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中間評価報告書概要 

 

プロジェクト名 革新的セメント製造プロセス基盤技術開発 

上位施策名  

事業担当課 住宅産業窯業建材課 

プロジェクトの目的・概要 

○セメント産業はエネルギー多消費産業の一つであり、ＣＯ２排出量は我が国産業部門の約６％を

占めている。 

○我が国セメント産業の省エネ技術は既に世界最高水準にあり、既存技術による省エネはほぼ限界

に達しているが、更なる省エネ・低炭素化に向けた取組が求められている。 

○このため、本プロジェクトでは、セメント製造プロセスで最もエネルギーを消費するクリンカの

焼成工程において、焼成温度低下等を可能とする革新的な製造プロセスの基盤技術の開発を行

い、我が国セメント産業の一層の省エネ・低炭素化を図るもの。 

予算額等（補助[補助率：2/3]）                              （単位：千円） 

開始年度 終了年度 中間評価時期 事後評価時期 事業実施主体 

平成２２年度 平成２６年度 平成２４年度 平成２７年度 セメント４社※ 

H22FY 予算額 H23FY 予算額 H24FY 予算額 総予算額(22-24) 総執行額(22-24) 

140,000 160,000 156,447 456,447 386,663 

   ※セメント４社： 宇部興産㈱、住友大阪セメント㈱、太平洋セメント㈱、三菱マテリアル㈱ 

目標・指標及び成果・達成度 

(1) 全体目標に対する成果・達成度 

個別要素技術 

 目標・指標 
成果 達成度 

最終時点 中間時点 

1.省エネ型クリンカ焼成技術開発 

 a)鉱化剤使用によるセメントクリンカ低温焼成技術開発 

実機適用への課題抽出 実験室規模の電気炉で選

定された鉱化剤種類、量、割

合及び、鉱物組成のクリンカ

についてテストキルンを用い

た製造試験を行い、実機焼

成 で の 焼 成 温 度 低 減

（100℃）を図るための焼成条

件を明確化。 

・廃棄物の賦存量調査では、想定した廃

棄物（F 系、石膏系）について賦存量を調

査し、安定供給の可能性を確認した。 

実験室規模電気炉での鉱化剤の最適

化では、焼成温度低減（100℃～150℃低

減）効果のある鉱化剤を用いて、電気炉

による試験により生成クリンカ物性確保

を計れる添加量、配合割合および焼成条

件等を把握した。 

達成 
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テストキルンを用いた製造試験では、実

験室規模の電気炉で選定された鉱化剤

種類、量、割合及び、鉱物組成のクリンカ

について試製し、実機焼成での焼成温度

低減(100℃)を図るための焼成条件を明

確化した。 

 

b)鉱物組成変更による省エネ型クリンカ焼成技術開発 

鉱物組成変更による省エ

ネ型クリンカ焼成における

諸条件の最適化および実

機焼成における課題抽出 

ｱ) ビーライト活性化によるク

リンカ開発 

 テストキルンによる焼成試

験等に基づき、実機焼成に

より普通ポルトランドセメント

同等品質を達成するための

製造条件を明確化。 

 

