今後とも我が国がこの分

野で世界トップの位置を維持していくには、開発・実用化期間の抜本的短縮と革新技術

開発の継続的推進が必須である。そのために推進すべき「具体的強化施策」として、以

下の3項目を提案する。 

（１）欧米に比べて極端に少ない開発補助費用の増大 

（２）これまでの開発研究から実証研究までの開発費の補助に加えて、今後は世界初

の実用化を進めて輸出競争力を強化するために、初号機建設までの資金補助の延

長 

（３）関連製品や技術波及製品への積極的な開発費の補助 

○また、「施策の構造及び目的実現見通しの妥当性」に記載したように、欧米の先進国

との激烈な技術開発競争や開発途上国の技術追い上げに耐えて、我が国が輸出競争力

を確保するためにも、戦略は常に見直されるべきである。「成果はフォローの回数に

比例する」と言われるが、欧米や開発途上国の技術開発の動向、我が国の事業（プロ

ジェクト等）の成果と問題点並びに課題を整理見直して、定期的に目的達成に必要な

新たな施策を付加していく「仕組みつくり」が必要と考える。 

○現時点での施策や各事業については特に顕著な問題点は認められないが、各事業が一

定の研究成果を挙げて終了した後、実用化あるいは事業化までの道筋をしっかり付け
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る過程を考慮すべきであろう。また、本事業や各要素試験、実証試験によって得られ

た知見の中で、各産業分野で有効に活用が期待されるノウハウや資料を既知の技術と

して公表する必要性とその手段について検討する必要性を感じる。 
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第５章 技術に関する事業評価 

 

Ａ．噴流床石炭ガス化発電プラント実証事業  

（総合評価） 

 

噴流床石炭ガス化発電(IGCC)プラント実証事業は、低灰融点炭（中国瀝青炭及び亜瀝

青炭）を有効活用する点で、我が国のエネルギーセキュリティの確保及び気候変動問題

の解決に貢献するものであり、事業の目的、政策的位置づけは妥当である。 

本事業は、世界で唯一の空気吹き IGCC である。11 年を超える実施期間と 5000 時間

にも及ぶ耐久確認試験を経て得られた知見や膨大な資料は極めて貴重であり、来るべき

商用化に向けての問題点並びにその解決手法が明確になったと共に、実現に向けての信

頼性や経済性が確認できた。また、時代のニーズに柔軟に対応することで当初の目標を

一部変更し、設計炭以外の炭種による実証試験を行ったところ、これらの石炭のガス化

運転に成功した。これは低品位炭の利用拡大であり、我が国のエネルギーセキュリティ

の更なる確保の点で意義が大きい。 

さらに、実証試験による送電端効率は 40.6%（HHV）であり、中国及びインドは年間

発電電力量の 7～8割を石炭火力発電に依存し、かつ世界の石炭火力発電所の熱効率平

均が 30％程度であることからも我が国が開発した IGCC は波及効果が大いに期待でき

る。 

開発に係る体制等についても、平成 11年の事前検証試験を踏まえた基本設計、詳細

設計、設備等設計、運転試験までの研究開発計画に始まり、総事業費のコストダウンや

開発体制等、我が国の電力事業者の総力を挙げた取り組み、運営は適切かつ妥当である。 

 

一方、商用機への新たな課題が出てきたことから、これらの技術的解決には相当時間

を要するため、継続的な試験及び評価が必要であることともに、事業者のみでは限界が

あるため国の事業として補助することも検討することが必要である。 

また、商用化に向けての具体的なシナリオを提示するとともに、IGCC 建設について

は、国として国内はもちろん、海外立地を含めた実用化支援への取り組みが必要である

と考える。 

 

【肯定的意見】 

○「１．事業の目的・政策的位置付けの妥当性」については、本事業は非常に重要と判

断できる。理由は、益々厳しくなるエネルギーの安定的供給確保のニーズから石炭の

高度利用技術が、また炭酸ガス排出量低減などの環境負荷低減のニーズから高効率発

電技術が求められている。本事業はこれらニーズに合致したもので、世界 高効率が
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期待できる我が国独自の空気吹き噴流床石炭ガス化炉の実証を主目的としたものであ

る。また、本事業は、これまで世界に実績が無く且つ我が国独自の要素技術が数多く

盛り込まれており、革新的巨大技術として我が国のみならず海外でもエネルギーの安

定的供給確保や環境負荷低減に貢献でき、実証後の国内外への貢献は多大なものと期

待できる。 

○事業の目的について、国が掲げる化石エネルギー利用の高度化を実現するにあたり、

当事業は既存の石炭発電技術に比べ飛躍的な熱効率向上が期待できることから国の事

業として妥当である。 

○研究開発成果の商業性や投資回収可能性に係るリスクが大きく民間だけでは実施困難

であることから、国の関与は妥当である。 

○当事業は効率向上によるCO2の大幅削減を可能とする技術の開発であり、政策的位置付

けは明確である。 

○石炭ガス化複合発電（IGCC）は、既に天然ガス用として実用化されている1500℃級ガ

スタービンを用いることにより、熱効率として46～48%（送電端、HHV基準）が期待さ

れる。しかしながら、IGCCは石炭ガス化炉、ガス精製装置、ガスタービン、熱回収ボ

イラ、蒸気タービンなどが高度にインテグレートされた技術であり、その開発は極め

て難度が高く、リスキーであることから国の事業としての実施は妥当である。また、

事業に必要とされる費用も約1千億円と高額なため、国の関与が必要とされる事業であ

る。石炭火力はわが国年間発電電力量の25%をまかなう重要な電源であるとともに、石

炭は埋蔵量の多さや、世界に広く分布するなど、わが国のエネルギー安全保障の確保

からも重要な資源である。しかしながら、わが国の発電セクターから排出されるエネ

ルギー起源CO2の50%以上は石炭火力に起因しており、石炭利用発電の高効率化は地球

環境問題への対応の上からも重要である。そのような観点からも、石炭火力発電の高

効率化に寄与する本事業の目的は妥当であり、エネルギー安全保障の確保とエネルギ

ー起源CO2削減に貢献する本事業の政策的位置付けは明確であると判断される。 

○「２．研究開発等の目標の妥当性」については、非常に良いと判断できる。理由は、

世界中でもっとも厳しいと言われる我が国の事業用発電プラントに求められる要件を

もとに、商用機として必要な具体的且つ明確な目標を設定している。実証機ではこの

商用機の目標を達成するために必要な実証機の目標や目標水準を、実証機特有の事情

を勘案した上で周到に設定しており、実証機の成果が直ちに商用機へ反映できるから

である。 

○研究開発目標は定量的な根拠に基づき設定されており、また、それに対する成果も定

量的・客観的に評価されている。 

○「信頼性」、「環境性」、「炭種適合性」、「経済性」などのプロジェクトの目標は

適切でありかつ妥当である。「熱効率」については、40.5%（送電端、HHV基準）と現

在の 新鋭の微粉炭火力並みと新技術開発の目標値としてはいささか低いと考えられ
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るが、石炭処理量が200トン/日のパイロットプラント開発からのスケールアップを10

