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１．プロジェクトの概要 

概   要 

実施期間 

予算総額 

実  施  者 

統括リーダー 

○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。 

 平成２２年度～平成２６年度（５年間） 

 総額７．４億円[予定]（補助 [補助率：２/３]） 
   （平成２２年度：１．４億円  平成２３年度：１．６億円  平成２４年度：１．６億円） 

 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㈱ 

 平尾 宙   太平洋セメント㈱ 中央研究所 
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原料工程 焼成工程 仕上工程 

原料ミル 

SP/NSP 

ロータリーキルン 

仕上ミル 

予備粉砕機 
混合機 

・ 石灰石 
・ 粘土 
・ 珪石 
・ その他原料 

・ 石膏 ・ フライアッシュ 
・高炉 スラグ粉 

出荷 

・ クリンカ 

・ 石炭 

石炭ミル 

エアビーム式クーラー 

 高効率原料ミルの導入  ＳＰ/ＮＳＰの導入 

 エアビーム式クーラーの導入 

 竪型石炭ミルの導入 

 廃熱発電の導入 

 廃棄物由来燃料代替物の導入 

 高効率予備粉砕機の導入 

 スラグ粉砕の高効率化 

 混合セメントの出荷比率増 

 セメント製造工程の熱エネルギー消費の約８割は、クリンカ（セメントの中間体）
製造工程におけるものであり、焼成工程での省エネ効果の寄与が大きい。  

（参考） セメント製造工程における既存の省エネ技術 
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SP（ｻｽﾍﾟﾝｼｮﾝﾌﾟﾚﾋｰﾀｰ）方式 ： 
4段（or5段）のサイクロンを連結し、キルンから供給される燃焼排
ガスにより原料を予熱。 

NSP（ﾆｭｰｻｽﾍﾟﾝｼｮﾝﾌﾟﾚﾋｰﾀｰ）方式 ： 
最下段部にも仮焼炉があり、ここで原料の加熱を積極的に行い石
灰石の脱炭酸を促進。 

 セメント省エネ技術のうち、最も効率的なものは、ＳＰ/ＮＳＰの導入であるが、
我が国では既に１００％達成。 

①原料はプレヒーター上段より投入され、キルン側からの熱風により予
熱される。各ステージで熱交換してプレヒーター下段に到達すると
1000℃前後で仮焼され、石灰石の脱炭酸が進行する。 

②次にロータリーキルンの最高温部（焼成帯）で1450℃以上の温度で

焼成され、ここで原料どうしの最終的な化学反応（クリンカ鉱物の生
成反応）が進行する。このとき、焼成物の一部が融液となり造粒が進
む結果、塊状のクリンカーとなる。 

③クリンカーは、主バーナ下を通過するとクリンカークーラに落ち、直ち
に冷却される。 

① 原料投入 

①
仮
焼
炉 

② ロータリーキルン 

③ 主バーナ 

③ クリンカクーラ 

NSPキルンの構造 

サスペンジョン・プレヒーター（SP）／ニュー・サスペンジョンプレヒーター（NSP) 
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● 省エネルギー技術戦略2011（NEDO、経済産業省）における「省エネ型製造プロセス」 

２．プロジェクトの目的・政策的位置付け 
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● グリーン政策大綱（国家戦略室）における「省エネのさらなる深化－産業部門」 