ｲ) ビーライト－アウイン系ク

リンカ開発 

 テストキルンによる試験焼

成の結果等に基づき、実機

焼成試験を行い、実機製造

における運転管理や設備面

での課題等を明確化。 

ｱ)ビーライト活性化による低カルシウム型

クリンカの開発 

・電気炉による添加剤の種類や量、焼成

条件および粉砕条件等がビーライトの水

和活性に及ぼす影響の調査を行い、普

通ポルトランドセメント同等品質を目標と

するビーライト活性化を達成するため

の、添加剤種類や量等の使用条件、焼

成条件および粉砕条件を明確化した。 

・前項の結果を踏まえてテストキルンによ

る焼成試験を行い、実機焼成により普通

ポルトランドセメント同等品質を達成する

ための製造条件を明確化し、実機焼成

に向けた課題の整理を行った。 

ｲ)ビーライト－アウイン系クリンカの開発 

・電気炉により、普通ポルトランドセメント

同等品質を目標とする鉱物組成および

焼成条件を明確化した。 

・テストキルンにより、クリンカの焼成製造

条件を明確化した。 

・L/D が実機同等の大型テストキルンによ

り、実機製造における焼成面での運転管

理や設備面での課題等を明らかにした。 

・大型テストキルンにより得たビーライトア

ウインクリンカは、仕上げ石膏添加の種

類、量、粉末度などの最適化が必要であ

ることを明らかにし、その最適条件を明

確化した。最適化したセメントを用いて、

コンクリートのフレッシュ性状、強度発

現、耐久性を評価し普通ポルトランドセメ

ント代替としての特徴を明らかにした。 

・水和基礎解析を行い品質の最適化条件

に及ぼす因子を明確化した。 

 

一部 

達成 

c)省エネセメントの開発 

製造プロセス実用化に向

けた技術的課題を抽出し、

エネルギー原単位８％削減

を可能とする製造プロセス

の検討 

省エネ型クリンカ等の性能

を把握の上クリンカ性能の効

果的利用方法を検討し、クリ

ンカ性能向上のための方策

の提案を行う。 

・クリンカ性能の効果的利用方法の探索

では、省エネ型クリンカ等の性能を把握

し、それを基にクリンカ性能の効果的利

用方法を提案した。 

・省エネセメントの創出では、前項の提案

達成 
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に基づく品質設計を行うと同時に、国内

外のセメントの規格調査により規格整備

の必要性や品質要件の整理等製品化

に向けた課題の整理を行った。決定した

省エネセメントの品質設計が JIS 規格外

であることが課題として挙げられた。 

・その他技術の調査では、必要に応じて

クリンカ性能を向上させる技術等に関す

る調査を行い、クリンカ性能向上のため

の方策提案を行った。特に高間隙質クリ

ンカについて、テストキルンによる焼成

試験を行い、実機焼成に向けた課題の

整理を行った。 

 

2.クリンカ焼成プロセスのシミュレーション解析 

 革新的セメント製造プロセ

スの課題抽出 

①セメントプロセス全体シミュ

レータの開発及び 

②焼成システムを考慮できる

統合シミュレータの開発を行

い、それらからエネルギー原

単位低減に向けた影響因子

を定量化することにより、革

新的セメント製造プロセス設

計の課題抽出を行う。 

セメントプロセス全体シミュレータの開発

では、原料余熱工程を含むプロセス全体

に拡張したセメント全体シミュレータを製

作し、さらに、理想的なﾌプラント検討のた

めの[KilnSimu+(流動層版)]を製作し

た。 

このセメント全体シミュレータを使用

し、電気炉・実機キルン及びテストキルン

実験より得られたクリンカ生成反応パラメ

ータ等のチューニングを行い、特定の実

機プラントデータと合致できるようにした。 

焼成システムを考慮できる統合シミュレ

ータの開発では、[Fluent]を用いた微粉

炭燃焼解析を実施し、バーナ燃焼フレー

ム形状およびキルン内温度分布等を予

測し、 [微粉炭燃焼によるキルン内雰囲

気温度分布推算]と[キルン内クリンカ温

度分布推算]との連成解析を行い、特定

の実機キルン運転実績と合致できるよう

にした。 

革新的セメント製造プロセス設計の課

題抽出では、上記のシミュレータを用い、

既存プラントの省エネルギーに係わる重

要因子を抽出し、設備・運転変更への評

価を実施した。さらに、クリンカ焼成から

見た理想的なプラント設計への指針抽出

し、省エネルギーポテンシャル値の予測

を行った。 

 