倍以下とする基本方針から、1200℃級ガスタービンを採用せざるを得ない状況を考慮

すると、「熱効率」の目標値は妥当であると判断される。 

○「３．成果、目標の達成度の妥当性」については、非常に良いと判断できる。理由は

、微粉炭火力発電に適合しにくい灰融点の低い瀝青炭を想定した設計を行い、その計

画炭を用いた運転で、安定運転が出来ることを実証したからである。また、夏季ピー

ク対応の高負荷での2000時間相当の長期運転試験や5000時間の耐久性確認試験で運転

信頼性を確認し、熱効率や環境性についても目標値以上の良好な成果を得ることが出

来た。また、炭種適合性試験では、計画炭以外の亜瀝青炭についても専焼が可能であ

ることを確認し、亜瀝青炭の安定運転にはガス化炉後流熱交換器の伝熱管閉塞対策が

必要であることを明らかにしたことで、今後の商用機の設計に多いに活用できる。 

○本実証プラントでは、2千時間の連続運転および累積5千時間の運転時間を達成すると

ともに、熱効率、環境性などの目標を満足する成果が得られており、成果および目標

の達成度は妥当である。 

○経済性の確認や炭種適合性に商用化に向けた技術課題が残ったものの、噴流床石炭ガ

ス化発電の実証試験として当初の目標は概ね達成できたと評価する。特に、日本の事

業用発電プラントとして求められる要件を基に目標を定めて実施されたことは、商用

化に向けて正しい取組であった。 

○空気吹きという日本独自のガス化技術に取り組み、実用化に向けた技術を確立したこ

とは日本の技術競争力を高めるものであり、評価できる。 

○商用化に向けた課題も明確にされており、正しい分析ができている。 

○「４．事業化、波及効果についての妥当性」については、非常に良いと判断できる。

理由は、瀝青炭を計画炭とした商用機の設計・建設・運転・保守に関するノウハウや

商用機設計に必要な機器の運転・保守データが取得できたことで、事業化の見通しが

得られたことによる。また、多炭種対応としての炭種適合性に関して、亜瀝青炭は瀝

青炭と異なりガス化炉後流熱交換器の伝熱管閉塞対策の設計的配慮が必要であること

を明らかにした。なお、経済性に関連した修繕費の見積もり精度向上や、ガス化炉後

流熱交換器の伝熱管の閉塞対策の中長期的な耐久性の検証については、商用化に向け

た技術確立が今後も必要との事で、独自に実証試験が延長して計画されており、事業

化の確度は更に高まるものと判断する。波及効果については、エネルギーの安定的供

給確保や環境負荷低減の要請がプロジェクト開始当時よりもさらに増大しており、本

事業の必要性と応用対象の範囲は一段と拡大している。また、BRICSを始めとした開発

途上国の石炭の需要・消費は今後益々増大するものと予想され、本技術の波及効果は

想定以上になるものと予想される。 

○事業化について、その見込み量が公的な部会にて答申された内容に基づいて定量的に

算出されている。また経済効果は前提条件（将来の見込み）により変わるものの、当
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報告書の前提条件は常識的な範疇であることから、想定される効果は妥当であると考

える。 

○波及効果について、IGCCに用いられる石炭ガス化技術は、燃料電池技術と組み合わせ

ることで石炭ガス化燃料電池複合発電技術への応用に、燃料転換技術と組み合わせる

ことで電力と化学原料とのコプロダクションや水素製造等に応用することができ、波

及効果は大きい。 

○中国およびインドでは年間発電電力量の7～8割を石炭火力が担っており、しかもその

効率は平均で30%（同上）程度であることからもわが国が開発したIGCCはアジア各国で

の普及がことに期待される。 

○「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」については、非

常に良いと判断できる。理由は、本技術のユーザからなる専門に運営する会社（クリ

ーンコールパワー研究所）を設立して、機動性の確保や責任体制の明確化などが十分

に配慮された実施体制で進められたことによる。また、研究開発計画は検証試験と実

証試験の二つに分けて着実に進められ、設計・建設・運転・保守に関する革新的要素

技術や各種のノウハウが豊富に蓄積できたことで、極めて適切であったと言える。資

金配分は、我が国のエネルギー問題や環境問題への貢献のみならず海外においても貢

献できる巨大技術の実証として国の補助は適切であり、本実証試験が開発の 終段階

で成功確率も高まることから3割の補助は妥当と判断する。さらに、化石燃料の需給逼

迫と価格の高騰が益々進んでおり、エネルギー安全保障のニーズは更に高まるものと

見込まれ、この面で費用対効果は初期計画よりも大幅に増大するものと判断する。変

化への対応については、長期耐久性試験で炭種適合性確認のための亜瀝青炭でのガス

化炉後流熱交換器の伝熱管閉塞のトラブルが発生し、それを見極めるために3ヶ月間延

長して運転を行うなど、臨機応変な対応がなされたものと判断する。また、更なる信

頼性向上のために、商用化に向けた技術確立を狙いに独自の実証試験を2年間延長して

計画するなど、変化への対応は十分と判断する。 

○研究期間が結果として３ヶ月延長となったが、試験内容については計画通り終了して

おり、研究計画は妥当であったと判断できる。 

○実施体制・運営について、研究主体として(株)クリーンコールパワー研究所を設置し

、日常の運営を同研究所に委託する等、効率的、効果的な体制を構築・運営を行って

いる。 

○当初総事業費980億円に対し仕上がりが896億円に抑制されているが、これは事業費総

額に大きな割合を占める実証機の建設費についてコストダウンに努めた結果であるた

め、資金の過不足はなく、配分は妥当であったと判断できる。 

○当初は中国炭を設計炭として適用していたが、中国の急激な経済成長による輸入原材

料の高騰等の状況変化に対応するため、追加で北米炭やインドネシア炭についても炭

種適合性を確認する等、変化に柔軟に対応している。 



171 
 

○平成11年度からの3年間の事前検証試験を踏まえ、平成13年度より開始された基本設計

・詳細設計、設備等の建設、運転試験までの研究開発計画は適切かつ妥当である。ま

た、事業実施の体制として（株）クリーンコールパワー研究所を設立し、電力9社、電

源開発および電力中央研究所を含めたわが国電気事業者の総力を挙げた取り組み、運

営は適切かつ妥当である。 

○以上を纏めると「６．総合評価」は、実施された事業は極めて優れていたとの結論に

なる。 

○今後のエネルギー資源として も主要な石炭を活用するためにはガスタービンとの組

み合わせが も可能性があり、国を挙げて取り組むべき重要な事業である。成果は十

分に評価できるものである。 

○11年を超える実施期間と5000時間にも及ぶ耐久確認試験を経て得られたIGCCに関する

知見や膨大な資料は極めて貴重であり、来るべき実用化に向けての問題点が明確にな

ったと共に、実現に向けての信頼性や経済性が確認できた。合計11回にも及ぶ試験を

通して、出力25万kWの達成を確認すると共に、炭種適合性試験においても灰融点の低

い低質な石炭を使用した安定運転が可能であることを確認するなど成果は顕著である

。公表された主なトラブル事例からも深刻な問題点は認められない。 

○当初定められた実証試験の 終的な目標は概ね達成されたと思われる。これによって

期待される経済的効果、CO2の削減による環境対策効果、安価な石炭を有効活用するこ

とによる燃費調達費の削減効果は著しい。実証試験による送電端効率は40.6%(HHV)に

も及び、国内はもとより広く海外に向けても競争力を有し普及が期待できる技術であ

る。 

 

 