（出典） 第１７回エネルギー・環境会議（２０１２．１１．２７）配布資料より 



7 



8 

３．目標 （全体） 

全体目標 妥当性・設定理由・根拠等 
［中間目標：平成２４年度］ 
 焼成温度低下等を実現する省エネ型ク

リンカ焼成システムの要素技術を開発し、

単位セメント製造重量当たりのエネルギ

ー消費量（以下、「エネルギー原単位」と

いう。）8％削減を目標とする革新的プロセ

スの設計提案を行い評価する。 

［最終目標：平成２６年度］ 
 エネルギー原単位を8％削減するセメン

ト製造プロセス全体の設計提案を行い、

実験的検証によって実用化への技術課題

を明確にする。  

 平成21年度NEDO事前研究によると、鉱化剤使用に

おいては、100～150℃の焼成温度低減によるエネル

ギー原単位削減割合は2～3％にとどまる。また、セメ

ント強度向上効果によりクリンカの一部を石灰石等の

混和材に置き換えるには、普通ポルトランンドセメント

のJIS規格により混和材添加率に制限があり、クリン

カ使用量削減によるエネルギー原単位削減割合は

5％以下となる。そのため、現段階で想定できるエネ

ルギー原単位削減量は、7～8％程度となる。 

 一方、平成21年度NEDO先導調査によれば、理論

的には、ビーライト割合約20％の普通ポルトランンド

セメントに比べ、例えばビーライト割合約60％の低熱

ポルトランドセメントは、約6％のエネルギー原単位削

減が、また、ビーライト－アウイン系クリンカは鉱物組

成の変化に応じ、6～20％のエネルギー原単位削減

が期待できる。 
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原料 

クリンカ 

セメントキルン 

キルン 
バーナ 

（参考） 全体目標達成に向けた要素技術開発 

（１）省エネ型クリンカ焼成技術 － 焼成エネルギーの低減 

 鉱化剤による焼成温度低下効果や、生成に高温(１４５０℃)が必須

となるエーライト成分比率を低下させることによって、従来のセメント

と同程度の品質を保ちながら、焼成温度低減が可能となる革新的な

省エネセメントを開発する。  

 
（２）クリンカ焼成プロセスのｼﾐｭﾚｰｼｮﾝ解析技術 

－ 焼成プロセスの解析 

 従来、セメント工場におけるキルンの運転条件は、長年の経験の
蓄積により決定されたものであり、新たに開発したセメントの工場生
産の立上げに際しては、こうした運転条件の最適化に相当の時間が
必要とされるところ。 
 このため、省エネセメントの迅速な実用化に寄与するため、クリンカ
焼成プロセスのシミュレーション解析技術を開発する。  
 

（３）クリンカ焼成プロセスの温度計測技術 
－ キルン内温度の把握 

 より低い温度で焼成を行う際には精密な温度管理が必要となるが、

キルン内は非常に高温であり、従来その計測は十分には行われて

いないため、新たにキルン内の温度計測技術の確立を図る。  
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(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 
  フッ素系化合物や硫酸系化合物の添加

による焼成温度低下効果を応用 

(b)鉱物組成変更による省エネ型クリンカ焼成技術開発 
クリンカ成分のうち、エーライトはセメントの強度発現をになう主成分であるが、その生成プロセスには
キルン内での高温焼成（1450℃）が必要不可欠。 

一方、ビーライトは、エーライトに比べ初期の強度発現が劣る（一般のポルトランドセメントでは、ビーラ
イトの含有量は少ない）。しかし、エーライトよりも焼成温度が低く、省エネ化の観点からは優れる。 

本技術開発ではビーライトの初期強度発現性を高めるため、冷却速度等の製造条件調整によるビー
ライト成分の水和性向上や、焼成温度が低く反応性の高い鉱物（アウィン：カルシウムサルフォアルミ
ネート[3CaO・3Al2O3・CaSO4]）を検討する。 

要素技術 （１）省エネ型クリンカ焼成技術 

(c)省エネセメントの開発 
  上記クリンカを基材とし、クリンカの一部を混和材で置換する手法も併用した省エネセメントの開

発を検討する。 

1550 

1500 

1450 

1400 

1350 

2.0 4.0 6.0 

焼
 
成

 
温

 
度

 
（
℃

）
 

CaSO4・2H2O 添加量 (Wt.%) 

CaF2    0% 

CaF2  0.25% 

CaF2  0.50% 
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構成化合物 略号 化学組成 性   質 

