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１ 技術に関する施策評価の概要１．技術に関する施策評価の概要



○ 高度経済成長期以降、わが国の電力需要が一貫して伸び続ける中で、石油火力を中心とした発電設備等
の整備を着実に実施

電源構成について － 電源開発の変遷

の整備を着実に実施。
○ オイルショック後は、石油依存体質からの脱却をめざし、原子力、ＬＮＧ、石炭に転換することで電源構成の

最適な構成（ベストミックス）を推進。
○ 近年の地球温暖化対策への対応として、更なる原子力発電の推進、火力発電の高効率化や再生可能エネ

ルギーの導入拡大が必要。ルギ の導入拡大が必要。

◆水主火従 １９４５年～

電力不足の克服を目指して水力開発を促進

◆火主水従 １９６０年～

高度経済成長期の電力需要の急増
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（出所）エネルギー白書２０１０をもとに作成



１．火力発電の高効率化 ～電気事業者の発電電力量構成の推移～

○2009年度現在、全体の発電電力量のうち、LNG火力発電が約30％、石炭火力発電が約25％を占めている。

電気事業者の発電電力量構成の推移と見通し
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１．火力発電の高効率化 ～世界の石炭火力発電の導入拡大見通し～

○一方、2030年における中国の石炭火力導入見通しは2007年導入量と比較して2.54倍に拡大。

○また、2030年におけるインドの石炭火力導入見通しは2007年導入量と比較して4.67倍に拡大。
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１．火力発電の高効率化 ～資源の可採埋蔵量と地域別埋蔵分布～

○石炭は埋蔵量が豊富で、可採年数は石油の２．６倍、天然ガスの１．９倍。
○石油は中東に偏在しているが 石炭は世界に広く分布しており 安定供給性に優れている○石油は中東に偏在しているが、石炭は世界に広く分布しており、安定供給性に優れている。

140
確認可採埋蔵量可採年数

3 2
100%

地域別資源埋蔵量

119
120

9.6 

7.9 

3.2 
8.7 

31.4 

13

80%

90% その他

アジア

100

100

8260億トン 56 6

40.6 0.2 
3.9 

23

60%

70%
アフリカ

中東

62.8

60

80
8260億トン

547万トン 33.0 

56.6 

0

18

40%

50%

ヨーロッパ・

ユーラシア

中南米

北米
45.7

40 187兆m3
1.8 

10.3 33.6 

27

20%

30%

40% 北米

20
1.33兆トン

5.5 4.9 

29.8 

14

14.9 

4.3 

5

0%

10%

20%

（注）可採埋蔵量は確認可採埋蔵量
出典：石炭、天然ガス、石炭については「ＢＰ統計2010」、

ウランについてはOECD/NEA&IAEA, Uranium 2007

0
石油 天然ガス 石炭 ウラン

0%
石油 天然ガス 石炭 ウラン



１．火力発電の高効率化 ～二酸化炭素排出量等の比較～

○石炭は他の化石燃料に比べて単位当たりの二酸化炭素排出量等が多い○石炭は他の化石燃料に比べて単位当たりの二酸化炭素排出量等が多い。
○また、微粉炭火力発電所は他の火力発電所に比べて二酸化炭素排出量が多い。
○火力発電の発電効率を高めることにより単位当たりの燃料の消費量を押さえ、二酸化炭素排出量を抑制す

る。
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（出所）エネルギ 白書２０１０をもとに作成（出所）エネルギー白書２０１０をもとに作成

（出所）エネルギー白書２０１０をもとに作成



２．再生可能エネルギー等の大量導入
～現在の電力ネットワークの全体像～

○ 発電された電気は、発電所→送電線→変電所→配電線を経て、需要家へ送電・供給されている。
○ 発電所や変電所等は、電力系統側に設置された制御システムから光ファイバや無線等の電力通信を用いて制御さ

れている。

火力中給の制御対象 送電系統は双

＜電力ネットワークのイメージ＞

原子力 火力
風力等

通信線

中給の制御対象
は百数十箇所※１

送電系統は双
方向通信

送電線

配電線

約
２
，
６

約
２
，
６

変電所

変電所

送電線

中央給電指令所（中給）

変電所

配電線
通信線※２

６
０
０
万
軒

６
０
０
万
軒※※

１１

水力

変電所

風力 メガソーラー

配電線

※１： 東京電力管内の例
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２．再生可能エネルギー等の大量導入
～再生可能エネルギー大量導入時の課題と対策～

○太陽光発電等の再生可能エネルギーが大量に導入された場合、①余剰電力の発生、②出力の急激な変動、③電圧
上昇という課題に対応して、電力ネットワークを安定化させるための対策（系統安定化対策）が必要となる。

余剰電力

【課題】太陽光発電が増加すると、休日など需要の少ない時期に、ベース供給力

（原子力+水力+火力最低出力）と太陽光の合計発電量が需要を上回り

１．余剰電力の発生

太陽光発電

需要
火力最低出力

揚水

余剰電力
の発生

（原子力+水力+火力最低出力）と太陽光の合計発電量が需要を上回り、

余剰電力が発生（右図）。

【対策】蓄電池の設置、ＧＷや年末年始など低負荷期における出力抑制 等 水力発電（流込式）
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２．出力の急激な変動