【問題点・改善すべき点】 

○本事業は我が国のみならず世界中に貢献できる画期的な巨大技術の一つであり、種々

の想定外トラブルを経験しつつも、常に商用プラントとしての事業化を考えた効果的

な運営がなされてきた。しかし、商用機への新たに見出された課題等が出てきたため

、「将来の商用化へ向けた技術確立」として独自に実証試験の2年延長が計画されてい

るとの事であるが、国の事業として補助することも検討が為されるべきではないかと

考える。 

○本プロジェクトの成果を受けて、今後ガス化炉後流熱交換器の伝熱管詰まりの原因を

速やかに究明し、長期安定運転と広い炭種の利用ができるようにしていただきたい。 

○実用化に向けて現時点で技術的に大きな問題点は認められないが、炭種適合性、メン

テナンスコストを含めた経済性などに今後解決すべき課題が残されている。特に、炭

種によって個別に発生しているガス化炉後流熱交換器やバーナ部分のトラブル対策は

未だ不十分であり、これらの技術的問題の解決には、まだ相当の時間が必要であり、
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継続的な試験と評価を要する。 

○ 終的な目標であるIGCC商用機の年利用率70%以上の環境下で、送電端効率HHVベース

で46%（1500℃級GTの場合）を実現するためのノウハウや基礎資料は蓄積されたように

思われるので、実用化に向けて明らかになった諸問題への対応と、更なる技術革新を

期待したい。 

○また、本空気吹き噴流床石炭ガス化発電技術は、ほぼ所期のスケジュールで研究開発

が進捗しており、現在民間ベースで商用化へ向けたワンランク上の実証試験が継続さ

れている状況である。これにより、商用機については十分な信頼性が得られる見通し

であるので、国として国内はもちろん、海外立地を含む実用化支援への取り組みが必

要であると考える。 

○事業化に向けての具体的な施策が必要であり、事業終了以降のシナリオの明示が望ま

れる。 
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Ｂ．高効率ガスタービン実用化技術開発  

B1.1700℃級ガスタービン実用化技術開発 

B2.高湿分空気利用ガスタービン実用化技術開発 

（総合評価） 

高効率ガスタービン実用化技術開発は、国が掲げる総合的なエネルギー効率向上を目

指すに当たり、発電効率の大幅な向上が見込まれる技術である。また、天然ガスを用い

た高効率ガスタービンの導入は世界的に増大することが期待されることで、燃料多様化

に伴うエネルギーセキュリティの確保の点から事業の目的及び政策的位置づけは妥当

である。 

 また、本事業は、大容量機と中小容量機の 2つの観点から事業を進めているが、とも

に世界初の技術であり、中間目標の達成度は定量的かつ客観的に見て妥当である。 

さらに、大容量機が対象である 1700℃級ガスタービン実用化技術開発においては、

これまでの成果の一部を用いた 1600℃級ガスタービンの実用化に反映されており、数

年後の商用化も決まっていること、また、中小容量機が対象である高湿分空気利用ガス

タービン実用化技術開発では、同規模のコンバインドサイクルと比較して安価で高効率

なシステムとなることが期待されることから、今後の波及効果は大いに期待できる。 

 開発に係る体制についても両事業とも多岐にわたる新規技術の開発が必要であり、そ

れぞれの分野でトップランナである各大学や各メーカ、他省庁による産学官連携で開発

を行っているとともに、世界の動向や技術のトレンドを分析して的確な対応が為されて

おり、国際的に優れた研究開発計画であるため、本事業は積極的に推進すべき事業であ

る。 

 

一方、一部の項目については定性的な説明が為されているため、目標の妥当性につい

て定量的な説明をするとともに、技術の普及を進めるため、より一層の産学官連携が望

まれる。 

また、1700℃級ガスタービン実用化技術開発における各要素技術や各要素の問題点検

討状況、並びに高湿分空気利用ガスタービン実用化技術開発における高湿分のために発

生が予想される問題等に対する検討状況等については、一部不明な部分があるため、運転

試験の特性評価を密に行うこととともに、更なる新技術の開発が必要不可欠であると考

える。 

 

【肯定的意見】 

○「１．事業の目的・政策的位置付けの妥当性」については、非常に重要であると判断

する。理由は、エネルギーの安定的供給確立と炭酸ガス排出等の環境負荷低減は世界

的な課題であり、その解決の手段が火力発電の高効率化である。世界に先駆けて1700

℃級ガスタービンを実現するための革新的要素技術を開発して発電効率56%以上が実
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現すれば、エネルギー環境問題の解決の一助となり、且つ我が国のガスタービンの輸

出競争力強化に多いに貢献できると判断する。この1700℃級ガスタービンに必要な革

新的要素技術は、開発リスクが高く且つ実用化までに長期の期間を要すことと、欧米

との熾烈な競争に勝ち残ることが緊要で、国の事業として進めるとともに国の関与が

緊要であると判断する。 

○事業の目的について、両事業とも、国が掲げる総合的なエネルギー効率向上を目指す

にあたり、発電効率の大幅な向上（開発目標：送電端、HHV基準で、B1事業が発電効率

56%、B2事業が51%以上）が見込まれることから国の事業として妥当である。 

○両事業とも、研究開発成果の商業性や投資回収可能性に係るリスクが大きいことから

国の関与が必要と考える。 

○両事業とも効率向上によりCO2の大幅削減を可能とする技術であることから、政策的位

置けは明確である。 

○天然ガスについては、近年米国におけるシェールガス（非在来型天然ガス）の生産が

急増しており、その埋蔵量の多さと相まって、天然ガスを用いる高効率なガスタービ

ンの導入が今後とも増大することが期待されている。事業用ガスタービンはタービン

入口温度が1500℃級の時代を迎え、蒸気タービンと組み合わせる複合発電では53%（発

電端、HHV基準）が得られている。さらにタービン入口温度を1700℃級とすることによ

り56%（同上）の熱効率が期待され、ガスタービンは21世紀の高効率発電のキーテクノ

ロジーと言っても過言ではない。ガスタービンは液体燃料や気体燃料を直接使用する

ことができるが、石炭や固体バイオマス、超重質油などを直接用いることはできない

。しかしながら、石炭や固体バイオマスなどを液化やガス化することにより、これら

の燃料もガスタービンで使用することが可能となる。また、水素は水素燃焼タービン

により、大規模発電システムで利用することも可能である。このような観点からみれ

ば、ガスタービンは燃料多様化にも適用可能な熱機関であると言える。このようにガ

スタービン技術は高効率化、燃料多様化という両面からも極めて有用な技術であり、

技術戦略的にもわが国のプライオリティを確保することが重要である。 

○「２．研究開発等の目標の妥当性」については非常に良いと判断する。理由は、社会

のニーズや海外を含めた製品動向の分析と製品コンセプトの創出、製品コンセプトを

実現するための技術課題の抽出、及びこの技術課題解決のための先進的で実現可能な

数値目標の設定という手順で、 終目標や中間評価時点の目標が技術的根拠に基づい

て定量的に設定されていることによる。  

○研究開発目標について、B2事業は定量的な根拠に基づき目標を設定しており妥当。 

○「３．成果、目標の達成度の妥当性」については、非常に良いと判断する。理由は、

中間評価時点の革新的要素技術開発の数値目標に対して、いずれも目標値と同等以上

の成果が得られているからである。単なる性能に関する数値目標の達成のみならず、

打ち手が実用化時の高い信頼性を確保したものとなっており、妥当であると判断する
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。 