エーライト Ｃ３Ｓ ３ＣａＯ・ＳｉＯ２ 
・中等度の水和速度を有し、初期・長期の強さ発現性に
優れる。 

ビーライト Ｃ２Ｓ ２ＣａＯ・ＳｉＯ２ 
・水和速度が遅く、初期強さの発現性に劣るが、長期にわ
たり水和を継続するため、終局強さに寄与。 

アルミネート相 Ｃ３Ａ ３ＣａＯ・Ａｌ２Ｏ３ 
・水和速度が非常に速く、初期強さに寄与するが、長期強
さへの寄与は小さい。 

フェライト相 Ｃ４ＡＦ ４ＣａＯ・Ａｌ２Ｏ３・Ｆｅ２Ｏ３ 

・水和速度、強さ、水和熱、化学的抵抗性、乾燥収縮性状
のいずれにおいても中等度であり、他の成分と比べ特段
の特徴がない。 

（参考）クリンカの成分 

A：エーライト 
B：ビーライト 

クリンカの顕微鏡写真 

A,Bの間の白く見える部分が 
アルミネート相及びフェライト相 
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(熱流体解析ソフト) 

[Fluent] 

[KilnSimu＋] 開発 
[KilnSimu＋（流動層版）] 開発 

(キルンシミュレータ)[KilnSimu] 

連成ソフト開発 
（双方向連成） 

＜統合シミュレータの開発＞ 

＜セメント全体シミュレータの開発＞ 微粉炭燃焼解析 

原料～クーラー工程まで範囲拡張 

をﾍﾞｰｽに 

・クリンカ生成反応速度実験 
  （電気炉・テストキルン） 
・実操業プラントデータ 

設定パラメータ検討 

実機プラント モデル化 テストキルン モデル化 

省エネルギー運転評価/ポテンシャル量予測 

＜革新的製造プロセス設計の課題抽出＞ 

＜既存プラントの省エネルギーに係わる重要因子の抽出＞ 
＜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＞ 

ツール開発 

ツール利用 

要素技術 （２）クリンカ焼成プロセスのｼﾐｭﾚｰｼｮﾝ解析技術 
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測定点・焦点距離を変え 
 ｷﾙﾝ制御に最適な点を決定 

波長 

発光 
強度 

K原子吸収ｽﾍﾟｸﾄﾙ等 
 （766.5nm、769.9nm） 

演算 

処理 

温度 

関連情報 
の活用 

●複数個所 
  測定データ 
●二次空気温度 
●キルンフッド壁 
  温度・熱流速 

（a）スペクトル計測等によるキルン内温度計測技術開発 

（b）放射温度計等によるキルン内温度計測技術開発  

バーナー 

熱電対 

放射温度計 

仮焼帯 
（L/D＞10） 

キルンフット 

クリンカクーラー 

焼成帯 

粉塵 

クリンカ 

※測定法の妥当性を「炉内環境模擬試験装置」によって検証 

①放射温度計に
よるキルン焼成
帯の温度計測
手法確立 

②熱電対によるキルン内部
温度の直接計測を行い、
他の操業・品質データと
の関連性を調査 

要素技術 （３）クリンカ焼成プロセスの温度計測技術 
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要素技術 目標・指標 妥当性・設定理由・根拠等 

(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 

 実験室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、テストキルンにて

製造試験を行い、実機焼成での焼

成温度低減の焼成条件を明確化。 

 セメント焼成エネルギ－低減技術の一つとして

鉱化剤を用いた焼成温度低下技術があるが、

国内においては鉱化剤の実機製造による適用

は十分に行われておらず、その技術を確立する

ことは重要。 

(b)鉱物組成

変更による省

エネ型クリンカ

焼成技術開発 

 

