
 

 

 

 

 

 

 

クリーンコール分野に係る 

技術に関する施策・事業 

評価報告書 

（案） 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成２５年３月 

産業構造審議会産業技術分科会 

評 価 小 委 員 会 

第５８回評価小委員会 
資料３ 



 

 

はじめに 

 
研究開発の評価は、研究開発活動の効率化・活性化、優れた成果の獲得や社会・経済への還元等

を図るとともに、国民に対して説明責任を果たすために、極めて重要な活動であり、このため、経

済産業省では、「国の研究開発評価に関する大綱的指針」（平成２０年１０月３１日、内閣総理大

臣決定）等に沿った適切な評価を実施すべく「経済産業省技術評価指針」（平成２１年３月３１日

改正）を定め、これに基づいて研究開発の評価を実施している。 

 

また、第２５回産業構造審議会評価小委員会（平成２１年１月）において、新たな評価類型とし

て「技術に関する施策評価」が審議・了承された。技術に関する施策評価は、当該技術分野全体の

方向性等を勘案しつつ、当該施策の下に位置付けられる技術に関する事業のまとまりを俯瞰する形

で、各事業の相互関係等に着目し、個々の事業に係る評価結果を踏まえて行うこととしている。 

 

経済産業省において実施している技術に関する施策「クリーンコール分野に係る技術に関する施

策」は、石炭利用に伴う環境負荷の低減、エネルギーセキュリティーの確保等を目指し、「石炭火

力の低炭素化」「低品位炭の多目的利用」「海外への技術展開・貢献」「環境対策」等の『クリー

ンコール技術の開発』を実施する施策であり、以下の技術に関する事業から構成されている。 

①石炭ガス化燃料電池複合発電実証事業費補助金（プロジェクト） 

（平成２４年度から平成３３年度） 

②未利用炭有用資源化技術開発（プロジェクト）（平成２２年度から平成２３年度） 

③低品位炭からのクリーンメタン製造技術研究（プロジェクト） 

（平成２２年度から平成２５年度） 

④高効率褐炭乾燥システム研究（プロジェクト）（平成２２年度から平成２４年度） 

⑤クリーンコール技術開発（プロジェクト）※（平成２４年度から平成２９年度） 

  ※平成２２年度から平成２３年度に実施した、クリーンコール技術開発（革新的ＣＯ２回収型

石炭ガス化技術開発）とクリーンコール技術開発（基礎研究等）を統合し、平成２４年度

から実施 

 

今回の評価は、技術に関する施策「クリーンコール分野に係る技術に関する施策」、及びこの構

成要素である技術「高効率褐炭乾燥システム研究（終了時評価）」「未利用炭有用資源化技術開発

（終了時評価）」に関する事業評価であり、実際の評価に際しては、省外の有識者からなるクリー

ンコール分野に係る技術に関する施策・事業評価検討会（座長：堤 敦司 東京大学エネルギー工

学連携研究センター教授）を開催した。 

 

今般、当該検討会における検討結果が評価報告書の原案として産業構造審議会産業技術分科会評

価小委員会（小委員長：平澤 泠 東京大学名誉教授）に付議され、内容を審議し、了承された。 

 

本書は、これらの評価結果を取りまとめたものである。 
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技術に関する施策・事業評価報告書概要 

 
技術に関する施策 

 
技術に関する 

施策名 
クリーンコール分野に係る技術に関する施策 

担当課 資源エネルギー庁 資源・燃料部 石炭課 

 

技術に関する施策の目的・概要 

 

石炭は、国内エネルギー需給構造の検討においても２０～２５％を占め、国際的に見ても新興国を中

心にエネルギー需給が拡大。その一方で、ＣＯ２発生量が多く、地球環境問題への対応がせまられる中、

石炭の低炭素利用が喫緊の課題となっている。 

また、石炭は安定供給性の面で他の化石エネルギーより優れているが、有限な可採埋蔵量のうち約半

分は、高水分含有等の性質からハンドリングが難しく、ほとんど利用されていない、亜瀝青炭・褐炭等

の低品位炭である。今後の世界的需要増に対応し、我が国のエネルギーセキュリティーを向上すること

が課題である。  

一方、海外の動向として、石炭火力発電の市場は拡大し国際競争の激化が進む中、国内に蓄積された

優れたインフラ・システム等を輸出することによる我が国の経済発展への貢献が期待されている。その

ために、これまで同様、 先端技術開発、現地適用化技術等の推進が必要である。  

以上のことから、石炭利用に伴う環境負荷の低減、エネルギーセキュリティーの確保等を目的とした、

「石炭火力の低炭素化・高効率化」、「低品位炭の多目的利用」、「海外への技術展開・貢献」、「環境対策」

等を目的とした、『クリーンコール技術の開発』は、我が国の環境及びエネルギー政策上極めて重要な

施策である。 

エネルギー・環境分野及びエネルギーセキュリティーに係る技術開発は、その成果が社会に与えるイ

ンパクトが大きく、また新しい技術が社会・経済システムに定着するまでの社会的リスクがあるため、

適切な国の関与が必要である。 

また、革新的な技術の場合、開発リスクがあり、さらに市場化に至るまでの事業リスクが大きいこと

を考えると、国の率先的な主導により進めるべきである。 

さらに、現在世界の石炭火力発電分野において国際競争が激化し、今後世界の市場で技術ニーズの高

度化が進むと予想されている中、性能で優位性を持つ我が国の技術をさらに高度化し競争力を維持する

ために、国の産業支援に基づき推進していく必要がある。 

 

 

 

技術に関する事業（今回の評価対象事業） 

 

Ａ．高効率褐炭乾燥システム研究（プロジェクト） 

Ｂ．未利用炭有用資源化技術開発（プロジェクト） 

 

 

 

技術に関する施策評価の概要 

 

１．施策の目的・政策的位置付けの妥当性 

技術的課題が、「石炭火力の低炭素化」と「低品位炭の多目的利用」の２つにまとめられ、施策の目
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的は明確に示されている。ＩＧＣＣ等の時間軸に沿った発電効率目標なども明示されており、技術移転

やＯ＆Ｍまで一体化したインフラシステム輸出も視野に入れるなど、出口を見据えた内容となってい

る。また短期および中長期的に技術課題は整理され、技術的見地から国際的にも高い施策が構築されて

いる。 

資源小国の日本にとって、エネルギー安全保障面から、エネルギー源の多様化は不可欠であり、安定

調達面・経済性として石炭の優位性に資する技術開発は極めて肝要であり、また東日本大震災後、石炭

火力発電の重要性が増していることも鑑みて、政策的位置付けも妥当である。 

なお、いつまでに何をどこまでやらなければならないかという目標が明確ではないものがあり、でき

る限り不確実性も考慮した長期的・戦略的な施策が望まれる。 

また、施策の多くは技術支援に留まり、石炭技術産業の発展にまでは至らないと考えられる。技術の

商用化に必要な社会経済的な問題点と対策が明らかにされていない。 

さらに、熾烈な国際競争の中で、国は海外の具体的な地点での商用化にも関与する必要がある。 

 