○成果について、B1は実機相当の条件を作成しその条件下での試験結果にて判断を行っ

ている。また、B2は3MW級検証機を作成し当該検証機を用いて性能評価を行っており、

両事業とも目標に対して定量的・客観的に評価されている。 

○「４．事業化、波及効果についての妥当性」については非常に良いと判断する。理由

は、本事業で開発した革新的要素技術が1700℃級には劣るものの世界初の1600℃級ガ

スタービンの開発に適用され、数年後には商用プラントの運用が開始される予定であ

る。また、このガスタービンの熱効率向上は、噴流床石炭ガス化発電プラントへも適

用できて、同プラントの経済性の一層の向上に寄与できる。  

○事業化について、 B1事業は1700℃級GTの開発を継続するとともに、1600℃級GTの製作

や既存機種への適用を行う等、今回得られた成果を幅広く活用している。B2事業は次

段階として長期信頼性を確認する等のため商用規模の1/3規模の総合試験装置を開発

するとともに、GT冷却翼への対流冷却における伝熱促進技術を適用する等、今後、事

業化に向けた見通しの得られることが期待できる。 

○波及効果について、B1事業はIGCC用GTの高効率化等に、B2事業はIGHATや水素燃焼GT技

術に応用できる可能性がある。 

○「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」については、非

常に良いと判断できる。理由は、長期間を要す革新的耐熱材料の開発は文部科学省の

指導の下に物質材料研究機構（含む大学）と事業者が産官学連携を、また短期間の熱

力学や熱流体工学に関連した革新的技術開発は経済産業省の指導の下に事業者が産学

連携を行うことで、国際的に優れた研究開発計画となっているからである。また、実

施体制も申し分ない。資金配分は、未知未踏の技術領域に挑戦することと事業化まで

の期間が長いことで、三分の二の補助は極めて妥当である。変化への対応についても

、世界の動向、海外他社の動向、及び技術のトレンドなどを分析して的確な対応がな

されており申し分ない。 

○両事業とも期間経過に見合った計画進捗を得ており、今後は実機の設計、実証試験お

よび総合試験評価に移行する予定であることから、研究開発計画は妥当であると考え

る。 

○実施体制・運営について、両事業とも多岐にわたる新規技術の開発が必要であり、そ

れぞれの分野でトップランナである各大学や各メーカとの共研等を行う等、必要十分

な体制を構築し運営している。 

○資金の配分について、B1は平成23年の高圧燃焼試験、高温高圧翼列試験に向け予定通

り推進中である。 また、B2は特性解析等の研究各段階で適切に資金を配分し事業の円

滑な推進に努めており、両事業とも資金の配分は妥当であったと考える。 

○B1は効率が56%と高く老朽火力からのリプレースを考慮すると発電全体として効率向

上が見込まれること、また、B2は既設中容量機と比較して効率が7～12％と高いため既



176 
 

設中小容量機のリプレースを考慮すると、両事業とも長期的には費用対効果が高いと

考える。 

○B1は国内リプレース需要に対応するため、当事業にて開発した技術を活用して1600℃

級GTを商用化している。また、B2は燃料多様化のニーズに対し石油焚きにも対応でき

るよう開発の提言をしており、両事業とも変化への対応は妥当であると考える。 

○1700℃級超高温ガスタービン技術開発は、経産省エネ庁と文科省・物材機構との省庁

間連携プロジェクトとして、三菱重工業を中心として阪大、九大、東大、北大など大

学も含めた産学連携が図られている。A-HAT技術開発では、日立製作所を中心として、

主に材料開発を住友精密工業が、システム特性解析を電中研が行うなどバランスの取

れた実施体制となっている。 

○以上を纏めると、「６．総合評価」は、本事業は優れており、より積極的に推進すべ

きであるとの結論になる。 

 

＜1700℃級ガスタービンの実用化技術開発＞ 

○中間評価時点の目標は、それぞれ要素試験で確認し、達成されたと判断する。 

○1700℃ガスタービン向けに開発している技術を、受託企業所有の1600℃ガスタービン

試験設備で 検証しながら進めており、堅実な手法であると評価する。 

○1700℃級ガスタービンで想定通りの57%という高効率が実現されると温室効果ガスの

大幅な削減 や資源の有効活用に大きな効果がある。 

○発電用プラントとしては 高レベルの技術を獲得すべく取り組まれたものであり、国

としてコンスタントに投資すべき事業である。得られた成果もほぼ妥当なものである

。 

○タービン入口の高温度化は性能・効率に直結する重要課題であり、1500℃の実績を基

に1700℃級の実用化を指向する本事業の有用性は高く評価できる。1500℃で蓄積した

技術を適用してまず1600℃級を対象として、タービンを中心とした要素の技術開発を

行い、1700℃システムの成立性をシミュレーションによって確認することを指向して

いるが、長期間にわたる開発時間を必要とする技術であるが故に、実用化に向けて早

々に研究・開発をスタートさせる必要性は高い。各要素技術では、特にタービン翼の

高性能冷却システム、遮熱コーティング、エンドウォールの先進的三次元コンタリン

グ設計などに特筆すべき技術が多い。将来的にはIGCCの主機としての適用可能性も鑑

み、環境問題にも配慮した高効率CC発電システムの開発と実用化に向けた検討は重要

であり、本事業の将来性には大きな期待をしている。各要素の技術的問題の他に、シ

ステム全体の問題点を1500、1600℃級で整理・検討し、1700℃級への応用することを

期待したい。 

○1700℃級超高温ガスタービン技術開発では、「低NOx燃焼器」や「高性能冷却システム

」などプロジェクトを構成する5つの要素技術すべてについて、目標としている数値の



177 
 

確認あるいは見通しが得られている。さらに、本成果の一部は既に1600℃級ガスター

ビンの実用化に反映され、わが国のガスタービン技術を世界 高レベルとすることに

も貢献している。高湿分空気利用ガスタービン（A-HAT）技術開発では「3MW級検証機

」によるプラントのシステム特性把握を含め7つの要素技術すべてについて、目標を達

成している。 

 

＜高湿分空気利用ガスタービン実用化技術＞ 

○中容量ガスタービンに必要な各要素の技術開発は、概ね計画通り進んでいると判断す

る。 

○3MW検証機を用いて出力特性や起動特性などを調査しており、事業化するために必要な

検証が進められていると評価する。 

○中容量ガスタービンで51%の高効率が実現し、設備も簡素になれば幅広い活用が期待さ

れる。 

○高効率化が難しい中小型GTの実用化技術として、AHATの有効性と環境適合性は優れて

おり、実用化を目指した技術開発が緊急の課題である。短い実施期間で多くの有益な

知見と基礎データが得られており、各構成要素の基本特性から全体のシステム構成に

至るまで細かい検討が加えられていることは評価に値する。当初の予定通り、順調に

計画が進行しており、国内外の学会や国際会議からの評価も高く、国産の技術として

の期待は大きい。実用化に向けて総合試験機の設計が終了した直後であり、時間をか

けて実規模での試験データを集積して頂きたい。また、高湿分圧縮機の解析やや翼の

冷却方法の提案・検証を通して、他の技術分野での有効活用が期待できる新技術が続

々と創生されている。 

○日本オリジナルの技術であり、C/Cと比較しても安価で高効率なシステムとなることが

期待できるものである。得られた成果の一部は予想を超えるものであり、事業として

高く評価できる。 

○50Hz用1500℃級ガスタービンを用いるコンバインドサイクル発電の設備容量は約500M

Wに達しており、設備運用の観点から100MW級の高効率な小中容量機の開発が望まれて

いる。そのような中で、事業用大型ガスタービンとしての1700℃級ガスタービン開発

と、100MW級でも蒸気タービンを用いずに高い効率が得られる高湿分空気利用ガスター

ビン（A-HAT）は、ともにわが国が世界を先導するガスタービン技術として重要である

。 
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【問題点・改善すべき点】 

○両事業とも目標の熱効率が定性的なトレンドに基づき設定されている。目標の妥当性

についての説明が必要ではないか。 

 