【課題】太陽光発電の出力は、天候などの影響で大きく変動（右下図）。短期

的な需給バランスが崩れると周波数が適正値を超えて 電気の安定的な需給バランスが崩れると周波数が適正値を超えて、電気の安定

供給（質の確保）に問題が生ずるおそれ。
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２．再生可能エネルギー等の大量導入
～次世代送配電ネットワーク構築の必要性～

○再生可能エネルギーを電力ネットワークが大量に受け入れるために、情報通信技術を活用した蓄電池の制御、
出力抑制・解列等を最適に組み合わせて、安定供給の確保、低炭素化を図り、同時に社会的なコストを最小限に
できるような、強靱かつ高効率な送配電ネットワークを構築していくことが必要。

◆次世代送配電ネットワークのイメージ
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２．電力の安定供給１．エネルギーの安定的供給確保及び環境への適合

次世代電力供給システム分野に係る技術に関する施策

・我が国は資源のほぼ100％を輸入に頼っており、エネ
ルギーの有効利用を考慮することが必要

・地球温暖化対策の観点からは火力発電からのCO2排

・分散型電源の導入拡大

・出力が不安定な再生可能エネルギーの導入拡大

電力 安定供給ネルギ 安定的供給確保及び環境 適合

地球温暖化対策の観点からは火力発電からのCO2排
出量削減は重要。特に、石炭火力のCO2排出源単位は
LNG火力の約２倍であるため、石炭火力の高効率化は
不可欠

○余剰電力の発生

○発電部門における更なる低炭素化のための技術開発
の導入

○発電運用技術の高度化

○余剰電力の発生

○出力変動に伴う周波数変動調整力の不足

○配電系統における電圧変動

○送配電系統の高度化

◆発電効率の向上

◆電力の安定供給

◆送電効率の向上

◆系統安定化対策◆電力の安定供給 ◆系統安定化対策

地球温暖化対策に向けて、再生可能エネルギーの導入比率向上と電力の安定地球温暖化対策に向けて、再生可能エネルギ の導入比率向上と電力の安定
供給を両立するための技術開発は、我が国の環境・エネルギー政策上極めて重
要。





２．電力の安定供給１．エネルギーの安定的供給確保及び環境への適合

次世代電力供給システム分野に係る技術に関する施策体系

（１）噴流床石炭ガス化発電（IGCC）プラント開発

○石炭火力発電において、地球環境問題への対応及びエネルギー資
源の有効利用の観点から、空気吹きIGCCについて商用化を前提とした
実証によるシステム評価を行い、実用化技術を確立する。

（１）イットリウム系超電導電力機器技術開発

○イットリウム系超電導線材を用いた超電導電力機器（超電導電力貯蔵：
SMES、超電導電力ケーブル、超電導変圧器）の実用化を見通すコイル

化、大電流低交流損失化、高電圧電気絶縁技術、限流機能付加技術、

電力 安定供給ネルギ 安定的供給確保及び環境 適合

◆研究開発期間：1999～2009年度（11ヵ年計画）

◆予算総額：約274億円(補助率3/10相当)

（２）高効率ガスタービン実用化技術開発

ギ 確保 び 境 方 す

システム化技術等重要な技術の開発を行う。

◆研究開発期間：2008～2012年度（5ヵ年計画）

◆予算総額（予定）：約140億円(補助率2/3相当)

（２）次世代送配電系統最適制御技術実証事業○エネルギーセキュリティの確保及び地球環境問題の双方に対応する
ため、2011年度までに各発電技術とも目標の発電効率（高効率ガスタ
ービン技術：56％、高湿分空気利用ガスタービン技術（AHAT）：51％）を
達成できる実用化技術を確立する。

◆研究開発期間：2008～2011年度（4ヵ年計画）

（２）次世代送配電系統最適制御技術実証事業

○電力の安定供給と太陽光発電等の大量導入時の課題（①周波数調整
不足、②電圧上昇）を両立するための要素技術（需要側最適制御、配電
系統電圧制御）の開発、検証を行う。

◆研究開発期間：平成2010～2012年度（3ヵ年計画）

◆予算総額（予定）：約70億円(補助率2/3相当)

（３）先進超々臨界圧火力発電（A-USC）実用化要素技術開発

○蒸気温度700℃以上、蒸気圧力24.1MPa以上の蒸気条件に耐えられ

る電力産業用大容量ボイラ タ ビンシステムの開発のため 耐熱

◆予算総額（予定）：約10億円(補助率1/2相当)

（３）次世代型双方向通信出力制御実証事業

○通信手段によりきめ細かな出力抑制機能が可能な直交変換装置（ＰＣ
Ｓ）の開発や 太陽光発電や蓄電池システム等の効率的な制御を行うたる電力産業用大容量ボイラー・タービンシステムの開発のため、耐熱