 

２．施策の構造及び目的実現の見通しの妥当性 

クリーンコール技術開発の目的を完遂できるよう、世界 高水準にある日本の事業者の技術力を活か

した施策を配置し、実効性を高めた予算配分となっている。技術開発、ベンチスケール実証、スケール

アップ実証など、技術の熟度にあわせ、妥当な成果が得られている。 

なお、これまでのプロジェクトを振り返り、改善すべき点等を整理し、今後の施策に反映させること

が重要である。施策を推進する上で、政策資源投入に関し、柔軟に対応できるよう、取り組むこと。 

また、他国に国際市場が奪われている理由の分析がないこと等も上げられる。さらに、実用化に向け

たさらなるスピードアップも期待される。 

 

 

３．総合評価 

石炭資源の有効利用は世界的に見て重要なエネルギー施策として位置づけられており、日本の技術的

な役割を明確にしている点で優れた施策となっている。我が国のエネルギー資源状況を踏まえた妥当な

目的を設定し、同目的の実現に向けて、技術開発・実証・スケールアップ実証等が実施され、着実にク

リーン・コール技術の開発を推進してきた点は大いに評価できる。日本が蓄積してきた石炭に関わる高

効率な燃焼・加工等技術の一層の革新と導入は、現実的かつ即効性に優れたアプローチであり、国主導

で重責感をもって推進すべきである。 

なお、これまで実施されてきた施策や技術開発・実証等を振り返り、それらの課題や改善点を明らか

にし、現在の施策や技術開発・実証が行われていることを説明することが望まれる。各施策の目的は複

合化されており、施策成果がどのようなインパクトを持つのか、定量的な評価を行い、事業化の出口、

付随する価値などについて具体的に見えると良い。また、性能向上だけにとらわれない、情勢変化を踏

まえた技術開発の見直しを行い、さらに技術開発だけでなく実用化地点における社会経済及び政治情勢

に則した施策を検討すべきである。他に、産学連携等を通して、基礎から実証研究まで広い分野での推

進体制を構築すべきである。 

 

 

 

今後の研究開発の方向等に関する提言 

 

クリーンコール技術の開発は、これからは時間軸も十分に考慮し、中長期的な技術開発戦略を確立し

ていくことが望まれる。特に、産学連携および国際連携が不可欠であり、柔軟でかつ強靭な研究開発体

制にて基礎研究／展開研究を押し進めていく必要がある。また、日本の中長期的な財政再建が避けられ

ない中、場当たり的な予算措置を払拭する必要があり、技術立国の国家ビジョンとして、研究開発の集

中と選択を見極め、国家戦略としての取り組みが必要と考える。これまでの施策により達成された事項、

いまだ未達成な事項など、これまでの施策から学ぶべきポイントを十分に踏まえて次の施策を企画して
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いくことが重要である。 

また、国内外でエネルギー情勢は大きく変化しているため、国は性能に優れた技術の開発にだけ注力

するのではなくマーケットから求められるポイントを意識した開発を行い、事業者が戦略的に技術を売

り込むことが重要。研究開発マネジメントの中にマーケティング的な活動を明確に位置付けた施策を展

開することが望まれる。 
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技術に関する事業 

 

技術に関する 

事業名 
高効率褐炭乾燥システム研究 

上位施策名 クリーンコール分野に係る技術に関する施策 

担当課 資源エネルギー庁 資源・燃料部 石炭課 

 

事業の目的・概要 

 

石炭は、化石燃料の中でも普遍的な埋蔵量と廉価な価格の観点から、将来を担う も安定したエネル

ギー源の一つとして有望視されている。今後のエネルギー需要の拡大を考えると、火力発電がこれまで

以上に重要な役割を果たすため、埋蔵量が豊富で価格や産地が安定している石炭の利用が必須である。

世界の石炭資源のうち、約半分は亜瀝青炭・褐炭等の低品位炭で豪州、インドネシア、米国、欧州、中

国等に多く存在しており、この有効活用により世界的規模でエネルギー供給に大きな安定をもたらすと

期待される。 

一方、これらの低品位炭は高水分含有のためハンドリングが難しく、また乾燥に伴う熱損失が大きい

ことから、火力発電の燃料に使用した場合、発電効率が３０％程度と低く、発電量あたりのＣＯ２排出

量も多い。また、石炭火力発電等の設備は大量の石炭を燃料として使用することから、特に褐炭を燃料

等として使用する場合、高効率かつ大容量な乾燥装置が必要となる。 

豪州ビクトリア州の褐炭用発電所では、褐炭の前処理として、ボイラ燃焼ガスを一部抜き出して褐炭

と混合させ、ビータ・ミルで破砕及び乾燥する方法を採用している。この方式では、ボイラの高温ガス

の利用により、高水分炭を乾燥することは可能であるが、排ガス損失増加によりボイラ効率が低下して

しまう。 

同様に、将来的に石炭ガス化複合発電（ＩＧＣＣ：Integrated coal Gasification Combined Cycle）

に適用した場合、従来方式であれば、ガス化炉へ石炭を投入するため事前に粉砕・乾燥する乾燥熱源と

して、蒸気やガスタービン排熱を利用すると、石炭粉砕の排気ガス中の水分損失および脱硫装置での排

水損失が大きく、出力の低下を招く。 

したがって本事業では、大容量化に適した蒸気流動層乾燥装置と潜熱回収装置（蒸気圧縮機）を組み

合わせた高効率な潜熱回収型褐炭乾燥システムの基盤技術について、ＰＤＵ規模（乾燥容量１０ｔ/ｄ）

で確立するとともに、商用機の実現可能性について確認することを目的とする。 

 

 

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 終了時評価時期 事業実施主体 

平成２２年度 平成２４年度 － 平成２４年度
三菱重工業株式会社 
一般財団法人石炭エネルギーセンター

H22FY 予算額 H23FY 予算額 H24FY 予算額 総予算額 総執行額（H23FY まで） 

150,000 205,000 192,180 547,180 336,645 
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目標・指標及び成果・達成度 

 