＜1700℃級ガスタービンの実用化技術開発＞ 

○現在までに得られている主として各要素技術に関する成果と1700℃級GTの実用運転実

現までの間にはまだ相当の乖離があり、これらを結びつけて評価することは現時点で

は困難である。現状では1600℃級の開発と並行する形で事業が進んでいるが、1700℃

級への更なる拡張には多くの技術的課題を伴うことが予想され、長い時間スケールで

考える継続的な要素技術開発とシステム設計が要求される。また、要素技術ではター

ビンに関して革新的な進歩が数多く見受けられるが、圧縮機や燃焼器については1700

℃級に適用するに際し、更なる新技術の開発が必要不可欠であろう。例えば、圧縮機

開発ではCFDを用いた三次元翼形状やスイープなどの高負荷翼列の採用が検討されて

いるが、これらの技術は現状の圧縮機設計ではあまり新規性が認められず、1700℃級

開発にあたり新技術の積極的な導入が必要であると考える。これにより、例えば圧縮

機の達成性能目標を現状よりプラス側に修正できる可能性を含んでいるのではないか

と考える。1600℃級の技術を如何に1700℃級に応用していくかについて、具体的な対

策例や各要素の問題点が明確にされておらず、評価は難しい。ただし、実用化に向け

ての環境は整備されている状況にあるので、引き続き、時間をかけた事業の継続を必

要とする。 

○技術力の裾野を広げるためにも、国内の大学のポテンシャルをより一層活用するスキ

ームが望まれる。 

 

＜高湿分空気利用ガスタービン実用化技術＞ 

○実用化技術総合試験は実機構成を一部簡素化したものではあるが、 終目標を達成す

るために実用化技術総合試験の条件で確認しておくべきこと、たとえば効率、NOxなど

の数値目標を明確にして進めていただきたい。 

○事業化・波及効果について、高い経済性や運用性など定性的なメリットが掲げられて

いるが、中小容量機が電力系統にどのように導入されるかを想定し、定量的に評価を

する必要があるのではないか。 

○4 年計画の本事業はほぼ計画通りに進行し、期待通りの成果が得られている感がある。

しかし、高湿分のために発生が予想される問題に対する検討状況が不明であり、実用

化に向けて定常運転性能に加えて、非定常現象の検証と対策に今後かなりの時間を必

要とするのではないか。例えば、高湿分圧縮機に注入する液滴の微粒化技術（噴霧特

性やノズル形状など）の検討に加えて、速度勾配や二次流れの影響によって液滴が一

様に分布せず、蒸発の不均一や再凝縮によって発生する非定常流体力の効果、液滴噴
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霧による非定常現象（例えば、サージングなど）発生危険度の増大、翼表面の壊食効

果など、圧縮機についてのみ考えても問題点は山積されているように感じる。実用化

に向けた総合試験が開始されたばかりであり、その成果に期待しつつ、非定常特性評

価を並行して実施して頂きたい。 

○新しい技術の導入にはコストの評価とともに長期使用への耐久性の実施が必要であり、

事業の継続性が望まれる。 
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C．先進超々臨界圧火力発電実用化要素技術開発  

（総合評価） 

 

先進超々臨界圧火力発電（A-USC）実用化要素技術開発は、国が掲げる総合的なエネ

ルギー効率向上を目指すに当たり、発電効率の大幅な向上が見込まれる技術であり、ま

た、「Cool Earth－エネルギー革新技術開発」等の目標との整合性もあることから事業

の目的、政策的位置づけは妥当である。 

また、本事業は中間目標に対して同等以上の成果を上げている一方、開発材料の長期

高温試験の期間が相当短いものの、その範囲では妥当な結果が得られている。 

さらに、本事業は発電を行う際、石炭の専焼だけでなくバイオマス燃料との混焼も可

能な技術であること、熱効率 46％がもたらす CO2 削減効果や老朽化石炭火力発電所か

らのリプレースが容易であること等を考慮すると、エネルギーセキュリティや気候変動

問題の解決に向けた効果とともに、中国及びインドの年間発電電力量の 7～8割が石炭

火力発電に依存し、かつ世界の石炭火力発電所の熱効率平均が 30％程度であることか

らも我が国が開発した A-USCは波及効果が大いに期待できる。 

開発に係る体制についても研究開発を統括するため事業社内で各種委員会を設置し、

抜けのない研究開発を行っているほか、電力ユーザや大学等の意見も取り入れる体制作

りや世界の動向及び技術のトレンドを分析して的確な対応が為されているため、本事業

は推進すべき事業である。 

 

一方、開発材料の長期耐久試験は期間不足のため、正確に検証することができないと

ともに外挿による検証は不確かなため、今後の研究進展に期待する。また、本事業の課

題、検討事項は明確であるが、解決に向けた方策、開発に関する投入資金と成果との関

連性、材料開発以外の分野に関する具体的な研究方針を明らかにすべきである。 

 

【肯定的意見】 

○「１．事業の目的・政策的位置付けの妥当性」については、非常に重要であると判

断する。理由は、革新的な高温高強度材料の開発は石炭焚き火力発電所のボイラや

蒸気タービンのみならずガスタービンや原子力など他製品分野へも多いに活用でき

るものであり、 高の材料を開発した国が 高の製品を作れるからである。本事業

の先進超々臨界圧火力発電はその鍵となるのが革新的材料要素技術の開発であり、

開発リスクが高く且つ実用化までに長期の期間を要すことと、欧米との熾烈な競争

に勝ち残ることが肝要で、国の事業として進めるとともに国の積極的関与が緊要で

あると判断する。 

○国が掲げる総合的なエネルギー効率向上を目指すにあたり、発電効率の大幅な向上（

開発目標：送電端、HHV基準で、発電効率46%）が見込まれることから国の事業として
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妥当である。 