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。 

 セメント焼成エネルギ－低減のための技術の

一つとして石灰石の割合を減じる方法があるが、

セメントの強度が低くなるという問題があった。 

 これに対して、NEDO先導調査の結果より以下

の方策が有効と判断された。 

ｱ) ビーライトそのものの水和活性を高める方法

（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）及び  

ｲ) ビーライトに水和活性の高いアウインを共存

させる方法（ビーライト－アウイン系クリンカの

開発） 

３．目標  （要素技術） 
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要素技術 目標・指標 妥当性・設定理由・根拠等 
(c)省エネ

セメントの

開発 

 

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

性能向上の方策提案を行う。 

エネルギー原単位削減手法として、クリンカの一部を混

和材で置換する方法があり、上記省エネ型クリンカ等を

基材とした場合、それらの性能を最大限に引出しつつ、

更なる省エネ性能向上が可能である。 

(2) クリンカ焼成プロセスのシミュレーション解析 

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。 

 

 キルン内では、複雑な化学反応を行いながらクリンカ

を生成しているが、この化学反応は各温度で連続的に

行われ、また内部循環している物質等もあり、現在もこ

の化学反応の詳細が追及できていない。 

 このキルン内部等のプラント運転の状況を解明するこ

とができれば、 

 ・ 運転操作条件の最適化 

 ・ 省エネ運転化 

 ・ 運転トラブルのメカニズム把握及び対策 

 ・ 新プロセス開発 

の大きな指針となり、セメント製造プロセスを考える上で

も非常に重要であるが、実際のクリンカ生成モデル化技

術は未だ発展途上であるため、実プラントと同様の燃焼

システムを考慮できる統合シミュレータを開発するもの 
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要素技術 目標・指標 妥当性・設定理由・根拠等 
(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技術選定

を行い、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を選定。 

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を確立。 

③実機キルンにおける実証試験。 

 

 低温焼成を行う場合、通常の焼成に比べ

焼成温度変化による品質への影響は大き

く、また、セメントキルンは「原料や燃料の

品質変動」、「コーチングの落下による原料

移動速度変化」等の様々な外乱があるた

め、キルン低温焼成の安定運転を行うた

めには、温度計測の精度向上が必須。 

 また、本事業で開発する省エネセメントは

従来のセメントと較べ低温域での焼成を行

うが、こういった低温焼成ではクリンカ粒径

が小さくなり相対的にクリンカクーラからの

粉塵の影響が大きくなるため、現在使用し

ている放射温度計計測では精度の低下が

懸念された。 

 このため、キルン内から放出されるスペ

クトル等を利用し、粉塵による影響を受け

にくい温度計測方法の開発が必要である。 
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要素技術 目標・指標 妥当性・設定理由・根拠等 
(b)放射温度計等に

よるキルン内温度

計測技術開発 

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。 

 

 セメントキルンでの温度測定は

従来、キルン入口及びキルン出口

でのガス温度測定のみであり、キ

ルン内部のガス温度等の温度計

測は十分に行われておらず、キル

ンの内部状況を知る上で直接的

かつ連続的な温度測定は重要で

ある。 
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４．成果、目標の達成度 
要素技術 目標・指標 成  果 達成度 

 (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。 
・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。 

達成 

(b)鉱物組成変

更による省エ

ネ型クリンカ焼

成技術開発  

 

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

造条件を明確化する。 

 

・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。 
 

達成 
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要素技術 目標・指標 成  果 達成度 
(b)鉱物組

成変更によ

る省エネ型

クリンカ焼

成技術開発  

 

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

確化する。 

・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  

 

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 

達成 
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要素技術 目標・指標 成  果 達成度 
 (2)クリンカ焼成プロセスのシミュレーション解析 

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 
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要素技術 目標・指標 成  果 達成度 
 (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技術選

定を行い、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を選

定する。 
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を

確立する。 
③実機キルンにおける実証試

験を行う。 

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。 

一部 
達成 
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要素技術 目標・指標 成  果 達成度 

(b)放射温度計等による

キルン内温度計測技術開

発 

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 
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５．事業化、波及効果 
 