耐圧材料の開発や、システム設計、実缶・回転試験等を行うことにより
A-USCの技術を確立する。

◆研究開発期間：2008～2016年度（9ヵ年計画）

◆予算総額（予定）：約86億円(補助率2/3相当)

Ｓ）の開発や、太陽光発電や蓄電池システム等の効率的な制御を行うた
めの各種双方向通信の実証を行う。

◆研究開発期間：2011～2013年度（3ヵ年計画）

◆予算総額（予定）：約13億円(補助率1/2相当)

（４）太陽光発電出力予測技術開発実証事業

○既存の太陽光発電の出力データ等や気象情報等を活用し、現在では
確立されていない太陽光発電の出力状況把握や出力予測手法の開発
を行う。

◆研究開発期間：2011～2013年度（3ヵ年計画）◆研究開発期間：2011～2013年度（3ヵ年計画）

◆予算総額（予定）：約1.5億円(補助率1/2相当)

（出典）電力基盤整備課にて作成



政策的位置付け

「Cool Earth－エネルギー革新技術計画」（2008年3月 経済産業省）

政策的位置づけ（火力発電技術）

○2050年に向けた削減目標に対して、「高効率火力発電」の技術開発をテーマに
技術開発ロードマップを策定し、着実な実施が必要としている。

「エネルギー基本計画」（2010年6月 閣議決定）

○我が国のエネルギーの需給に関する施策の長期的、総合的かつ計画的な推進
を図ることを目標とし 「IGCC（噴流床石炭ガス化複合発電） A USC（先進的超を図ることを目標とし、「IGCC（噴流床石炭ガス化複合発電）・A-USC（先進的超
々臨界圧火力発電）等について、更なる高効率化や早期の実用化を目指し、官
民協力して開発・実証を推進する。」と記載。

「技術戦略マップ2010」（2010年6月 経済産業省）

○石油・天然ガス等の化石燃料の安定供給確保を目指し、資源獲得能力の強化
に資する先端的な技術開発の推進するとともに、環境負荷低減のために化石燃
料の効率的かつクリーンな利用を促進するための技術開発・導入を目指す。



Cool Earth ーエネルギー革新技術計画

◯石炭ガス化複合発電： 2010年頃に発電効率46%、2015年頃に48%を目指す。さらに1700℃級
タービンの開発により2025年に発電効率50% 2030年以降に発電効率57％の達成を目指すタービンの開発により2025年に発電効率50%、2030年以降に発電効率57％の達成を目指す。
○天然ガス火力発電：2015年頃に、発電効率56%、2025年頃には、燃料電池との組み合わせに
より、発電効率が60%まで向上することを目指す。
◯先進的超々臨界圧発電：700℃級のA-USCを開発し、2015年頃に発電効率46%、2020年頃に
48%の達成を目指す。



技術戦略マップ2010



政策的位置づけ（送配電技術）

政策的位置付け

「Cool Earth－エネルギー革新技術計画」（2008年3月 経済産業省）

○「超電導高効率送電」の技術開発という位置づけで、技術開発ロードマップの着実
な実施が必要としているな実施が必要としている。

「エネルギー基本計画」 （2010年6月 閣議決定）

○再生可能エネルギーや原子力の利用が中長期的に大幅に拡大する中で、電力の
安定供給を維持しつつ、社会的コストが最小となるような需給管理を可能とする必
要がある。

○2020年代の可能な限り早い時期に、原則全ての電源や需要家と双方向通信が可
能な世界最先端の次世代型送配電ネットワークの構築を目指す。

「情報セキュリティ確保や通信プロトコル標準化等の双方向通信の導入に向けた技
術的課題を解決する。さらに、双方向通信の実現可能性を検討した上で、通信制御
にも対応したパワーコンディショナー（PCS）の開発、実証等を実施する。」としており、、実 実 」 、
総合的・経済的な電力の有効活用に努めていく。

「技術戦略マップ2010」（2010年6月 経済産業省）「技術戦略マップ2010」（2010年6月 経済産業省）

○余剰エネルギーを時間的・空間的な制約を超えて利用し、エネルギー需給のミス
マッチを解消するための「時空を超えたエネルギー利用技術」



Cool Earth ーエネルギー革新技術計画

○イットリウム系線材による超電導送電を2020年以降の実用化。



技術戦略マップ2010

」



○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

１．施策の目的・政策的位置付けの妥当性

施策に関する評価結果（H22年度）

○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 ネルギ 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。

○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。

○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

2-1．施施策の構造及び目的実現見通しの妥当性

一方、以下の課題が見受けられる。

2-2．施施策の構造及び目的実現見通しの妥当性

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。

○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

○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。

○我が国の事業の成果と問題点ならびに課題を定期果であると評価できる。

○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

○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。

う意義は大きい。

○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

3．総合評価

○エネルギ 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。

○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。

○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 機械等の各分野に最新技○各事業で実施期間中に得られた成果や技術の 部は、当該分野のみならず、運輸、機械等の各分野に最新技
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。

○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。



○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 ○石炭の有効利用及び火力発電の高効率化のための革新技術開