(1) 全体目標及び個別要素技術に対する成果・達成度 

目標・指標 成 果 達成度 

① ＰＤＵ規模（乾燥容量１０ｔ/ｄ）にお

ける潜熱回収型褐炭乾燥システム

（蒸気流動層乾燥装置＋潜熱回収

装置）の基盤技術の確立 

・ １０ｔ/ｄ規模のＰＤＵを製作し、１ｔ/ｄからの

スケールアップが検証された。 

・ 蒸気再圧縮式潜熱回収システムを導入

し、乾燥装置と組合せた運転により潜熱回

収が可能であることを確認した。 

（ＰＤＵ規模（乾燥容量１０ｔ/ｄ）における潜

熱回収型褐炭乾燥システムの基盤技術が

確立された） 

達成 

② 乾燥容量２５００ｔ/ｄ 以上を想定し

た潜熱回収型褐炭乾燥システムの

実現可能性の確認 

・ ＰＤＵ試験とシミュレーションの結果を元

に、乾燥容量２５００ｔ/ｄ以上の乾燥装置が

実現可能であることを確認した。 

達成 

③ エネルギー回収率：５０％以上 

・ 蒸気再圧縮による潜熱回収により、商用機

換算のエネルギー回収率は 54％であるこ

とを確認した。 

達成 

 

個別要素技術 目標・指標 成果 
達成

度 

蒸気流動層技術 
蒸気流動層内乾燥の安定運転

性、乾燥特性、伝熱特性を把握

・ ＰＤＵで合計１１回の試験を実

施 

・ 安定運転を確認し、乾燥特

性、伝熱特性を把握した。 

達成 

スケールアップ技術 

蒸気流動層乾燥装置に適した

シミュレータを開発し、商用機規

模へのスケールアップの可能性

を確認 

・ 模擬流体モデルによる流動層

解析と伝熱、乾燥を組合せた

シミュレータを開発した。 

・ ＰＤＵでの試験結果の傾向と

良く一致することを確認した。 

・ 商用機規模へのスケールアッ

プの可能性を確認した。 

達成 

潜熱回収技術 
蒸気再圧縮による潜熱回収の

実証 

・ ＰＤＵでエネルギー回収率５４

％の達成と起動・停止を含め

た運転の安定性を確認した。 

達成 

褐炭乾燥技術 

調査 

褐炭の性状と各国の乾燥装置

開発動向を調査 

・ 褐炭乾燥には、蒸気流動層乾

燥潜熱回収（蒸気再圧縮）の

組合せが適していることを確

認した。 

達成 

 

 

(2) 目標及び計画の変更の有無 

無し 
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＜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 

国際標準へ
の寄与 

1 0 64 0 0 0 0 

※査読付なしも含む 

 

 

 

総合評価概要 

 

高効率乾燥技術の開発は石炭の低炭素利用および低品位炭の多目的利用の上で、非常に重要な課題で

ある。本技術は石炭ガス化技術にも山元発電にも採用される可能性を秘めた技術であり、ＣＯ２排出量

削減や褐炭の価値向上に資する研究開発として有意義である。研究開発の目標は妥当であり、研究開発

体制も万全で、蒸気流動層や排熱回収の要素技術も目標以上の研究成果が得られたと評価できる。ある

程度の性能レベルに至った段階で、アイディアを既存の実用システムに取り入れるなど汎用性を持た

せ、ビジネス展開を図ることも期待される。 

なお、エネルギー回収率の目標値を達成できている点は評価できるが、更なるエネルギー回収率向上

のための研究が望まれる。また、商用規模の事業化を目標とするにはまだ技術開発と社会経済的な課題

が多い状況であるが、日本の独自技術として今後世界市場で発展すること期待したい。スケールアップ

に伴うシステムの安全性や今回で得られた要素技術の確度向上など、商用化工程の短縮に向けた目標設

定については、今後万全を期すことが肝要と考える。 

 

 
 
今後の研究開発の方向等に関する提言 
 
乾燥技術の高効率化は、大幅な省エネ化となり、全ての石炭利用分野において低炭素化に大きく貢献

できる。当面は褐炭焚き発電システムに対する発電効率向上と信頼性向上に根ざした研究開発・事業化

に重点を置き、投資効果を確実に高めることが肝要と考える。その上で、ガス化後の合成燃料製造のサ

プライチェーンの確立等、関連事業者を含めた先進的な研究体制に取り組むことを期待する。また、技

術的課題の解決方法の発見・検証を行うことに加え、常に経済的な評価を行い、コストターゲットを意

識した開発を行っていくことが望まれる。 
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評点結果 

 

評点法による評点結果 

（Ａ 高効率褐炭乾燥システム研究(プロジェクト)） 

  評点
Ａ 

委員

Ｂ 

委員 

Ｃ 

委員 

Ｄ 

委員

Ｅ 

委員

 １．事業の目的・政策的位置付けの妥当性 2.20 3 2  2  2 2 

 ２．研究開発等の目標の妥当性 2.00 2 3  2  1 2 

 ３．成果、目標の達成度の妥当性 2.60 3 3  3  2 2 

 ４．事業化、波及効果についての妥当性 1.60 2 1  3  1 1 

 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 3 2  3  1 2 

 ６．総合評価 2.40 3 2  3  2 2 
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評点

１．事業の目

的・政策的位

置付けの妥当

性

２．研究開

発等の目

標の妥当

性

３．成果、目標

の達成度の妥

当性

４．事業化、波

及効果について

の妥当性

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

６．総合評価
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技術に関する事業 

 

技術に関する 

事業名 
未利用炭有用資源化技術開発 

上位施策名 クリーンコール分野に係る技術に関する施策 

担当課 資源エネルギー庁 資源・燃料部 石炭課 

 

事業の目的・概要 

 

石炭資源は、他の化石燃料に比べて賦存に偏在性がなく、供給安定性、経済性が比較的優れているこ

とから、世界の一次エネルギーの約３割を占める重要なエネルギー源として利用されている。また近年、

世界の需要は増大しており特に中国、インドを中心としたアジア諸国の急速な経済発展を背景として石

炭資源の獲得競争が激化している。このような状況下、世界の石炭埋蔵量の約半分を占めるものの、高

水分で自然発火性があること等からこれまで利用が限られていた褐炭等の低品位炭の有効利用が喫緊

の課題となっている。低品位炭の有効利用技術の開発・実用化及び利用が進むことにより、石炭産出国

での石炭輸出も含めた石炭需要が緩和され、石炭需要のほぼ全量を輸入に依存している我が国の安定的

な石炭供給の確保に資することとなる。 

低品位炭利用技術は、ガス化、液化・スラリー化、乾燥等改質技術などがあるが、本事業では、運用

性・メンテナンス性を考慮した低温・常圧でのガス化プロセスを用い、既に産業用ボイラなどで産炭国

において普及している循環流動層ボイラ技術をベースとした二塔式ガス化炉の技術開発を行なうこと

を目的とする。具体的には、小型（６ｔ／日）の既存試験設備を用いてガス化プロセスの検証を行うと

ともに、大型実証実施の前段階として大型化検討を行い、本検証結果を速やかに大型実証機の設計へ反

映させることを目的としている。 

褐炭埋蔵量の豊富な国としてインドネシア、豪州、インド、トルコ等が挙げられるが、これらの国の

アンモニア（肥料）、メタノール（化学原料）等、本技術のガス化ガスの適用ポテンシャルは非常に大

きい。特に、インドネシアの肥料用途の市場は拡大しており、当初のターゲットとして適当であると考

え、インドネシアでの実証化、商業化を視野に入れ、様々な検討を行った。 

 