○開発リードタイムが長く巨額の資金が必要である等、技術開発にかかる負荷が大きい

ことから国の関与が必要と考える。 

○効率向上によりCO2の大幅削減を可能とする技術であることから、政策的位置けは明確

である。 

○平成20年3月に経済産業省から発表された「Cool Earth 50―重点的に取り組むべき21

のエネルギー革新技術－」の高効率石炭火力発電「技術ロードマップ」に、「A-USCに

ついては新規の高温耐熱材料や耐熱鋼の革新的溶接技術の開発を進め、2015年頃に700

℃級で発電効率46%、2020年頃に48%の実用化を目指し、技術開発を進める」と記述さ

れているように、事業目的は妥当で、政策的位置付けは明確である。また、700℃級A-

USCでは、大径管や伝熱管用のNi基ベースの超高温材料開発や蒸気タービンのロータ、

ケーシング等の大型溶接技術などの開発など、極めて難度の高い挑戦的な技術開発が

必要であることから国の事業として妥当である。 

○超々臨界圧発電システムは今後、発電システムの主力となっていくものであり、それ

を実現するための 大の課題である材料開発に国として技術的に取り組みが必要であ

る。 

○「２．研究開発等の目標の妥当性」については良いと判断する。理由は、本事業を要

素技術開発と位置づけて、特に材料技術開発ではクリープ破断時間、材料温度、クリ

ープ強度などの数値目標が 終目標や中間評価時点の目標の各々について定量的に設

定されていることによる。  

○研究開発目標について、ボイラ材料等の個々の要素に対しそれぞれ目標を設定、その

目標を達成した場合の数値を全体的な目標として設定しており、妥当な目標設定方法

である。 

○ 新鋭の微粉炭火力の蒸気温度は620℃に達しており、次世代のA-USCとして700℃級を

目標とする本研究開発の目標は適切かつ妥当である。先進超々臨界圧火力発電要素技

術開発は平成20年度から平成28年度までの9カ年のプロジェクトであり、今回は事業開

始後3年目の中間評価となっている。システム設計およびボイラ、タービン、高温弁な

ど、プロジェクトを構成する各要素技術開発は概ね順調に進展していると判断される

。 

○「３．成果、目標の達成度の妥当性」については、非常に良いと判断する。理由は、

中間評価時点の革新的要素技術開発の数値目標に対して、いずれも目標値と同等以上

の成果が得られているからである。単なる強度に関する数値目標の達成のみならず、

溶接試験や曲げ加工試験、鋳造試験、腐食試験など、打ち手が実用化時の高い信頼性

を確保したものとなっており、妥当であると判断する。 

○本事業は将来の実証プラントの建設を目指して基礎資料を蓄積することを主たる目的

としており、その意味では順調に進捗していると評価できる。また、長期間にわたる
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高温信頼性材料試験から得られる結果や、高温下での伝熱・冷却技術に関する新しい

知見は、広い分野への応用が期待できる。 

○超々臨界圧火力発電技術を更に発展させ、蒸気温度700℃あるいは750℃を見据えたA-U

SCの開発は、既存の石炭火力発電を発展させる一方、CO2排出量の大幅削減を可能にす

る技術であり必要性は非常に高い。本事業の主たる内容は、長期間にわたる試験期間

を必要とする高温材料の研究開発であり、今後の研究進展に期待する。 

現状では3～7万時間必要とされている高温長期材料試験のうち、１万時間弱が終了

したのみであり、材料特性は短期間データからの外挿によって長時間信頼性を推定し

ているが、その範囲では妥当な結果が得られていることは評価したい。 

○「４．事業化、波及効果についての妥当性」については良いと判断する。理由は、本

事業で開発した革新的要素技術が次段階の実証研究へ適用されて将来の商用プラント

へ活かすための、システムの信頼性、運用性、性能、材料の健全性などを総合的に検

討しながら、事業化が検討されているからである。また、バイオマス燃料の利用が容

易なことも波及効果として魅力がある。 

○波及効果について、石炭とバイオマス燃料の混焼によるCO2削減や、高温化しているGT

CCのボトミングサイクルにも活用できる技術として見込まれ、更なるGTCCの効率向上

も期待できることから妥当である。 

○高効率な微粉炭火力と石炭ガス化複合発電（IGCC）は、ともに不可欠な石炭利用発電

である。適合炭種の観点からは、微粉炭火力で排出される灰がフライアッシュの形態

であるため、灰が伝熱面に付着しにくい高灰融点炭が適しており、一方、IGCCでは灰

をガラス状に溶融させて排出させるため、灰の融点が低い方が望ましい。また、プラ

ントの運用性の観点からは、IGCCはガス化炉、ガス精製装置、ガスタービン、排熱回

収ボイラ、蒸気タービンなどが高度にインテグレートされているため、部分負荷での

効率低下、起動停止に時間がかかるなど、ベースロードとしての運転が適している。

さらに、IGCCは、高効率なガスタービンを用いることにより、将来的には48%（送電端

、高位発熱量基準）という高い熱効率が期待されるとともに、CO2回収・分離を行うプ

ラントとしての優位性も有する。 

○中国およびインドでは年間発電電力量の7～8割を石炭火力が担っており、しかもその

効率は平均で30%（同上）程度であることからもわが国が開発したA-USCはアジア各国

での普及がことに期待される。 

○「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」については、非

常に良いと判断できる。理由は、ボイラ、配管・弁、蒸気タービン、発電機などの多

くのメーカが参画しているが、研究開発を統括するために「A-USC開発推進委員会」を

設置して抜けの無い研究開発が行われているからである。 また、電力ユーザの意見

や大学等の意見も取り入れる仕組みを作り、成功確率の高い研究開発計画となってい

るのも良い。資金配分は、未知未踏の技術領域に挑戦することと事業化までの期間が
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長いことで、三分の二の補助は極めて妥当である。変化への対応についても、世界の

動向、海外他社の動向、及び技術のトレンドなどを分析して的確な対応がなされてお

り申し分ない。 

○本事業の期間は2008年度から2016年度までの9カ年であるが、新材料の評価には高温長

期試験が必要であることなどを考慮すれば、研究開発期間を含めた開発計画は適切か

つ妥当であると判断される。また、実施者としてわが国の主要な重電メーカおよび材

料メーカが加わっているとともに、火力原子力発電技術協会に電力会社および電中研

をメンバーとする火力高効率発電技術検討委員会を設けユーザの意見を取り入れるな

ど、実施体制･運営は適切かつ妥当である。 

○本プロジェクトはまだ初期の段階であるが、材料の選定や試作、そして強度試験が開

始されており、計画通りに進んでいると判断する。 

○多数の企業が参加し、総力を挙げて取り組む体制ができている。また、「A-USC開発推

進委員会」と「火力高効率発電技術検討委員会」を設置して相互連携を図っており、

マネジメントがしっかりできていると評価する。 

○以上を纏めると、「６．総合評価」は、本事業は優れており、より積極的に推進すべ

きであるとの結論になる。 

○本プロジェクトは、ガス化複合発電とともに石炭火力の効率向上に繋がる技術であり

、それぞれ利点がある。たとえば本プロジェクトは既設石炭火力の改造に適している

。したがって、状況に合わせて選択できるようにするために開発はぜひ進めるべきで

ある。 

 

【問題点・改善すべき点】 

○成果について、 10万時間のクリープ強度を１万時間の試験にて外挿しているが、当該

手法で外挿できる根拠の提示が必要。 

○９年間に及ぶ長期の実施期間が設定されているのは、長時間に及ぶ高温材料の研究開

発がA-USCにとって不可欠であるという背景がある。１０万時間程度の長期試験期間を

必要とする材料試験のうち、１万時間弱の短期間データから外挿で性能を推定してい

ることで、今後の研究進展に伴う推定精度の向上に期待する。 

○資金の配分について、投入資金と成果との関連についての整理がなく、過不足なく推

移しているとの根拠が不明。 

○中間評価時点では、クリープ強度など長期の試験を要するものの結果が検証できない

ことは当然としても、熱効率以外の許容クライテリアを設定した方がよいのではない

か。 

○本実施計画は、蒸気温度700℃で送電端熱効率46%、あるいは更に750度で48%という現

時点から考えると非常に厳しい 終目標を設定している。現在の研究・開発の推移か

らこの高い 終目標が達成可能であるという判断を下すことは困難であり、今後の研
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究進展に期待するところ大である。また、材料技術開発に加えて、システム全体設計