達成 

3.クリンカ焼成プロセスの計測技術開発 

 a)スペクトル計測等によるキルン内温度計測技術開発 

スペクトル計測等による

実機キルンへ適用ができる

キルン内温度計測技術の

スペクトル計測等による技

術選定を行い、炉内環境模

擬試験装置による原理確認

①計測対象である放射源（クリンカ）の温

度のみを計測可能とする装置を作製し

一部 

達成 
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確立 と温度計測手法の確立と実

機キルンにおける実証試験

により、実機キルンへ適用が

できるキルン内温度計測技

術の確立を目指す。 

①実機キルン内スペクトル計

測等による温度計測技術の

選定 

②炉内環境模擬試験装置に

よる原理確認と温度計測手

法の確立 

③実機キルンにおける実証

試験 

た。 

②実機キルン内の環境を構成する要因の

うち、ガスおよび粉塵の温度と粉塵の濃

度の状態を模擬できる炉内環境模擬試

験装置の設計製作を行なった。同装置

を使い、ガス温度、粉塵温度、粉塵濃

度、カリウム添加量、等を変量した実験

を行い、熱電対等による実測値との比

較から、新しく提案した温度計測方法の

妥当性や精度の確認を実行している。 

③温度計測装置は、空冷による冷却で実

機キルン周辺の高温環境下で正常に機

能することを確認した。温度計測技術に

ついては、新しく開発した温度計測技術

の妥当性の確認や問題点を抽出するた

めに計測装置の改造を実施している。 

 

b)放射温度計等によるキルン内温度計測技術開発 

窯前（キルン出口部）から

キルン内部を分光測定する

ことにより、キルン内部のガ

ス温度等の温度計測を可

能とする技術の確立 

①キルン内部の温度計測を

行うため、窯前（キルン出口

部）よりキルン内部の分光測

定の実施、及びキルン二次

空気含塵濃度測定装置の開

発を実施し、単色放射温度

計、二色放射温度計での含

塵濃度の影響を評価する。 

②キルン内部の温度計測を

直接行うため、キルンセルに

熱電対を直接挿入し信号を

無線等にて伝送するシステ

ムの開発を実施し、高温セル

上での装着・耐久性等を評

価し、6 ヶ月以上の耐用を目

指す。 

③キルン操業状態と①②で

得られる温度分布との関連

を評価する。 

①分光光度測定により特定の吸収波長域

を確認した。又、キルン二次空気含塵濃

度測定 及び 単色放射温度計、二色放

射温度計の含塵濃度等の測定外乱の

影響を評価した。 

②キルンセルに熱電対を直接挿入し信号

を無線等にて伝送するシステムをロータ

リーキルンに実装してキルン内部の原

料温度測定を実施した。伝送システム

の６ヵ月以上の耐久性を確認、熱電対

は保護管材質等を変えて測定した結

果、定期的な交換が必要であることを確

認した。 

③放射温度計により測定した焼点温度 お

よび 熱電対により測定したキルン内部

原料温度とクリンカ焼成度との関連を調

査し、各所温度測定値の寄与度を評価

した。 

 

達成 

 

(2) 目標及び計画の変更の有無 無 

 