 

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２３年度 － 平成２４年度 株式会社ＩＨＩ

H22FY 予算額 H23FY 予算額 総予算額 総執行額 

260,000 126,849 386,849 252,666 
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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 

 

要素技術 目標・指標 成果 達成度 

６ｔ／日パイロ

ット炉運転試

験 

１．プラント性能、環境性が

計画値を満足すること 
 

環境基準については、プロセス設計の妥

当性を確認した。 

排水性状の一部項目で運転初期に基準

を満たさなかったが、運転条件の最適化

により達成。 

達成 

プロセスの安定性（１００時

間程度の安定運転とその

再現性（３回）の確認）を満

足すること 

インドネシア褐炭を使用した１００時間程

度の連続運転を実施し、温度やガス発生

量などの、プロセスの安定性を確認するこ

とができた。 

達成 

プラント特性を把握すること
異なる運転条件で、各パラメータでのガス

化炉の特性を把握することができた。 
達成 

大型化検討 
スケールアップ設計手法の

妥当性を確認すること 

パイロット炉の運転試験結果からガス化

炉の設計手法が問題ないこと、プラントの

大型化による設計品質が確保できること

を確認した。 

達成 
 

各種関連調査 

１．低品位炭炭鉱、排出物

利用用途などの調査を行う

こと 

運転試験に要する原料となる低品位炭調

達環境や、発生する灰等の排出物の処理

方法について調査し、状況を把握した。 

達成 

２．用途に応じたプロセスの

検討把握 

肥料（アンモニア）、メタノール等化学製品

向けのプロセスの詳細を把握し、ＴＩＧＡＲ

プロセスで対応が可能なことを確認した。 

達成 

 

 

(2) 目標及び計画の変更の有無 

無し 

 

 

＜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 

国際標準へ
の寄与 

０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ 

 

 

 

 

 

 

 



 x
 

 

総合評価概要 

 

本ガス化技術開発は、低品位炭やバイオマスのガス化に適した技術として常圧循環流動層ガス化を採

用し、技術の選択肢を広げる上で有意義である。また、事業目的や商用化に伴う波及効果が定量的かつ

明確化され、エンドクライアントを見据えて競合他社との差異化を図りつつ事業化に近い活動を行って

おり評価できる。特に技術目標が全て達成されたことは高く評価できる。また、運転特性試験により、

運用の工夫やトラブルの対処等、要素技術の確立に向けて、適切な対応がなされている。 

なお、ガスタービンとのインテグレーションや装置体積を押さえるために加圧化のメリットも検討し

てはどうか。また、二塔式ガス化炉の技術的優位性をもっとアピールすべきである。天然ガス供給見通

し等について、常に 新のマーケットを意識することが望まれる。 

 

 

今後の研究開発の方向等に関する提言 
 

本技術開発は、事業化の市場規模が大きく有望な案件であるが、システム全体のコストパーフォーマ

ンスの更なる向上により天然ガス代替への波及効果が相乗的に高まることから、大型化に当たっては、

建設費・運転維持費の低減に資する格段の創意工夫の取り組みに期待する。また、物質・エネルギー併

産（コプロダクション）の観点から、常圧ガス化炉のみではなく加圧化も積極的に検討すべきである。
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評点結果 

 

評点法による評点結果 

（Ｂ 未利用炭有用資源化技術開発(プロジェクト)） 

  評点
Ａ 

委員

Ｂ 

委員 

Ｃ 

委員 

Ｄ 

委員

Ｅ 

委員

 １．事業の目的・政策的位置付けの妥当性 2.20 2 2  3  2 2 

 ２．研究開発等の目標の妥当性 1.80 2 2  2  1 2 

 ３．成果、目標の達成度の妥当性 2.20 2 3  2  2 2 

 ４．事業化、波及効果についての妥当性 2.00 2 2  3  1 2 

 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 3  3  1 2 

 ６．総合評価 2.20 2 2  3  2 2 

 

2.20 

1.80 

2.20 
2.00 

2.20  2.20 

0.00

0.50

1.00

1.50

2.00

2.50

評点

１．事業の目

的・政策的位

置付けの妥当

性

２．研究開

発等の目

標の妥当

性

３．成果、目標

の達成度の妥

当性

４．事業化、波

及効果について

の妥当性

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

６．総合評価
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第１章 評価の実施方法 
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第１章 評価の実施方法 

 

 

本プロジェクト評価は、「経済産業省技術評価指針」（平成２１年３月３１日改定、以

下「評価指針」という。）及び第２５回産業構造審議会産業技術部会評価小委員会（平

成２１年１月２８日）において審議・了承された「技術に関する施策の評価」に基づき、

実施した。 

 

１．評価の目的 

 以下の（１）～（４）を目的として評価を実施した。 

  (1) より良い政策・施策への反映 

     評価を適切かつ公正に行うことにより、研究者の創造性が十分に発揮される

ような、柔軟かつ競争的で開かれた研究開発環境の創出など、より良い政策

・施策の形成等につなげること。 

  (2) より効率的・効果的な研究開発の実施 

  評価を支援的に行うことにより、研究開発の前進や質の向上、独創的で有

望な優れた研究開発や研究者の発掘、研究者の意欲の向上など、研究開発を

効果的・効率的に推進すること。 

  (3) 国民への技術に関する施策・事業の開示 

  高度かつ専門的な内容を含む技術に関する施策・事業の意義や内容につい

て、一般国民にわかりやすく開示すること。 

  (4) 資源の重点的・効率的配分への反映 

  評価の結果を技術に関する施策・事業の継続、拡大・縮小・中止など資源

の配分へ反映させることにより資源の重点化及び効率化を促進すること。ま

た、研究開発をその評価の結果に基づく適切な資源配分等通じて次の段階に

連続してつなげることなどにより、研究開発成果の国民・社会への還元の効

率化・迅速化に資すること。 

 

 また、評価の実施に当たっては、以下の①～④を基本理念として実施した。 

  ① 透明性の確保 

  推進課、主管課及び研究開発機関においては、積極的に成果を公開し、そ

の内容について広く有識者等の意見を聴くこと。評価事務局においては、透

明で公正な評価システムの形成、定着を図るため、評価手続、評価項目・評

価基準を含めた評価システム全般についてあらかじめ明確に定め、これを公

開することにより、評価システム自体を誰にも分かるものとするとともに、

評価結果のみならず評価の過程についても可能な限り公開すること。 

  ② 中立性の確保 
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  評価を行う場合には、被評価者に直接利害を有しない中立的な者である外