提言に対する対処方針今後の研究開発の方向等に関する提言

施策に関する提言及び提言に対する対処方針（H22年度）①

○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CO2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

○石炭の有効利用及び火力発電の高効率化のための革新技術開
発はエネルギーセキュリティ及び地球温暖化対策の観点から、
これらを解決するための重要な取組と認識している。

問題を解決していくために重要である。

○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

○国内や海外の動向等を踏まえ、国として次世代電力供給システ
ム分野全体として実用化を見通した技術開発を推進する。

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

（１）については、必要な予算規模の確保に最大限努力していく
が、予算全体との関係もあり効果的に事業を進めるため、優先
度を付けて支援したり効率的な予算執行を行うなどにも取り組ん
で参りたい。

（２）及び（３）に いては 商用化や波及製品開発に必要な技術
（ ） 開発研究 実証研究 開発費 補助

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

（２）及び（３）については、商用化や波及製品開発に必要な技術
開発要素があればリスクに応じ支援を検討するとともに、技術開
発支援以外の方法（例：税制等）についても検討して参りたい。



○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 ○世界初の技術が多いなど革新技術の開発に当たっては 幅広い

提言に対する対処方針今後の研究開発の方向等に関する提言

施策に関する提言及び提言に対する対処方針（H22年度）②

○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。

○世界初の技術が多いなど革新技術の開発に当たっては、幅広い
知識や技術が必要なため、産学官連携による研究開発及び革
新技術の普及に至るまでの体制作りを推進する。

○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

○これまで発電効率向上やCO2削減の観点から革新的な技術を開
発してきており、今後、官民協力して実用化に向けた取組を推進
していく。なお、商用化支援については前述の通り。

の延長を考慮する必要がある。

○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

○国内外の技術動向等の変化を踏まえ、事業ごとに3年毎の中間

評価を行うとともに、事業者からの情報や外部有識者の意見を
踏まえ、時代にあった施策を企画、立案していく。

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。



２．噴流床石炭ガス化発電プラント噴流床石炭ガス化発電プラント
実証事業に関する評価の概要



エネルギーセキュリティーを確保しつつ地球温暖化問題へも対応するため、既存の石
炭利用発電技術（微粉炭火力）に比較し、飛躍的な熱効率の向上が可能で、最終的に

排 を 油 並 減 き 初 空気吹き 炭ガ 複合

事業の概要

概 要
はＣＯ２排出量を石油火力並みにまで低減できる、世界初の空気吹き石炭ガス化複合発
電（ＩＧＣＣ）の開発を実施した。

本プロジェクトでは石炭ガス化複合発電の実用化への最終段階として、実証プラントに
よる研究開発を実施し、当該技術が商用プラントとして十分な信頼性、経済性、耐久性
等を有する とを実証した

実施期間

事業費総額

平成１１年度～平成２１年度

実績額８９６億円 （うち補助金２５２億円（補助率３／１０））

等を有することを実証した。

事業費総額

実 施 者

実績額８９６億円 （うち補助金２５２億円（補助率３／１０））

（株）クリーンコールパワー研究所

事業目標

指 標 水 準 達成度

が
達成

信頼性 年利用率70%以上の見通しが得られること
達成

（課題あり）

熱効率 送電端効率40.5%(HHVベース)程度 達成

SOx： 8ppm （16%O2換算）

環境性

SOx： 8ppm          （16%O2換算）
NOx： 5ppm          （16%O2換算）
ばいじん： 4mg/m3N （16%O2換算）

達成

炭種適合性
微粉炭火力に適合しにくい灰融点の低い石炭（灰溶融温度1400℃以下）を使用し、
安定運転ができること

達成
（課題あり）

炭種適合性
安定運転ができること （課題あり）

経済性 発電原価が微粉炭火力と同等以下となる見通しを得ること
達成

（課題あり）



プロジェクト概要 プロジェクトの カスタマー プロジェクトの
アウトカム

事業のイメージ

発電効率向上と多
民間企業

（電力会社、重工メー

官民協力して高効率石
炭火力の開発・実証・導
入を国内で進めつつ、

空気吹きIGCCについて

商用化を前提とした実

アウトプット アウトカム

目的な石炭ガス化
技術開発

（電力会社、重 メ
カーおよびエンジニアリ

ング会社）

入を国内で進め 、
将来に向けてゼロ・エ

ミッション石炭火力発電
の実現を目指す。

証実験によるシステム
評価を行い、技術の実
用化を目指す。

○噴流床石炭ガス化複合発電設備概要図
（送電端効率：41％（HHV））

○噴流床石炭ガス化複合発電設備外観図

ガス
精製

石炭

石炭ガス

ガス
タービン

ガス化炉

空空
気 排熱回収

ボイラ 排ガス

蒸気
タービン



研究開発計画

(単位：億円）

【実証プラントプロジェクトの工程及び事業費(実績)】
(

1999
H11

2000
H12

2004
H16

2005
H17

2006
H18

2007
H19

2008
H20

2009
H21

2001
H13

2002
H14

2003
H15

年 度 2010
H22

事前検証試験

▼ＣＣＰ設立

実証試験 設 計 建 設 運転試験

▼ＣＣＰ設立 6月

環境アセスメント

事業費
(総額896億円) 196 9 17 27 282147 224 56 65 46

補助金
(総額252億円) 62 2 4 14 7642 66 15 16 10



○低灰融点炭（中国瀝青炭及び亜瀝青炭）を有効活用する

1．肯定的意見 2．指摘事項

事業に関する評価結果（平成22年度）

○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。

○ 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
○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