＜共通指標＞ 

論文数 
論文の 

被引用度数 
特許等件数 

（出願を含む） 
特許権の
実施件数 

ライセンス
供与数 

取得ライセ
ンス料 

0 0 2 0 0 0 
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評価概要 

１．事業の目的・政策的位置付けの妥当性 

 セメント産業は、我が国の国土保全、社会インフラの整備の観点から重要度の高い産業である一

方で、エネルギー多消費産業の中で主要な原料を国内自給できる唯一の産業であり、現在、世界最

高水準にある我が国のセメント産業におけるエネルギー効率を更に飛躍的に向上させる省エネ技

術の開発は、セメント産業が今後国の内外で伸びるための重要なキーテクノロジーであり、本プロ

ジェクトは、意義あるものと評価する。 

 エネルギー原単位の飛躍的な削減を可能とする製造技術の開発にあたっては、技術的にもチャレ

ンジングなテーマであり、新規性・革新性が求められる事業であることから、一企業の努力あるい

は協会のような民間団体の努力によることは不可能に近く、効率的でもないため、国がプロジェク

トとして援助し、セメント会社が協働し各々が得意な分野を担当していく研究技術開発フレーム

は、必要でかつ効率の良いものと考えられ、また、省エネルギーは国家戦略とも合致し、事業の成

果は日本の省エネ・低炭素化に大きく貢献することから、国の事業としての妥当性は十分にある。 

 また、中国、東南アジアを中心にセメントの需要が急速に増しており、今後とも拡大と発展が予

測される世界のマーケットにおいて、セメントの製造技術では世界をリードしている我が国のセメ

ント産業が、セメントメジャーに対して存在感を高めていく革新技術を世界へ発信する意義は極め

て高い。 

 なお、セメント会社４社の協働体制は有力であるが、今後最終目標を達成するに際しての取りま

とめを担当する会社の主導的な役割が、国とともに特に重要になってくる。 

 

２．研究開発等の目標の妥当性 

 事前研究の結果および種々の制約条件から、研究開発等の目標をセメントの製造プロセスで最も

エネルギーを消費するクリンカの焼成工程に置き、エネルギー原単位を８％削減する定量的設定を

していることは、適切かつ妥当と評価する。 

 我が国のセメント製造技術は、SP/NSP キルンや廃棄物受入れ等において世界を先導しているも

のの、欧米のセメントメジャーや中国・インドに製造量等で大きく水をあけられている現状であり、

世界トップ水準の技術をベースに更に環境に配慮した製造技術を確立して、世界のマーケットで存

在感を高めていくことが期待される。 

 なお、製造するセメントのすべての性能を普通ポルトランドセメントと同等とする目標は、厳し

い設定であるが、最初の中間の目標としては妥当と評価した。 

 ８％のエネルギー原単位削減を、何によって実現するかという点が曖昧であり、また、中間評価

時点等で達成すべき水準・指標の設定に具体性に欠くと感じられる部分があるため、結果の評価に

対して主観が入り込む余地が残される点が懸念される。これらの観点から、後期プロジェクトでは、

前期 3年の研究成果をふまえ、焼成温度の低減、クリンカの一部の混合材置換、キルンアスペクト

比の最適化、空燃比変更など、どの技術でどれだけのエネルギー削減を目指すのかを明確化すべき

である。 

 セメント各社が個々のテーマを実施しているが、個々の研究開発項目の目標達成に対する貢献の
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度合い、目標値の定量化あるいは相互の関係が必ずしも明確ではない。今後最終目標達成に向けて、

ある程度実験結果を共有化する、研究開発を重点化するなど効果的な実施に向けた工夫が必要では

ないか。 

 

３．成果、目標の達成度の妥当性 

 総合的に見ると、ほぼスケジュールに沿って実験が行われ着実に研究が進んでおり、セメント製

造技術における省エネ・低炭素化を実現するための中間目標であるエネルギー原単位の８％削減の

可能性が見込める成果を上げていると評価する。 

 各個別要素技術の開発については、一部未達成の部分はあるものの、概ね目標を達成しており、

全体目標達成の可能性が見込めるに十分な成果を上げていると評価する。特に、キルン内での温度

計測精度の向上技術の開発は、セメントキルンでの低温焼成の安定操業に不可欠であり、現行のキ

ルン焼成にも適用でき、より効率的なキルン操業への寄与が期待される。 

 なお、開発成果については、積極的に論文の投稿や学会で発表すべきである。論文となっていな

いことは、開発時に得られた様々なデータが後に使えるように整理されていないのではないかと危

惧される。開発結果を単なる経験知として残すのではなく、汎用的に利用できる技術とするために

も、論文投稿や学会での発表を積極的に検討すべきである。 

 また、実用化に必要な国際特許出願や国際規格化に関する計画を明確にすべきである。得られた

成果を欧米のセメントメジャーや中国・インド等のセメント会社との対応にどのように用いるかが

明確でないため、遅すぎることのないように、国際特許の出願と国際標準の形成について、最終目

標に対して初期の段階から明確にすべきである。 

 実験の結果出てきた様々な問題点については、各々の対策や検討期間を明示すべきである。 

 「革新的プロセスの設計提案」については、どの様な提案がされたか明確でなく、安易な目標変

更はすべきでないが、基本計画の最終目標達成を前提として、3年間の成果をふまえ、早期実用化

を目指して後期計画の見直しも検討すべきである。 

 