部評価の導入等により、中立性の確保に努めること。 

  ③ 継続性の確保 

  技術に関する施策・事業においては、個々の評価がそれ自体意義を持つだ

けではなく、評価とそれを反映した技術に関する施策・事業の推進というプ

ロセスを繰り返していく時系列のつながりにも意義がある。したがって、推

進課及び主管課にとって評価結果を後の技術に関する施策・事業の企画立案

等に反映させる際に有用な知見を抽出し、継続性のある評価方法で評価を行

うこと。 

  ④ 実効性の確保 

     政策目的に照らし、効果的な技術に関する施策・事業が行われているか判断

するための効率的評価が行われるよう、明確で実効性のある評価システムを確

立・維持するとともに、技術に関する施策・事業の運営に支障が生じたり、評

価者及び被評価者双方に過重な負担をかけることのない費用対効果の高い評

価を行うこと。 

 

２．評価者 

 評価を実施するにあたり、評価指針に定められた「評価を行う場合には、被評価

者に直接利害を有しない中立的な者である外部評価者の導入等により、中立性の確

保に努めること」との規定に基づき、外部の有識者・専門家で構成する検討会を設

置し、評価を行うこととした。 

 これに基づき、評価検討会を設置し、技術に関する施策、技術に関する事業（プ

ロジェクト等）の目的や研究内容に即した専門家や経済・社会ニーズについて指摘

できる有識者等から評価検討会委員名簿にある５名が選任された。 

 なお、本評価検討会の事務局については、指針に基づき経済産業省資源エネルギ

ー庁資源・燃料部石炭課が担当した。 

 

３．評価対象 

技術に関する施策「クリーンコール分野に係る技術に関する施策」 

技術に関する事業 

Ａ．高効率褐炭乾燥システム研究（実施期間：平成２２年度から平成２４年度） 

Ｂ．未利用炭有用資源化技術開発（実施期間：平成２２年度から平成２３年度） 

 

を評価対象として、研究開発実施者（三菱重工業株式会社、一般財団法人石炭エネルギ

ーセンター、株式会社ＩＨＩ）から提出された資料をもとに、技術に関する事業（プロ

ジェクト）の評価を行うとともに、それらの事業評価の結果を踏まえて、各事業を俯瞰

する形で各事業の相互関係等に着目し、技術に関する施策の評価を実施した。 

 



 4
 

４．評価方法 

第１回評価検討会においては、担当課、研究開発実施者からの資料提供、説明及び質

疑応答が行われた。 

第２回評価検討会においては、それらを踏まえて、第２５回産業構造審議会産業技術

部会評価小委員会（平成２１年１月）において審議・了承された「技術に関する施策」

「技術に関する事業（プロジェクト）」の評価項目に従い評価を実施し、今後の研究開

発の方向等に関する提言をいただいた。技術に関する事業評価については、加えて３段

階評点法により評価を行い、評価報告書（案）を審議・確定した。 

また、評価の透明性の確保の観点から、知的財産保護、個人情報で支障が生じると認

められる場合等を除き、評価検討会を公開として実施した。 

 

５．評価項目 

【技術に関する施策】 

  ○施策の目的・政策的位置付けの妥当性 

 ・施策の目的の妥当性 

 ・施策の政策的位置付けの妥当性 

 ・国の施策としての妥当性、国の関与が必要とされる施策か。 

  ○施策の構造及び目的実現見通しの妥当性 

 ・現時点において得られた成果は妥当性 

 ・施策の目的を実現するために技術に関する事業が適切に配置されているか。 

  ○総合評価 

 

 【技術に関する事業】 

  ○事業の目的・政策的位置付けの妥当性 

    ・事業の目的は妥当で、政策的位置付けは明確か。 

    ・国の事業として妥当であるか、国の関与が必要とされる事業か。 

  ○研究開発等の目標の妥当性 

    ・研究開発等の目標は適切かつ妥当か。  

  ○成果、目標の達成度の妥当性 

   ・成果は妥当か。 

   ・目標の達成度は妥当か。 

  ○事業化、波及効果についての妥当性 

    ・事業化については妥当か。 

    ・波及効果は妥当か。 

  ○研究開発マネジメント・体制・資金・費用対効果等の妥当性 

    ・研究開発計画は適切かつ妥当か。 

    ・研究開発実施者の実施体制・運営は適切かつ妥当か。 

    ・資金配分は妥当か。 
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    ・費用対効果は妥当か。 

    ・変化への対応は妥当か。 

  ○総合評価 
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第２章 技術に関する施策の概要 
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第２章 技術に関する施策の概要 

 

 

１．序論 

１－１ 世界のエネルギー資源に占める石炭の役割 

 
石炭は、世界のエネルギー需要の約１／４を占め、２０３５年に向けその量（需要量）

は約１．２倍となる見通しである。また、世界の発電電力量では４０％以上を占め、２

０３５年に向けその量（電力量）は約１．４倍となる見通しである。また、今後、中国、

インド等の新興国が急激に需要量を拡大することにより、世界的な石炭資源獲得競争は

激化するものと見られている。  

 
 
１－２ わが国の電力供給構造 

 
一昨年６月に決定した現行のエネルギー基本計画では、２０３０年に電力供給の過半

を原子力に依存する内容となっている。しかしながら、昨年３月に発生した東日本大震

災を受け、電力供給構造に対する議論が活発化し、本年６月のエネルギー・環境会議の

決定では２０３０年における原子力比率についての３つのシナリオ（ゼロシナリオ、１

５％シナリオ、２０～２５％シナリオ）が提示され、今後の議論が促されている。  

 
 
１－３ 石炭を利用する上での課題 

 
石炭を利用する上での課題として、一つは発電におけるＣＯ２発生量の問題がある。

熱量当たりのＣＯ２発生量は、石炭：石油：ＬＮＧが概ね５：４：３程度の比率であり、

また発電量当たりのＣＯ２発生量は、石炭火力はＬＮＧ火力の約２倍である。石炭は熱

量当たりのＣＯ２発生量が他の化石燃料に比べて多いことから、クリーンな利用が求め

られる。 

もう一つの課題が、未利用な低品位炭の問題である。石炭は賦存地域の偏在がなく、

各大陸に存在しているが、水分含有量等が多い亜瀝青炭、褐炭の低品位炭が可採埋蔵量

の約半分を占めており、今後、低品位炭の有効利用が必要となる。  

 
 

１－４ 当該分野における技術的な我が国の強み 

 
技術的な我が国の強みとして、一点目は世界 高水準の効率である。今後、我が国の
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強みを生かした石炭ガス化複合発電（ＩＧＣＣ）や石炭ガス化燃料電池複合発電（ＩＧ