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。

○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

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。

○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
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。

○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

○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。

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。

（各項目 ３点満点） 平 均 点

3.00 2.83
2.50

2.50 2.83 3.00

2 00
2.50
3.00
3.50
4.00

（各項目：３点満点） 平 均 点

標準偏差

0.00
0.50
1.00
1.50
2.00



○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 ○独自研究の成果について国として注視し 官民協力してIGCCの

提言に対する対処方針今後の研究開発の方向等に関する提言

事業に関する提言及び提言に対する対処方針（平成22年度）

○我が国が20数年を掛けて構築してきたエネルギ 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

○独自研究の成果について国として注視し、官民協力してIGCCの
実用化に向けた取組を推進していく。

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

○革新技術ロードマップやこれまでの各事業の成果、世界の技術
開発動向等を踏まえつつ、官民協力してIGCCの実用化に向け
た取組を推進していく。研究の間に高効率（1600℃級）ガスタ 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、現在1700℃級ガスタービン実用化技術開発を進めている
が、この中で得られる高効率（1600℃級）ガスタービンの技術等
をIGCC側にも提供する等により、より魅力ある発電プラントとして
仕上げることに対する可能な支援を行って参りたい。

○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

○IGCCの商用機は昨今の世界的な二酸化炭素削減に係る取組及
び我が国のエネルギーセキュリティ上、必要なものであるため、
国内でのIGCC建設に係る実用化支援について技術開発以外のである。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

国内でのIGCC建設に係る実用化支援について技術開発以外の
支援も含め、今後検討する。

また、民間レベルで海外でのF/S調査への参加なども検討して
おり、必要に応じて支援を検討したい。

及びCO2分離・回収等の面から最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。

○少なくとも現時点で発電用としては最も高効率で商用化に近い技
術であるため、この点を中心に空気吹きIGCCの位置づけを明確
化することを今後検討する。



３．高効率ガスタービン実用化技術３ 高効率ガスタ ビン実用化技術
開発事業に関する評価の概要



省エネルギー及びＣＯ２削減の観点から電力産業用高効率ガスタービンの実用化を目

事業の概要

概 要

省 ギ 及 削減 観点 電力産業用高効率 タ 実用化を目
指し、大容量機（２５万ｋＷ程度（コンバインド出力４０万ｋＷ））の高効率化（５２％→５

６％）のために、１７００℃級ガスタービンの実用化に必要な先端要素技術を適用した各
要素モジュールの検証等を実施した。

また、小中容量機（１０万ｋＷ程度）の高効率化（４５％→５１％）のために有望とされて

実施期間 平成２０年度～平成２３年度（４年間、各事業とも）

いる高湿分空気利用ガスタービン（ＡＨＡＴ）の実用化に必要な多段軸流圧縮機、多缶燃
焼器等の開発を行うとともにシステムの信頼性等の検証を実施した。

実施期間

事業費総額

平成 年度 平成 年度（ 年間、各事業 も）

１０５億円（うち補助金７０億円（うち１７００℃級ガスタービン実用化技術開発：２９億円、
AHAT実用化技術開発：４１億円） （ともに補助率２／３））

○ ℃級ガ タ ビ 実 化技術開発

実 施 者

○１７００℃級ガスタービン実用化技術開発
三菱重工業（株）

○高湿分空気利用ガスタービン（ＡＨＡＴ）実用化技術開発
（株）日立製作所、住友精密工業（株）、（財）電力中央研究所



事業目標（１７００℃級ガスタービン実用化技術開発）

指 標 水 準 達成度

送電端効率56%以上
実機を設計するために必要な要素技術を、より実機に近い条件で評価・検証。
新開発の要素技術を適用した場合に送電端効率56%以上（HHV）を達成可能であることの目処を得る 達成（HHV）
新開発の要素技術を適用した場合に送電端効率56%以上（HHV）を達成可能であることの目処を得る。
H23年度に実施する高圧高温試験用の装置の製作を進める。