●事業化の見通し 
 本基盤研究においては全セメント生産量の約80％を占める普通ポルトランドセ

メントと同等の品質確保を目標としているため、開発した技術が実用化すれば、
現行製品を置き換えることになる。したがって、現行の販売ルートや販売先等を
そのまま利用することが可能であり、開発した技術の普及が進みやすく、かつ省
エネ効果が産業全体に波及すると予想される。 
 
●波及効果 
 国内のセメント生産量がここ数年減少傾向である一方で、世界におけるセメント
需要は、BRICs に代表される新興国の経済発展に伴い年々増加の一途を辿っ
ていることから、当該産業におけるCO2 排出抑制を目的とした省エネ技術開発
は、国際的にも極めて重要な課題である。 
 したがって、我が国が省エネリーディングカントリーとしてセメント製造に関する
革新的な省エネ技術を確立し世界に発信していくことは、グローバルな省エネ・
低炭素化に貢献するとともに、この結果として、国内セメント産業の国際競争力
強化にも繋がることになる。 
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６．研究開発マネジメント・体制等 （開発計画） 
実施項目／年度(平成) ２２ ２３ ２４ ２５ ２６ 

Ⅰ．省エネ型クリンカ焼成システムのための要素技術開発 

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 

(b)鉱物組成変更による省
エネ型クリンカ焼成技術開
発 

(c)省エネセメントの開発 

２．クリンカ焼成プロセスの 
シミュレーション解析 
 
 

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 

(b)放射温度計等によるキ
ルン内温度計測技術開発 

Ⅱ．革新的セメント製造プロセ
スの設計 

鉱化剤最適化 テストキルン焼成 

ﾋﾞｰﾗｲﾄ活性化影響調査 

ビーライト活性化 テストキルン焼成 

ｱｳｨﾝ系 影響調査 

アウィン系 テスト／実機キルン焼成 

ｸﾘﾝｶ性能利用 省エネセメントの創出 

全体シュミレータ開発 

統合シュミレータ開発 
ﾐﾆﾌﾟﾗﾝﾄ省
ｴﾈ評価 

実機ｷﾙﾝ内ｽﾍﾟｸﾄﾙ計測技術選定 

実機実証 

焼点温度測定技術開発 

操業評価 

要素技術開発融合 

ｸﾘﾝｶ性能利用 

キルンセル熱電対埋込み 

炉内環境模擬試験装置 

ｺﾝｸﾘｰﾄによる耐久性評
価試験 

統合シュミレータ開発 

革新的セメント製造プロセス設計 

実 機 キ ル ン  実  証  試  験 

要素技術開発の融合 

市場調査 

ﾌﾟﾛｾｽ設計課題抽出 省ｴﾈ関連焼成ﾌﾟ
ﾛｾｽ評価 

精度向上検討 

ﾐﾆﾌﾟﾗﾝﾄによるｸﾘﾝｶ製造試験及びセメントと
しての品質評価 

ﾐﾆﾌﾟﾗﾝﾄ改良 

ﾐﾆﾌﾟﾗﾝﾄによるｸﾘﾝｶ製造試験及びセメントと
しての品質評価 
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本研究を円滑にすすめ目標達成に向
けた各研究分担の成果の融合を図る
ために以下を役割とする全体会議を設
置した。 
・本研究の進捗確認 
・本研究成果等の情報共有 
・本研究目標達成のための相互協力  