ＦＣ）、先進超々臨界圧火力発電（Ａ－ＵＳＣ）など更なる石炭火力発電の効率向上に

向けた技術開発が重要となってくる。 

二点目が信頼性である。我が国の石炭火力発電は、高効率技術（超臨界圧・超々臨界

圧）と運転・管理ノウハウにより、世界 高水準の発電効率を達成し、運転開始後も長

期にわたり維持している。 

三点目が環境負荷低減技術である。二国間オフセット・クレジット制度を実施すべく

交渉しているインド、インドネシア、ベトナムにおいて、今後新規に建設を予定してい

る石炭火力発電に、我が国の 新石炭火力発電の効率を適用した場合、ＣＯ２削減効果

は約４．５億トンであると試算される。相手国の産業構造に合わせた高効率石炭火力技

術の技術移転や、石炭火力の運転管理技術（Ｏ＆Ｍ）もセットにしたシステム輸出によ

り、わが国の高効率石炭火力の海外展開を進めるとともに技術競争力の維持を図ること

が可能となる。 

 
 
１－５ 世界の石炭火力発電の導入見通し 

 
発電設備容量は今後も着実に増加し、２０３０年までに２０１０年から約１．４倍に

増加する見込みである（計６００ＧＷの増加。年間平均３０ＧＷ）。地域別には、中国

やインドをはじめとするアジア地域の需要拡大が顕著であり、２０３０年までに約１．

８倍の増加が見込まれている。 

地球温暖化対策の必要性を踏まえ、先進国・新興国における高効率石炭火力発電需要

は増加する見込みである。 

 
 
１－６ 石炭火力発電におけるメーカーの国際競争の状況 

 
主要各国における石炭火力発電分野での国際競争が激化している。中国メーカーは、

亜臨界圧の市場において圧倒的な価格競争力で他国を圧倒し席捲している。さらにＳＣ

（超臨界圧）市場へと進出を始めている。韓国メーカーもＳＣ市場へ進出しており、こ

の部門では日欧よりもコスト競争力を有している。欧州メーカーは、ＳＣ部門において

中国、インドにおける積極的な現地製造でコストダウンを図っている。米国メーカーは、

中国のＳＣ／ＵＳＣ（超々臨界圧）製造工場から第３国市場への輸出を計画しており、

また政府と一体でＩＧＣＣを推進している。 

一方、我が国のメーカーは、ＵＳＣでは世界 高の再熱上記条件６２０℃を達成し、

豊富な実績で運転管理技術において優位に立っている。今後、日本の技術的優位性を生

かした産業戦略が求められる。 
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１－７ クリーンコール技術の施策体系 

 
以上のことを踏まえ、クリーンコール技術の施策体系を俯瞰した場合、エネルギー・

環境政策と産業政策の二つの柱から導かれる。 

前者は、我が国のエネルギー需給構造を背景として、「石炭火力によるＣＯ２の排出」

と「石炭の効率的な利用」が懸念事項となっており、その結果、エネルギー・環境政策

上の課題として「石炭火力の低炭素化」、「低品位炭の多目的利用」、「環境対策」、「海外

展開による国際貢献」が浮かび上がる。 

また後者については、海外の石炭火力発電の導入見通し、未利用な低品位炭を背景と

して、「国際競争の激化」が懸念事項であり、その結果産業政策上の課題として「絶え

間ない先端的高効率化技術の開発・導入展開による石炭火力発電市場の開拓と確保」

「低品位炭利用技術といった石炭利用の高度化による新たなエネルギー産業、肥料など

の化学産業といった新たな市場の開拓」が上げられる。 

これらのことから、技術に係るクリーンコール施策の目的が「石炭火力の低炭素化技

術」、「低品位炭の多目的利用技術」、「海外への技術移転」、「環境対策技術」であると整

理される。 

 
 
 
２．施策の目的・政策的位置付け 

２－１ 施策の目的 

 
石炭は、国内エネルギー需給構造の検討においても２０～２５％を占め、国際的に見

ても新興国を中心にエネルギー需給が拡大。その一方で、ＣＯ２発生量が多く、地球環

境問題への対応がせまられる中、石炭の低炭素利用が喫緊の課題となっている。 

また、石炭は安定供給性の面で他の化石エネルギーより優れているが、有限な可採埋

蔵量のうち約半分は、高水分含有等の性質からハンドリングが難しく、ほとんど利用さ

れていない、亜瀝青炭・褐炭等の低品位炭である。今後の世界的需要増に対応し、我が

国のエネルギーセキュリティーを向上することが課題である。  

一方、海外の動向として、石炭火力発電の市場は拡大し国際競争の激化が進む中、国

内に蓄積された優れたインフラ・システム等を輸出することによる我が国の経済発展へ

の貢献が期待されている。そのために、これまで同様、 先端技術開発、現地適用化技

術等の推進が必要である。  

以上のことから、石炭利用に伴う環境負荷の低減、エネルギーセキュリティーの確保

等を目的とした、「石炭火力の低炭素化・高効率化」、「低品位炭の多目的利用」、「海外

への技術展開・貢献」、「環境対策」等を目的とした、『クリーンコール技術の開発』は、

我が国の環境及びエネルギー政策上極めて重要な施策である。  
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２－２ 政策的位置付け 