達成

排ガス再循環システム／
低NOx燃焼器

中圧燃焼試験にて実機圧力換算で50ppm以下を実現。

高圧燃焼試験装置の製作に着手。
達成

転 響 減高性能冷却システム 冷却要素に対する回転、乱れなどの影響を評価し、実機で冷却空気量を30%低減できる目処を得る。 達成

低熱伝導率TBC
遮熱効果を20%向上可能な候補材を選定し、実翼への最適な成膜条件を求める。実機相当熱サイク

ル疲労試験にて耐久性を確認。
達成

モデルタ ビンを用いて効率を計測し 実機で %以上の実現が可能である事を確認
高負荷・高性能タービン

モデルタービンを用いて効率を計測し、実機で91%以上の実現が可能である事を確認。
3次元設計について、空力・伝熱への影響を把握。 達成

高圧力比高性能圧縮機
モデル圧縮機で効率レベルを計測し、実機で89%以上となる事を確認。

起動特性や抽気室の空力特性への影響を評価。
達成

事業目標（高湿分空気利用ガスタービン実用化技術開発）

指 標 水 準 達成度

高湿分軸流圧縮機
圧縮機内部での水滴蒸発効果が積極的に運用できるように、解析により吸気噴霧量3.5％時の特性

達成高湿分軸流圧縮機
気

を確認。
達成

高湿分再生熱交換器
高温高圧かつ高湿度の環境でガスタービンの温度・応力変動に対応した耐久性及び温度効率を持

つ機器の開発のため、解析により温度効率90％以上、伝熱面密度1000m2/m3以上を確認。
達成

高湿分冷却翼
翼材料が破損しない温度まで冷却する必要があるため 冷却効率（静翼70％動翼60％）を達成可能

達成高湿分冷却翼
翼材料が破損しない温度まで冷却する必要があるため、冷却効率（静翼70％動翼60％）を達成可能

な冷却翼の設計。
達成

高湿分多缶燃焼器
高温、高湿分条件下で燃焼安定性と低NOｘ化を両立する高湿分多缶燃焼器を開発するため、要素

試験により、高湿分燃焼でNOx：10ppm以下を確認。
達成

級検証機 特性等を確認するため 過去 デ タを解析し プ ト側 特性を把握 達成3MW級検証機 AHATの特性等を確認するため、過去のデータを解析し、AHATプラント側の特性を把握。 達成

実用化技術総合試験 総合試験装置の設計を行い、機器の製作に着工。 達成

AHAT特性解析 ユーザの視点に立って客観的に特性を評価するため、解析により3MW級AHAT検証機を検証、評価。 達成



プロジェクト概要 プロジェクトの
アウトプット

カスタマー プロジェクトの
アウトカム

事業のイメージ

省エネルギーおよび二
酸化炭素削減の観点
から電力産業用高効

民間企業

（電力会社、重工メー
各発電形式による高効
率発電システムを2020従来型発電より高効率

を達成できる実用化技

アウトプット アウトカ

から電力産業用高効
率ガスタービンの実用
化を目指す

（電力会社、重
カーおよびエンジニアリ

ング会社）
年頃に実用化を実現
する。

を達成できる実用化技
術を確立

○１７００℃級ガスタービン（送電端効率56％（HHV）） ○高湿分空気利用ガスタービン

（AHAT：Advanced Humid Air Turbine、送電端効率：51％（HHV））

圧縮機

タービン

圧縮機

タービン
高性能冷却システム

低熱伝導率遮熱コーティング

超耐熱材料の開発（＊） 排出ガス

高湿分燃焼器 高温再生熱交換器

排出ガス

高湿分燃焼器 高温再生熱交換器

排出ガス

高湿分燃焼器 高温再生熱交換器

排出ガス

高湿分燃焼器 高温再生熱交換器

圧縮機

高圧力比高性能圧縮機

高負荷・高性能タービン
圧縮機

高圧力比高性能圧縮機

高負荷・高性能タービン

(*) 