 宇部興産株式会社 

≪研究実施場所≫ 

･ﾌﾟﾛｾｽ技術研究所等（山口県宇部市等） 

≪研究項目≫ 

･ｸﾘﾝｶ焼成ﾌﾟﾛｾｽのｼﾐｭﾚｰｼｮﾝ解析 

住友大阪セメント株式会社 

≪研究実施場所≫ 

･ｾﾒﾝﾄｺﾝｸﾘｰﾄ研究所等（大阪府大阪市等） 

≪研究項目≫ 

･放射温度計等によるｷﾙﾝ内温度計測技術開発 

･鉱化剤使用によるｾﾒﾝﾄｸﾘﾝｶ低温焼成技術開発 

太平洋セメント株式会社 

≪研究実施場所≫ 

･中央研究所等（千葉県佐倉市等） 

≪研究項目≫ 

･鉱物組成変更による省ｴﾈ型ｸﾘﾝｶ焼成技術開発 

･省ｴﾈｾﾒﾝﾄの開発 

三菱マテリアル株式会社 

≪研究実施場所≫ 

･中央研究所等（茨城県那珂市等） 

≪研究項目≫ 

･ｽﾍﾟｸﾄﾙ計測等によるｷﾙﾝ内温度計測技術開発 

全 体 会 議 

統括リーダー 

太平洋セメント株式会社 

中央研究所 ｾﾒﾝﾄ･ｺﾝｸﾘｰﾄ研究部 

ｾﾒﾝﾄ技術ﾁｰﾑﾘｰﾀﾞｰ 平 尾  宙 

≪研究実施場所（事務局）≫ 

･太平洋セメント株式会社（右記） 

≪研究項目≫ 

･革新的ｾﾒﾝﾄ製造ﾌﾟﾛｾｽの設計の提

 

技術委員会 

６．研究開発マネジメント・体制等 （研究開発実施体制） 
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６．研究開発マネジメント・体制等 （研究開発費） 

実施項目／年度(平成) ２２ ２３ ２４ 合計 

(１) 省エネ型クリンカ焼成技
術開発 

89,447,503 93,338,185 95,091,418 277,877,106 

(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 

22,142,726 26,335,083 25,741,418 74,219,227 

(b) 鉱物組成変更による省エ
ネ型クリンカ焼成技術開発 

67,304,777 58,307,674 50,715,655 176,328,106 

(c) 省エネセメントの開発 0 8,695,428 18,634,345 27,329,773 

(２) クリンカ焼成プロセスのシ
ミュレーション解析 

60,586,214 62,472,994 38,000,000 161,059,208 

(３) クリンカ焼成プロセスの計
測技術開発 

41,075,395 42,064,917 37,658,582 120,798,894 

(a) スペクトル計測等によるキ
ルン内温度計測技術開発 

30,400,180 30,400,000 30,400,000 91,200,180 

(b) 放射温度計等によるキル
ン内温度計測技術開発 

10,675,215  11,664,917 7,258,582 29,598,714 

合計 191,109,112 197,876,096 170,750,000 559,735,208 

（単位：円） 
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６．研究開発マネジメント・体制等 （費用対効果） 

本研究開発は低炭素社会に向けた次世代型セメント製造プロセスの開発であり、将

来的には実用化し国内セメント製造全般に普及することを目指す。独立行政法人新エ

ネルギー・産業技術総合開発機構が制定した「革新的セメント製造プロセス基盤技術

開発」基本計画によれば、本基盤技術が実用化しエネルギー原単位8％削減が実現

した場合、我が国のセメント業界全体に普及すれば、製造プロセスへの投入エネル

ギーを原油換算で年間約46 万kl（暫定値）低減させることが期待でき、本プロジェクト

の予算規模(H22～H26)約７億円に比べて十分な効果が得られるものと考えられる。 

  2020年 2030年 2050年 
セメント生産量※１ 6699万t 6580万t 6580万t 
消費エネルギー※２ 579万kL 569万kL 569万kL 

省エネ効果 ＝ 569 × 8% 約46万kL 

※1：H21年8月 平成21年8月26日公表（長期エネルギー需給見通し(再計算)について）より 
※2：H21年2月 地球温暖化問題に関する懇談会 中期目標検討委員会(第４回)より 
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７．評価 