４．事業化、波及効果についての妥当性 

 普通ポルトランドセメントと同等の品質のものを開発対象としていることから、セメントの使い

易さも同等と考えられ、コストパフォーマンスの良い技術が開発できれば、現行の流通ルート等が

そのまま使える等の見通しが示されており、事業化は進むと考えられ、大きな波及効果が期待でき

る。 

 また、セメントキルン内での温度の計測精度の向上技術とクリンカ焼成プロセスのシミュレーシ

ョン解析技術の向上は、現行のキルンの操業システムにも直ちに効率的に影響を及ぼし、省エネ効

果を発揮するものと予想される。 

 我が国のセメント製造技術におけるエネルギー効率自体が現在世界最高水準であり、それを大き

く上回るエネルギー効率を達成することは、他国に追随を許さぬ国際競争力を持つこととなり、海

外への技術移転、国内他産業への技術の応用等、波及効果は大いに期待できるものと評価する。 

 なお、事業化の見通しは十分に高いものの、事業化に向けたシナリオが示されておらず、事業化

まではクリアすべき問題が多いと思われるところ、研究開発終了後の展開を含めた、プロセスをで
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きるだけ明確にしてほしい。 

 また、後期の２年間については、現状のプラントに付加することができる技術、現状のプラント

の設備改良が必要な技術、新規プラント建設時に使える技術等に分類し、それぞれについて実現可

能時期を明示すべきである。 

 更に、我が国のセメントの製造・販売ルートの現状を勘案すれば、全社の各セメント工場で同時

に製造・出荷しない場合、当初の計画のような普通ポルトランドセメント置換による省エネ効果が

発揮されない恐れがある。そのため、中間目標における省エネ型クリンカ焼成技術開発の３種類の

技術を、最終目標では１種類に絞って開発することが、省エネ効果を最大化するために必要ではな

いか。 

 

５．研究開発マネジメント・体制・資金・費用対効果等の妥当性 

 本プロジェクトには、我が国のセメント業界を代表する会社がすべて参加しており、更に、研究

開発チームの構成、プロジェクトリーダーの統括、実施者間の連携は、目標を達成するために効率

的に実施出来ており、研究の進捗管理のための全体会議を持つなど、目標達成のための実施体制は

妥当であると評価する。 

 また、本目標が達成できた際の種々の効果を考慮すれば、資金配分は適切であり、費用対効果の

高い研究開発となることが期待できる。 

 なお、実施者間の連携/競争が十分に行われた体制かは、報告書だけでは十分に判らないので、

打ち合わせの回数と内容等を記入する様にした方がよいと思われる。 

 流動層プラントも、「セメントプロセス全体のシミュレータ」の中で検討されており、今後有力

な省エネのセメント製造技術と考えられるが、本研究の中での最終目標における位置付けを明確に

してもらいたい。 

 