、熱バランス解析を早急に進めると共に、高温化に伴うタービン内流動構造の変化や

タービン効率の低減問題、さらには伝熱・冷却性能と冷却方法の検討など、材料開発

以外の分野に関する具体的な研究方針を明らかにして欲しい。 

○事業化について、次段階に向けた課題・検証項目は示されているものの、解決に向け

た方策が見えない。具体的な施策の整理が必要ではないか。 
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第６章 今後の研究開発の方向等に関する提言
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第６章 今後の研究開発の方向等に関する提言 

 

【技術に関する施策】 

（次世代電力供給システム分野） 

次世代電力供給システムの技術開発の中で、再生可能エネルギーの導入が積極的に推進

される中、化石燃料を用いた発電の割合は将来的にも大きく、その中でも温室効果ガスのC

O2排出量が極端に大きい石炭火力発電をより高性能化・洗練化しようとする試みは、国と

してエネルギーセキュリティ及び気候変動問題を解決していくために重要である。また、

本施策は、産業界の国際競争力強化や広く産業界において活用される新技術や技術資料を

創出するため我が国の も重要な施策の一つである。当該分野の研究開発は、長い期間と

巨額の費用を必要とするため、民間企業や団体が単独で実施する性格のものではなく、欧

米の例からもわかるように国の関与なしでは実現できない分野であり、今後推進すべき具

体的強化施策として以下の通り提言する。 

（１）欧米に比べて極端に少ない開発補助費用の増大 

（２）これまでの開発研究から実証研究までの開発費の補助に加えて、今後は世界初の 

技術の実用化を進めて輸出競争力を強化するために、初号機建設までの資金補助 

の延長 

（３）関連製品や技術波及製品への積極的な開発費の補助 

 

 さらに、革新技術の開発を進めるため、産学官連携による研究開発を積極的に行い、オ

ールジャパンによる技術開発及び技術普及に係る推進体制の確立が重要である。 

しかし、従来、国の研究開発プロジェクトとして基礎研究や実用化に向けての検討が行

われた数多くの技術が、研究開発プロジェクトの実施期間終了と共に推進力を失い、蓄積

されたノウハウや技術が有効に活用されていないプロジェクトもあり、商用化までの資金

補助の延長を考慮する必要がある。当該施策は、我が国のエネルギー供給の将来を決定す

る重要な施策であり、プロジェクトの継続と実用化に向けて国の施策を強化するとともに

、事業の推進段階に応じて技術戦略を柔軟に見直し、目的達成に必要な新たな施策を構築

していく仕組み作りが必要不可欠である。 

 

【各委員の提言】 

○火力発電の高効率化はCO2削減や経済性向上に対して、非常に有効な対策であり、開 

発の意義は大きいと考える。 

○評価対象である各事業は着実に進捗しており、個々の技術は日本が世界をリードして

いることや、実用化された場合には国内のみならず海外市場へのインパクトも大きい

ものと想定されることから、引き続き積極的な取り組みをお願いしたい。 
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○今回、中間評価となる事業については、これまでに判明している技術的課題の解決に

取り組むとともに、経済性、運用性、環境性などについての定量的な評価・整理を念

頭に、更なる研究開発の推進を期待する。 

○温室効果ガスの排出削減は世界的な課題であり、国家戦略としても、我が国が技術優

位性を持っている分野において他国では真似ができないような技術開発に国が積極的

に関与して進めていくことは非常に重要である。 

○商用化には技術の確立だけでなく、長期信頼性、経済性、メンテナンス性も大きな要

素となる。今回、噴流床石炭ガス化発電プラント開発実証事業で試験期間を３カ月延

長したことは評価できる。今後も、長期信頼性を検証するために、試験時間を十分に

取る計画にしていただくことが望ましい。また、噴流床石炭ガス化発電プラント開発

実証事業で経済性が目標に明記されたように、要素研究の後は、目標に経済性やメン

テナンス性を明記することが必要と考える。 

○「エネルギー問題や環境問題の解決」と「産業界の輸出競争力強化」のための革新技

術創出は、今後とも我が国の も重要な施策のひとつである。本施策に関連した革新

技術開発は、開発・実用化の期間が長いという問題がある。また、これらの革新技術

開発は、これまでの欧米との激烈な開発競争に加えて、今後は開発途上国の急激な追

い上げに直面することになる。今後とも我が国がこの分野で世界トップの位置を維持

していくには、開発・実用化期間の抜本的短縮と革新技術開発の継続的推進が必須で

ある。これにより我が国は、我が国のみならず世界のエネルギー問題や環境問題の解

決に貢献でき、併せて我が国のエネルギー・環境関連産業の維持・育成と世界的な競

争力強化を構築していくことが可能になる。今後推進すべき具体的強化施策としては

以下の通り。 

（１）欧米に比べて極端に少ない開発補助費用の増大 

（２）これまでの開発研究から実証研究までの開発費の補助に加えて、今後は世界初 

の技術の実用化を進めて輸出競争力を強化するために、初号機建設までの資金 

補助の延長 

（３）関連製品や技術波及製品への積極的な開発費の補助 

○現在の「施策の構造及び目的実現見通し」は良く整理網羅されているが、事業（プロ

ジェクト等）の推進段階に応じて見直し修正されるべきである。また、欧米の先進国

との激烈な技術開発競争や開発途上国の技術追い上げに耐えて我が国が輸出競争力を

確保するためにも、戦略は常に見直されるべきである。欧米や開発途上国の技術開発

の動向、我が国の事業（プロジェクト等）の成果と問題点並びに課題を定期的に整理

見直して、目的達成に必要な新たな施策を構築していく仕組みつくりが必要と考える

。なお、変更管理を徹底して将来の事業（プロジェクト等）計画に資するために、「

いつ変えたか？」、「何を変えたか？」、「どのように変えたか？」、「何故変えた

か？」などは明記され、記録されるべきである。 
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○次世代電力供給システムは、21世紀全範囲おける技術開発対象として も重要なも

のの一つであり、日本として今後も継続的に取り組んでいく必要がある。研究開発

の主体としては企業を中心に、研究機関及び大学連合(コンソーシアム)との有機的

連携の元、オールジャパンでの推進体制確立が必要である。また、獲得した技術を

維持発展させるための体制も必要であろう。 

  後者については、時限としての研究組合を研究機関または大学関係の付属組織と

して形成し、COE的な拠点として国内に広く公開していくことも考えるべきであろ

う。 

  一方で、企業の投資マインドを刺激するための施策を強力に推し進めることも忘

れてはならない。発電分野の根幹的技術は企業に蓄積されているが、それを維持す

ることは営利事業体である企業にとっても容易ではない。その観点からも国の支援

が国際競争力を保つために不可欠である。 
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【技術に関する事業】 

（Ａ 噴流床石炭ガス化発電プラント実証事業） 

噴流床石炭ガス化発電プラント実証事業は、我が国が20数年を掛けて構築してきたエネ

ルギー関連の日本独自の巨大技術であり、我が国のみならず海外へも大きく貢献できるも

のと期待され、そのニーズは益々大きくなっている。この観点から、事業者による商用機

の経済性の確保と更なる安定運転技術や保守技術確立のために、2年間の独自研究が予定さ

れており、その成果に期待するところ大である。 

その際に、熱効率の向上や、設備・システムの簡素化によるコストダウンや信頼性向上

などの検討と共に、この 2 年間の独自研究の間に高効率（1600℃級）ガスタービンが実用

化の時期を迎えることで、噴流床石炭ガス化（IGCC）発電プラントに高効率（1600℃級）

ガスタービンを適用した場合の経済性検討を実施して頂き、より魅力ある発電プラントと

して仕上げて頂くことを期待したい。 

また、本空気吹き噴流床石炭ガス化発電技術は、ほぼ所期のスケジュールで研究開発が

進捗しており、現在民間ベースで商用化へ向けたワンランク上の実証試験が継続されてい

る状況である。これにより、商用機については十分な信頼性が得られる見通しであるので、

国としても国内はもちろん、海外立地も含む実用化支援への取り組みが必要であると考え

る。 

さらに、世界では酸素吹きIGCCが開発されているため、熱効率及びCO2分離・回収等

の面から 新のデータを用いて比較を行い、空気吹きIGCCの位置づけを明確にする必要

がある。 

 