 
（１）政策との関連 

政策的位置付けとして、まず『エネルギー・環境戦略』の観点からは、世界の温室効

果ガスの排出を２０５０年までに半減するという長期目標を達成するため、革新的な技

術開発の重要性が掲げられている中で、当省は２００８年３月、「Cool Earth－エネル

ギー革新技術計画」を設定し、２１の技術の開発による目標達成を目指している。２１

の技術には、「高効率石炭火力発電」と「二酸化炭素回収・貯留（ＣＣＳ）」が含まれて

おり、以下で示す技術開発ロードマップの着実な実施が必要とされている。また、同年

７月に閣議決定された「低炭素社会づくり行動計画」において、２０５０年までに二酸

化炭素の排出を現状から６０～８０％削減するという目標を掲げ、この削減目標を実現

する上で、石炭利用の高度化として、石炭のクリーン燃焼技術に関し、ガス化複合発電

の発電効率の向上と二酸化炭素回収・貯留（ＣＣＳ）技術を併せたゼロ・エミッション

石炭火力の実現を目指すことを定めている。さらに、２００９年６月には、総合資源エ

ネルギー調査会 鉱業分科会 クリーンコール部会において、石炭の利用・開発両面にお

ける我が国のとるべき対応の方向と官民の役割について提言されており、革新的な石炭

クリーン燃焼技術の着実な技術開発の推進、二酸化炭素の回収・貯留（ＣＣＳ）技術実

用化に向けた国の主導的役割、新たなクリーン・エネルギーとしての低品位炭の活用技

術開発の推進、技術開発実施上の適切な官民分担、異業種連携・国際連携の必要性、等

について提案されている。  

また『産業政策』の観点からは、平成２０年１０月、国家的に重要な産業技術のロー

ドマップを俯瞰することを目的として当省が策定した「技術戦略マップ２０１０」にお

いて、「石炭のクリーン利用技術」が「化石燃料の安定供給確保と有効かつクリーンな

利用に寄与する技術」として位置付けられており、具体的には「石炭火力発電技術」、

「石炭利用技術（低品位炭改質、石炭灰有効利用等）」等の開発・導入シナリオが定め

られている。さらに、平成２４年７月には、「日本再生戦略」が閣議決定されており、

力強い日本再生のための取組を着実に実施し計画的に目標達成を進めていくために政

府の具体的なアクションを示した“改革工程表”というものの中で、「高効率火力発電

の開発、商用化、海外展開等（先進型超々臨界圧（Ａ－ＵＳＣ）、石炭ガス化複合発電

（ＩＧＣＣ）等の国内での開発・実証・商用化、海外展開等）」が提言されている。 

さらに『科学技術政策』の観点からは、平成２３年８月、第４期の「科学技術基本計

画」が閣議決定されており、その中で「基幹エネルギー供給源の効率化と低炭素化に向

けて、火力発電の高効率化、高効率石油精製に加え、石炭ガス化複合発電等と二酸化炭

素の回収及び貯留を組み合わせたゼロエミッション火力発電の実現に向けた研究開発

等の取組を推進する」等が提言されている。  

以上、各計画、戦略等がそれぞれの目的で提言をしていく中で、それらに基づいて中
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長期的な展望を俯瞰し、所要の施策を実行していく必要がある。 

 
図２－１ 重点的に取り組むべきエネルギー革新技術 

 

 

「Cool Earth－エネルギー革新技術計画」技術開発ロードマップ 

＜高効率石炭火力発電＞ 

◯石炭ガス化複合発電（ＩＧＣＣ）：２０１０年頃に発電効率４６％、２０１５年頃に

４８％を目指す。さらに１，７００℃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。 

◯石炭ガス化燃料電池複合発電（ＩＧＦＣ）：２０２５年に発電効率５５％、さらに長

期的に６５％の達成を目指す。 

＜ＣＣＳ＞ 

◯ 分離・回収コストを２０１５年頃に２０００円台、２０２０年代に１０００円台に

低減させることを目指し分離膜等の要素技術を開発する。 

◯ 二酸化炭素挙動予測技術等の開発を進め、国内での大規模実証に早期に着手し、２

０２０年までに実用化の目途をつけることを目指す。 

 

（出所） Cool Earth-エネルギー革新技術計画 
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図２－２ 石炭火力の発電効率向上 

 
 

 

 
 

図２－３ 「Cool Earth－エネルギー革新技術計画」技術開発ロードマップ 

 

（出所） Cool Earth-エネルギー革新技術計画 

 「Cool Earth-エネルギー革新技術計画」より作成 
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図２－４ 「技術戦略マップ２０１０」開発・導入シナリオ 

 
 

（２）国際的動向 
２００８年に開催されたＧ８エネルギー大臣会合において、Ｇ８諸国は、２０２０年

までのＣＣＳの幅広い普及に向けた技術開発を支援することを念頭に、各国の国情を考

慮しつつ、２０１０年までに２０の大規模な実証プロジェクトを立ち上げる必要がある

といったＩＥＡ（国際エネルギー機関）やＣＳＬＦ（炭素貯留隔離リーダーフォーラム）

の勧告を強く支持することを合意した。 

また、ＩＥＡは２００８年に作成した「エネルギー技術展望」において、エネルギー

安全保障と環境影響低減に向けた、エネルギー効率の促進、二酸化炭素回収・隔離、再

生可能エネルギー、原子力を始めとする革新的技術のシナリオと戦略を提示している。

この中の技術ロードマップにおいて、２０５０年までの技術目標が定められた１７の技

術として、石炭ガス化複合発電システム（ＩＧＣＣ）、ＣＣＳ一体型化石燃料発電が位

置づけられている。 

さらに、米国においては、環境エネルギー政策の一つとして、クリーンな石炭火力発

電の支援を挙げており、クリーン・コール・テクノロジーの開発促進に努めているとこ

ろである。 

このように、世界的に気候変動問題へ政策的な議論が高まっており、石炭のクリーン

（出所） 技術戦略マップ２０１０ 
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利用や革新的技術による取り組みが必要とされている。 

 
 
２－３ 国の関与の必要性 

 

エネルギー・環境分野及びエネルギーセキュリティーに係る技術開発は、その成果が

社会に与えるインパクトが大きく、また新しい技術が社会・経済システムに定着するま

での社会的リスクがあるため、適切な国の関与が必要である。 

また、革新的な技術の場合、開発リスクがあり、さらに市場化に至るまでの事業リス

クが大きいことを考えると、国の率先的な主導により進めるべきである。 

さらに、現在世界の石炭火力発電分野において国際競争が激化し、今後世界の市場で

技術ニーズの高度化が進むと予想されている中、性能で優位性を持つ我が国の技術をさ

らに高度化し競争力を維持するために、国の産業支援に基づき推進していく必要がある。  

 
 
 
３．施策の構造及び目的実現の見通し 

３－１ 施策の構造 

 
クリーンコール政策においては、前述の「石炭火力の低炭素化」及び「低品位炭の多

目的利用」の２つの施策を達成するため、各個別研究開発事業が立案・実行されている。

平成２４年度クリーンコール政策における技術施策体系は別紙１のとおり。 
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３－２ 得られた成果 

 
各個別研究開発事業は、それぞれの時期に も開発が求められるもの、または次のフ

ェーズへと段階的に繋げていくべきことを勘案し検討される。個別研究開発事業のアウ

トプット、アウトカムが総合的且つ有機的に連携し所要の目的を達するように施策全体

を進めていく必要がある。 

クリーンコール技術開発施策体系のうち、これまでの研究開発事業で得られた成果は

以下及び別紙２のとおり。 

 
○経済産業省 直執行事業 
 
（１）石炭ガス化燃料電池複合発電実証事業費補助金 
研究開発期間：平成２４～３３年度 

予算総額(予定)：約３０１億円 

【プロジェクトの概要】 

・酸素吹ＩＧＣＣの大型実証試験設備（商用規模の１/３スケール（１７万ｋＷ級））

を建設し、基本性能（プラント性能、環境性能）、多炭種適用性、設備信頼性等

の実証を実施。 

・ＣＯ２分離・回収型ＩＧＣＣの実証（第２段階）、ＣＯ２分離・回収型ＩＧＦＣの

実証を実施（第３段階）。 

【アウトプット】 

・ゼロエミッション石炭火力発電の基盤技術の確立 

・ＣＯ２分離・回収設備を組み入れたＣＯ２分離・回収型ＩＧＣＣの実証 

・石炭ガス化燃料電池複合発電（ＩＧＦＣ）の実証 

【アウトプットからアウトカムへの展開】 

・酸素吹ＩＧＣＣの基盤技術確立 

・酸素吹ＩＧＣＣの商用展開を目指す 

【アウトカム】 

・石炭火力発電の高効率化の実現 

・ゼロエミッション石炭火力発電の実現 

 
（２）未利用炭有用資源化技術開発 

研究開発期間：平成２２～２３年度 

予算総額：約３．９億円 

【プロジェクトの概要】 

・循環流動層技術を用いた低温・常圧での低品位炭ガス化プロセスの技術開発（小

型：６ｔ/ｄ規模）を実施。 

【アウトプット】 
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・低品位炭ガス化プロセスの基盤技術の確立 