文科省担当

燃料

機

高湿分圧縮機 燃料

機

高湿分圧縮機 燃料

機

高湿分圧縮機 燃料

機

高湿分圧縮機

低NOx燃焼低NOx燃焼

増湿器

冷却空気

290℃

200℃

120℃

ﾀー ﾋ゙ﾝ発電機

水処理装

冷却器

動/静翼冷却用

増湿器

冷却空気

290℃

200℃

120℃

ﾀー ﾋ゙ﾝ発電機

水処理装

冷却器

動/静翼冷却用

増湿器

冷却空気

290℃

200℃

120℃

ﾀー ﾋ゙ﾝ発電機

水処理装

冷却器

動/静翼冷却用

増湿器

冷却空気

290℃

200℃

120℃

ﾀー ﾋ゙ﾝ発電機

水処理装

冷却器

動/静翼冷却用

燃焼器

低NOx燃焼

燃焼器
低NOx燃焼

システム

熱交換器
水処理装

置

水タンク
高湿分冷却翼

熱交換器
水処理装

置

水タンク
高湿分冷却翼

熱交換器
水処理装

置

水タンク
高湿分冷却翼

熱交換器
水処理装

置

水タンク
高湿分冷却翼



研究開発計画（1700℃級ガスタービン実用化技術開発）

計画

実績

H20年 H21年 H22年 H23年

高圧力比高性能
圧縮機

H20年 H21年 H22年 H23年

高圧力比高性能
圧縮機 改良設計 改良モデル圧縮機試前方段モデル試験

実績

圧縮機

高負荷高性能タ

圧縮機

高負荷高性能タ

中間段モデル試験

改良設計 改良モデル圧縮機試
験

圧縮機モ
ジュール試験

前方段モデル試験

高負荷高性能タ
ービン
高負荷高性能タ
ービン 高圧段モジュール試験

高精度流動解析

高温高圧

低圧段モジュール試験 改良モジュール試験

高性能冷却シス
テム
高性能冷却シス
テム 冷却コンセプト検討 高圧高温翼列設計

高温高圧
翼列試験

中圧高温翼列試験

供試翼、試験装置
製作

実用化モジュール試

排ガス再循環シ
ステム／低NOx
燃焼器の開発

排ガス再循環シ
ステム／低NOx
燃焼器の開発

燃焼器基本計画 実用燃焼器製作

中圧高温翼列試験験装置検討

実用化サイクルシステム検討

燃焼器の開発

低熱伝導率遮熱
コ ティング

燃焼器の開発

低熱伝導率遮熱
コ ティング

詳細設計 高圧燃焼装置製作 高圧燃焼試験
高圧燃焼装置基本計画

経年変化特性評価 材質改良コーティング

予算額（百万円） 324 559 615 689

コーティング

予算額（百万円） 324 559 615 689

経年変化特性評価 材質改良

高品位実用化成膜技術

試験翼への成膜

実用化溶射条件 及び 寿命評価技術



計画

研究開発計画（高湿分空気利用ガスタービン実用化技術開発）

項目（主担当） 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度

実績

技
術

①高湿分圧縮機
（日立）

②高湿分再生熱交換器

評価モデル高度化、微粒化技術 総合試験評価

術
開
発
要
素

②高湿分再生熱交換器
（住友精密）

③高湿分多缶燃焼器

材料試験・小型試験、コアの大型化

バーナー要素試験・単缶燃焼試験

総合試験評価

総合試験評価素
（日立）

④高湿分翼冷却
（日立）

ナ 要素試験 単缶燃焼試験

ハイブリッド冷却翼、高性能冷却試験
中

総合試験評価

総合試験評価

試
験

⑤３ＭＷ級検証機
（日立､住友精密､電中研）

⑥実用化技術総合試験

試験

設計

間
評
価

験 ⑥実用 技術総合試験
（日立､住友精密､電中研）

解
析

⑦ＡＴＡＨ特性解析
（電中研）

総合試験
設計 製作

３ＭＷ級検証機評価 他システム評価 総合試験評価



1．肯定的意見 2．指摘事項

事業に関する評価結果（平成22年度）

○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。位置 け 妥当 ある。

○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。

○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

○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。

○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

○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。

業である。

（各項目 ３点満点） 平 均 点

3.00 2.83
2.50

2.50 2.83 3.00

2 00
2.50
3.00
3.50
4.00

（各項目：３点満点） 平 均 点

標準偏差

0.00
0.50
1.00
1.50
2.00



○1700℃級ガスタービンの実用化技術開発は 1700℃級ガスタ ○1700℃級ガスタービン実用化技術開発では 長期信頼性等を確

提言に対する対処方針今後の研究開発の方向等に関する提言

事業に関する提言及び提言に対する対処方針（平成22年度）

○1700℃級ガスタ 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。

○1700℃級ガスタ ビン実用化技術開発では、長期信頼性等を確

認するため、実施期間の範囲内で可能な限り十分な時間をかけ
て今後試験を実施したい。

○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

○高湿分空気利用ガスタービン実用化技術では、長期信頼性、効
率、経済性等を確認するため、必要な試験のスケジュールにつ
いては、実施期間の範囲内で可能な限り十分に時間をかけて試
験を行っていく。

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。

○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 ○世界初の技術が多いなど今後この分野での技術を牽引していく

人材を育てていくとの認識を強く持 て産学官連携による研究開
学官 事業 取り組 り国際性 あ 材 育成
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
。

人材を育てていくとの認識を強く持って産学官連携による研究開
発及び人材育成の体制作りに努めていく。



【参考】第93回総合科学技術会議 優先度判定結果（２０１０年１０月）



４．先進超々臨界圧火力発電実用化要素先進超々臨界圧火力発電実用化要素
技術開発事業に関する評価の概要



従来型石炭火力発電の中で最高効率である超々臨界圧火力発電（USC）は、蒸気温
度の最高温度は６３０℃程度（送電端熱効率４２～４３％）が限界と言われてきた。しかし
ながら 近年の材料技術の進歩により ７００℃以上の蒸気温度を達成できる可能性が

事業の概要

概 要

ながら、近年の材料技術の進歩により、７００℃以上の蒸気温度を達成できる可能性が
見えてきたことから、これらの材料を活用した先進超々臨界圧火力発電技術（A-USC）
の開発を行う。
A-USCは、蒸気温度７００℃級で４６％、７５０℃級で４８％の高い送電端熱効率の達

成が可能な技術であり ２０２０年以降増大する経年石炭火力発電のリプレース及び熱

実施期間 平成２０年度～平成２８年度

成が可能な技術であり、２０２０年以降増大する経年石炭火力発電のリプレ ス及び熱
効率向上（二酸化炭素排出量低減）需要に対応するため、早急に技術開発を進める必
要がある。