座長 

委員 

河合 研至   広島大学 大学院工学研究科教授   
 
小松 隆一   山口大学 大学院理工学研究科大学院担当教授 
 
長谷部 伸治  京都大学 大学院工学研究科教授 
 
三井 健郎  日本建設業連合会コンクリート品質専門部会 
      副部会長 
    （(株)竹中工務店 技術研究所先端技術研究部長） 

７－１．評価検討会 

評価検討会名称 

評価検討会委員 

革新的セメント製造プロセス基盤技術開発プロジェクト中間評価検討会 

辻 幸和  前橋工科大学 学長 
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７－２．総合評価（コメント） 

○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。      



30 

７－２．総合評価（コメント） 

○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。 
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「経済産業省技術評価指針」に基づき、プロジェクト中間評価において、
評点法による 評価を実施した。 

７－３．評点結果 

            【評価項目の判定基準】 
評価項目１.～５. 
  ３点：非常に重要又は非常によい  
  ２点：重要又はよい 
  １点：概ね妥当 
   ０点：妥当でない                   
評価項目６．（総合評価） 
  ３点：事業は優れており、より積極的に推進すべきである。 
  ２点：事業は良好であり、継続すべきである。 
  １点：事業は継続して良いが、大幅に見直す必要がある。 
  ０点：事業を中止することが望ましい。 
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６．総合評価 
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８．提言及び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 提言に対する対処方針 

○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。 

○プロジェクト後半の事業実施にあたっては、
これまで要素技術開発で得られた成果を踏
まえ、実用化に向けた技術の絞り込みを行
う予定です。 

○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。 

○「省エネ型クリンカ焼成技術」においては、
鉱化剤の使用や鉱物組成変更などによるク
リンカの低温焼成技術開発を進めており、実
用化に向けキルンへの影響やコンクリート製
品としての基本性能を評価してきました。プ
ロジェクト後半では、これらの成果を踏まえ、
革新的セメント実現のための技術を絞り込
んだ上でプロジェクトを進める予定です。 

○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。 

○キルン内温度の計測事例は海外でもあまり
無く、また本プロジェクトで開発したシミュ
レーション解析では夢のセメントキルンとも
言える流動層キルンも想定したものであるこ
とから、世界をリードできるポテンシャルを有
すると思われますが、未だ改善すべき点も
多く、まずは国内での実用化を目指してまい
ります。 
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今後の研究開発の方向等に関する提言 提言に対する対処方針 

○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。 

○本プロジェクトにおいては、これまでも定期
的に４社の連絡会や技術委員会を開催す
るなど協力体制をとってきましたが、ご指
摘のように情報伝達をさらに密にすべく、プ
ロジェクト後半では、例えば、要素技術開
発で得られたデータについて今後活用され
ることを想定し整理するなど、４社間の密
接な情報共有化を図ってまいります。 

 

○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。 

○プロジェクト後半においては、実用化への
具体的な道筋を明らかにするため、例えば、
本プロジェクトで開発してきた各要素技術
について、エネルギー原単位削減への貢
献度を各々に評価し、それらを積み上げる
ことで最終目標の具体化への道筋を明確
化するなどの検討を行う予定です。 

 



34 

今後の研究開発の方向等に関する提言 提言に対する対処方針 

○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が、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。 

○ご指摘のとおり、実用化に向けては技術的
課題の解決のみならず、経済的な観点から
の検討が必要と考えており、プロジェクト後
半では、例えば、市場性調査を実施する予
定です。 

○また、実用化に向けては、温暖ガス効果、
廃棄物対策といった環境影響と経済性を考
慮した統合的な視点からみた課題の解決
が重要と考えており、プロジェクト後半にお
いては、例えば、実用化に際し必須条件で
ある従来製品の普通ポルトランドセメント同
等の品質確保を前提として、“省エネ（エネ
ルギー原単位削減）”、“環境貢献（廃棄物
使用量増大）”、“経済性（原料価格・工程価
格）”などを技術の評価指標と位置付けるこ
とにより、プロジェクト前半で開発した要素
技術等の絞り込みを行うなどの総合的な検
討を行う予定です。 
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