６．総合評価 

 事業は良好に進行していると判断され、有用な成果を挙げつつあると評価する。今後の成果、事

業化が大いに期待できる。 

 省エネという切り口で見た時の新しいセメント製造法の研究であり、このプロジェクト自体は十

分に評価できる。 

 革新的なセメント製造技術の実用化が、欧米のセメントメジャーと中国やインドなどのセメント

会社との競争の糧となることが期待できる。 

 エネルギー多消費のセメント産業では、１％のエネルギー削減でも、トータルで見れば大きなエ

ネルギー削減となる。本プロジェクトは、セメント製造プロセスの中でも中心的な位置を占めるク

リンカ焼成工程の省エネルギーを対象としており、事業としての位置づけは適切と考える。事業内

容についても着実に成果を挙げており、事業終了時には実用化に繋がる成果が出ることが期待でき

る。 

 セメント産業は、我が国のインフラの整備を支える基幹産業のひとつであり、国土保全や震災復

興の観点から重要度は高まっているが、大量の化石燃料の消費と二酸化炭素の排出を伴うことか

ら、我が国の製造業全体に占める省資源、省エネに対する影響度も大きい。本事業はこれらの課題
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の解決に向けた、重要な技術開発であり、今後実用化に向けた研究開発の進展を期待したい。 

 なお、個別要素技術開発相互の連携に乏しい点が懸念され、一部連合して同じ研究テーマを研究

して相乗的に成果を上げて波及効果をもたらすような仕組みも考えたほうが良いと思われる。 

 実験でわかった問題点とその対策を常に示すようにお願いしたい。 

 ８％の省エネルギーを達成する手段として、要素技術の様々な組合せが可能である。技術的難易

度、コスト、達成可能時期の３面から研究開発対象を明確にし、開発資源を集中させ効率よく後期

の研究を実施していただきたい。 

 

７．今後の研究開発の方向等に関する提言 

 限られた期間内で事業化を目指すためには、各研究テーマについて、優先順位を決め、それにマ

ンパワーを集中することも必要ではないか。 

 我が国のセメント会社が世界の市場で存在感を示すためには、国内のセメント会社が一致し、普

通ポルトランドセメントを革新セメントに置き換えた製造・販売できるシステムの確立が重要であ

り、そのためには、要素技術の「省エネ型クリンカ焼成技術」を１種類に絞り込むことが必要では

ないか。 

 また、本プロジェクトで開発したセメントキルン内での温度の計測技術とクリンカ焼成プロセス

のシミュレーション解析技術を向上させ、世界のセメント会社をリードできるのではないか。 

 シミュレーション解析の精度を上げるには、実プラントのキルン内温度等のデータが不可欠であ

り、逆に、シミュレーションで最適化された条件でどの程度の省エネルギーが達成できるかについ

て実プラントでの検証も不可欠である点を考慮すれば、究極の省エネプラント開発には、４社にお

ける情報伝達を密に協力していくことが重要であり、共有すべき情報を明確化し相互協力を実質化

していただきたい。 

 基本計画の最終目標は「実用化への技術課題を明確にする」ということであるが、解決できない

技術課題を明確にしても意味がない。今後の研究開発での最終目標は、より具体的に実用化への道

筋がわかる目標を設定していただきたい。 

 実用化に向けた経済性に関する検討がなされていないが、たとえ良い技術であっても経済的に成

り立つ可能性がない技術は開発しても仕方がなく、目標値達成のみに注力して実用性に乏しい研究

にならないよう注意していただきたい。 

 近年、セメント産業には、省エネ化の推進、温室効果ガスの削減に加え、産業副産物・産業廃棄

物受入量の拡大に向けた検討が求められている。それらの課題を個々に検討し研究開発に取り組む

ことは非効率的であり、また、お互いの効果が相殺してしまう可能性もあることから、セメント製

造全体における大きな課題は何か、その解決にあたり検討すべき項目は何か、更に、それらの項目

全ての最適化はどこに求められるのかを考えた研究開発を是非進めて欲しい。 
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評点結果 

評点
A

委員
B

委員
C

委員
E

委員

 １．事業の目的・政策的位置付けの妥当性 3.00 3 3 3 3

 ２．研究開発等の目標の妥当性 2.20 1 2 3 3

 ３．成果、目標の達成度の妥当性 2.20 2 2 2 3

 ４．事業化、波及効果についての妥当性 2.00 3 1 2 3

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

 ６．総合評価 2.40 2 2 3 3

1
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2

評点法による評点結果

（革新的セメント製造プロセス基盤技術開発）
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