実施期間

事業費総額

実 施 者

１３０億円 （うち補助金８６億円（補助率２／３））

民間事業者（㈱ＩＨＩ、住友金属工業㈱、 ㈱東芝、バブコック日立㈱、㈱日立製作所 富士電機システムズ㈱、三
菱重工業㈱、ＡＢＢ日本ベーレー㈱）菱 業㈱、 本 ㈱）

事業目標

指 標 水 準 達成度

システム設計 設計技
シ ム設計 り熱効率 を確認 達成

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%を確認 達成

ボイラ要素技術開発 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。 達成

タービン要素技術開発 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。 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。 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。 達成



プロジェクト概要 プロジェクトの
アウトプット

カスタマー プロジェクトの
アウトカム

事業のイメージ

ＣＯ２削減要求に対
して、信頼性と経済 民間企業

蒸気温度700℃級（発
電効率46％HHV）の従

来型より高い熱効率を

蒸気温度700℃級電

力産業用大容量ボイ

アウトプット アウトカム

性を両立し発電効率
に優れたＡ－ＵＳＣ
の開発

（電力会社、重工メー
カーおよびエンジニアリ

ング会社）

来型より高い熱効率を
持つA-USC技術の商用
化を2020年度までに
実現。

力産業用大容量ボイ
ラー・タービンシステム
を伴うA-USCの技術を

確立する。

○Ａ－ＵＳＣ設備概要図
（A-USC Advanced-Ultra Super Critical 送電端効率46％(HHV))

○石炭利用発電技術と熱効率
（A-USC：Advanced-Ultra Super Critical、送電端効率46％(HHV))
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西 暦※VHP:超高圧（Very High Pressure）
HP:高圧（High Pressure）
IP:中圧（Intermediate Pressure）
LP:低圧（Low Pressure）

西　　暦西　　暦

※送電端：発電所構内の所内消費電力を差し引いた電力
HHV: 高位発熱量基準（Higher Heating Value）



2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017以降

研究開発計画

 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、配置最適化、経済性試算システム設計、設計技術開発
システム
設計

要素開発 ボイラ 材料開発

高温長期材料試験（3～7万時間）

大径管、伝熱管用新材料開発、材料改良

10万時間

材料製造性検証

ビ

高温長期材料試験（3 7万時間）

ズ

溶接技術開発・試験、曲げ試験

0万時間

タービン 材料開発 材料改良仕様策定等

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

高温長期材料試験（3～7万時間） 10万時間

高温弁 構造・要素・材料開発 試作試設計

高温長期材料試験（3～7万時間） 10万時間

設備計画実缶試験・回転試験（高温弁含む） 試験、評価設備設計 設備製造、据付 実証機

本中間評価時点



ギ

1．肯定的意見 2．指摘事項

事業に関する評価結果（平成22年度）

○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。 ○開発材料の長期耐久試験は期間不足のため、正確に検証妥当 ある。

○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

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。

○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 材料開発以発したA-USCは波及効果が大いに期待できる。

○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

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。

本事業は推進すべき事業である。

（各項目 ３点満点） 平 均 点

2.83
2.33 2.33

2.33 2.50 2.50

2 00
2.50
3.00
3.50
4.00

（各項目：３点満点） 平 均 点

標準

0.00
0.50
1.00
1.50
2.00



○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 ○本事業の中核を担う材料や溶接技術等の技術に係る長期信頼

提言に対する対処方針今後の研究開発の方向等に関する提言

事業に関する提言及び提言に対する対処方針（平成22年度）

○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
性が最も重要である。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。

○本事業の中核を担う材料や溶接技術等の技術に係る長期信頼
性を確認するため、有識者を伴った定期的な技術評価を行い、
必要なデータを蓄積、検証していく。

○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。

○共同開発企業による開発分担を明確にし、効率的な体制を構築
するとともに、技術開発の絞り込みや開発スケジュールの最適
化等事業の肥大化の抑制に努める。

○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

○世界初の技術が多いなど今後この分野での技術を牽引していく
人材を育てていくとの認識を強く持って産学官連携による研究開
発及び人材育成の体制作りに努めていく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。
発及び人材育成の体制作りに努めていく。



【参考】第93回総合科学技術会議 優先度判定結果（２０１０年１０月）



評価検討会について

委員長
徳田 君代 九州工業大学大学院

情報工学研究院（機械情報系） 教授

評価検討会名称 次世代電力供給システムに係る技術に関する評価検討会

太田 有 早稲田大学 基幹理工学部
機械科学 航空学科 教授

情報工学研究院（機械情報系） 教授

評価検討会

機械科学・航空学科 教授

佐藤 郁夫 電力研究国際協力機構 中央事務局
事務局長評価検討会

委員
委員

事務局長

杉田 雄二 中部電力株式会社 参与（常務待遇）
技術本部長代理

高見 佳宏 電気事業連合会 技術開発部長

船崎 健一 岩手大学 工学部 副学部長船崎 健 岩手大学 工学部 副学部長
機械システム工学科 教授
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