【各委員の提言】 

○「噴流床石炭ガス化（IGCC）発電プラント実証事業」について、本技術は、我国が２

０数年を掛けて構築してきたエネルギー関連の日本独自の巨大技術であり、我国のみ

ならず海外へも大きく貢献できるものと期待され、そのニーズは益々大きくなってい

る。この観点から、事業者による商用機の経済性の確保と更なる安定運転技術や保守

技術確立のために、2年間の独自研究が予定されているとのことであるが、期待すると

ころ大である。 

その際に、熱効率の向上や、設備・システムの簡素化によるコストダウンや信頼性

向上などの検討と共に、この2年間の独自研究の間に高効率（1600℃級）ガスタービン

が実用化の時期を迎えることで、噴流床石炭ガス化（IGCC）発電プラントに高効率（1

600℃級）ガスタービンを適用した場合の経済性検討を実施して頂き、より魅力ある発

電プラントとして仕上げて頂くことを期待したい。 

また今後2年間の独自研究で商用機の見通しが得られた段階で、次段階研究（国プロ

）として2%の熱効率向上を狙いに、乾式脱硫技術の見通しを確認して将来の布石とし

ておくことを期待したい。確認方法としては、本IGCCシステムの中の排ガス処理の一
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部を湿式脱硫から乾式脱硫に替えて運転し、システムや環境に与える影響を明らかに

しておくことで、商用機の次世代型につなげるための乾式脱硫技術の実証が完了でき

るものと考える。 

さらに、本空気吹き噴流床石炭ガス化発電技術は、ほぼ所期のスケジュールで研究

開発が進捗しており、現在民間ベースで商用化へ向けたワンランク上の実証試験が継

続されている状況である。これにより、商用機については十分な信頼性が得られる見

通しであるので、国としても海外立地を含む実用化支援への取り組みが必要であると

考える。 

○空気吹きIGCCを酸素吹きIGCCと熱効率やCO2分離などの面から、 新のデータを用いて

比較することにより、空気吹きIGCCの位置付けを明確にして欲しい。 
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（Ｂ 高効率ガスタービン実用化技術開発） 

本事業は、国が掲げる総合的なエネルギー効率向上を目指すに当たり、発電効率の大

幅な向上が見込まれる技術である。また、天然ガスを用いた高効率ガスタービンの導入

は世界的に増大することが期待されることと、さらに、燃料多様化に伴うエネルギーセ

キュリティが確保されること等で優れている。 

特に、1700℃級ガスタービンの実用化技術開発は、1700℃級ガスタービンの実証機設計

のための要素開発であり、今後計画されている圧縮機モジュール試験、高温高圧翼列試験

、高圧燃焼試験はできる限り時間をかけて実施し、信頼性を確認していただきたい。 

高湿分空気利用ガスタービン実用化技術は商用機規模での実証試験の前フェーズであり

、説得力を持って実証試験につなげるためにも今後計画されている1/3スケールの実用化技

術総合試験で長期信頼性、効率、経済性などをしっかり確認していただきたい。 

また、研究開発体制について、大学のポテンシャルを有効活用し、産学官で事業に取

り組むことにより国際性のある人材の育成にも貢献できるため、より一層の体制の構築

に努めていただきたい。 

 

【各委員の提言】 

○前述したように、大学のポテンシャルを活用する事業を是非とも展開していただきた

い。国内の大学から実績とシーズや技術を有する大学を選抜して大学連合を形成し、

この連合と企業とがほぼ同等の立場から研究開発組織を構成し、具体的な課題を設定

して数年間の研究開発事業に取り組む。これにより、大学サイドがより現実的な課題

への対応能力を高め、院生などに刺激となり研究レベル向上につながるとともに国際

性のある人材の育成にも貢献できるはずである。 

 

＜1700℃級ガスタービンの実用化技術開発＞ 

○本プロジェクトは1700℃級ガスタービンの実証機設計のための要素開発であり、今後

計画されている圧縮機モジュール試験、高温高圧翼列試験、高圧燃焼試験はできる限

り時間をかけて実施し、信頼性を確認していただきたい。 

 

＜高湿分空気利用ガスタービン実用化技術＞ 

○本プロジェクトは商用機規模での実証試験の前フェーズであり、説得力を持って実証

試験につなげるためにも今後計画されている1/3スケールの実用化技術総合試験で長

期信頼性、効率、経済性などをしっかり確認していただきたい。 
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（Ｃ 先進超々臨界圧発電実用化要素技術開発） 

本事業は、国が掲げる総合的なエネルギー効率向上を目指すに当たり、発電効率の大

幅な向上が見込まれる技術である。 

 この技術は、高強度材そのものの開発とともに、その高強度材の溶接構造が研究の中核

となっていることから、その長期信頼性が も重要である。今後広い観点から検証し、説

得力のあるデータの蓄積に努めてもらいたい。 

また、各企業が異なる材料を分担して効率的に開発を進めているが、プロジェクトの進

展に伴って標準化や絞り込みを行うことも視野に入れて開発を進めていただきたい。 

さらに、研究開発体制について、大学のポテンシャルを有効活用し、産学官で事業に

取り組むことにより国際性のある人材の育成にも貢献できるため、より一層の体制の構

築に努めていただきたい。 

 

【各委員の提言】 

○この技術は高強度材そのものの開発とともに、その高強度材の溶接構造が研究の中核

となっていることから、その長期信頼性が も重要である。今後広い観点から検証し

、説得力のあるデータの蓄積に努めてもらいたい。 

○各企業が分担して効率的に開発を進めているが、プロジェクトの進展に伴って標準化

や絞り込みを行うことも視野に入れて開発を進めていただきたい。 

○前述したように、大学のポテンシャルを活用する事業を是非とも展開していただきた

い。国内の大学から実績とシーズや技術を有する大学を選抜して大学連合を形成し、

この連合と企業とがほぼ同等の立場から研究開発組織を構成し、具体的な課題を設定

して数年間の研究開発事業に取り組む。これにより、大学サイドがより現実的な課題

への対応能力を高め、院生などに刺激となり研究レベル向上につながるとともに国際

性のある人材の育成にも貢献できるはずである。 
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第７章 評点法による評点結果 



194 
 

第７章 評点法による評点結果 
 

「噴流床石炭ガス化発電プラント実証事業」、「高効率ガスタービン実用化技

術開発」、「先進超々臨界圧火力発電実用化要素技術開発」に係る評価の実施に

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。 
 
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
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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 
（Ａ 噴流床石炭ガス化発電プラント実証事業） 
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（Ｂ 高効率ガスタービン実用化技術開発） 
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（Ｃ 先進超々臨界圧火力発電実用化要素技術開発） 

 
 

 

 