・大型化のためのプロセス・仕様の確認 

【アウトプットからアウトカムへの展開】 

・実証規模、商用規模への展開 

 ・インドネシアにおける５０ｔ/ｄ規模の実証事業を実施中 

【アウトカム】 

・低品位炭のガス化による当初のターゲットである肥料用途から民生用ガス利用

用途等への拡大及び他国への展開 

 
（３）低品位炭からのクリーンメタン製造技術研究 

研究開発期間：平成２２年度～平成２５年度 

予算総額：約１．７億円 

【プロジェクトの概要】 

・褐炭等の低品位炭をガス化した石炭ガスを効率的に利便性の高い代替天然ガス

（メタン、エタン、プロパン等）へ変換する技術の研究を実施。  

【アウトプット】 

 ・高濃度ＣＯ条件におけるメタネーション触媒の性能把握と効率的なプロセス設

計条件を確立させる。 

・４５ＭＪ/Ｎｍ３（都市ガス相当）への高カロリー化。 

【アウトプットからアウトカムへの展開】 

・スケールアップ実証への展開を検討。 

【アウトカム】 

・低品位端からの効率的な代替天然ガス（ＳＮＧ）製造技術の確立。 

 
（４）高効率褐炭乾燥システム研究 

研究開発期間：平成２２～２４年度 

予算総額：約５．５億円 

【プロジェクトの概要】 

・褐炭（低品位炭）を、有効かつクリーンに利用するため、高効率の乾燥システム

を研究。 

【アウトプット】 

 ・１０ｔ/ｄ規模の試験装置により、乾燥システムの成立性を検証。 

【アウトプットからアウトカムへの展開】 

・スケールアップ実証への展開を検討。 

【アウトカム】 

  ・大規模高効率褐炭乾燥システムの確立、クリーンな代替エネルギーの確保。 

 

 



 18
 

○ＮＥＤＯ執行事業 

 

（５）クリーンコール技術開発（革新的ＣＯ２回収型石炭ガス化技術開発） 
研究開発期間：平成２２～２３年度 

予算総額：約３３．９億円 

【プロジェクトの概要】 

・ＩＧＣＣ（１５００℃級ＧＴ）を想定し、高圧系統が優位に働くＣＯ２分離・回

収技術（物理吸収法）について、実際に酸素吹ガス化パイロット試験設備（Ｅ

ＡＧＬＥパイロット試験設備）に追設し、システム検証を行う。 

【アウトプット】 

・高効率なＣＯ２回収型石炭ガス化システムのパイロット規模（１５０ｔ/ｄ）で

の確立。 

【アウトプットからアウトカムへの展開】 

・実証機による試験（大崎クールジェンＰＪ）の実施 

【アウトカム】 

・石炭火力発電の高効率化の実現 

・ゼロエミッション石炭火力発電の実現 

 
（６）クリーンコール技術開発（基礎研究等） 

研究開発期間：平成２２～２３年度 

予算総額：約２２．８億円 

【プロジェクトの概要】 

・ＩＧＣＣから回収したＣＯ２を酸化剤として用いるＣＯ２回収型高効率ＩＧＣＣ

システムの開発  

・ＣＯ２分離回収型ＩＧＣＣ向け、高水素濃度石炭ガスに対応可能かつ燃焼後排ガ

スが低 NOx となる燃焼器（バーナー）の開発  

・水蒸気ガス化技術、低温ガス技術、金属酸化物反応によるＣＯ２回収技術等、高

効率ガス化システムの開発  

・石炭燃焼プロセスにおける微量金属元素(水銀、ホウ素、セレン等）の挙動解明 

【アウトプット】 

・革新的石炭ガス化・燃焼基盤技術プロセスの確立  

・パイロットプラントでの燃焼排ガス中の微量金属元素測定手法の確立（ＪＩＳ・

ＩＳＯ化）  

【アウトプットからアウトカムへの展開】 

・大型実証機による試験の実施 

・微量金属元素測定手法のＪＩＳ・ＩＳＯ化 

【アウトカム】 

・革新的ゼロエミッション石炭火力発電(ＩＧＣＣ+ＣＣＳ)の実現  
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・微量金属元素の高度除去手法の石炭火力への適用 

 
（７）クリーンコール技術開発※ 
研究開発期間：平成２４～２９年度 

予算総額（予定）：約１１２億円 

【プロジェクトの概要】 

・ＩＧＣＣ（１５００℃級ＧＴ）を想定し、高圧系統が優位に働くＣＯ２分離・回

収技術（物理吸収法）について、実際に酸素吹ガス化パイロット試験設備（Ｅ

ＡＧＬＥパイロット試験設備）に追設し、システム検証を行う。 

・ＩＧＣＣから回収したＣＯ２を酸化剤として用いるＣＯ２回収型高効率ＩＧＣＣ

システムの開発 

・ＣＯ２分離回収型ＩＧＣＣ向け、高水素濃度石炭ガスに対応可能かつ燃焼後排ガ

スが低ＮＯｘとなる燃焼器（バーナー）の開発 

・水蒸気ガス化技術、低温ガス技術、金属酸化物反応によるＣＯ２回収技術等、高

効率ガス化システムの開発 

・石炭燃焼プロセスにおける微量金属元素(水銀、ホウ素、セレン等）の挙動解明 

【アウトプット】 

・高効率なＣＯ２回収型石炭ガス化システムのパイロット規模での確立。 

・革新的石炭ガス化・燃焼基盤技術プロセスの確立  

・パイロットプラントでの燃焼排ガス中の微量金属元素測定手法の確立（ＪＩＳ

・ＩＳＯ化） 

【アウトプットからアウトカムへの展開】 

・大型実証機による試験の実施 

・微量金属元素測定手法のＪＩＳ・ＩＳＯ化 

【アウトカム】 

・革新的ゼロエミッション石炭火力発電（ＩＧＣＣ＋ＣＣＳ）の実現 

・微量金属元素の高度除去手法の石炭火力への適用 

※平成２４年度より、クリーンコール技術開発（革新的ＣＯ２回収型石炭ガス化技術開

発）とクリーンコール技術開発（基礎研究等）を統合し、クリーンコール技術開発

として継続実施 
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第３章 技術に関する事業の概要 
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Ａ 高効率褐炭乾燥システム研究（プロジェクト） 

 

（終了時評価） 
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第３章 技術に関する事業の概要 

Ａ．高効率褐炭乾燥システム研究（プロジェクト）の概要 

 
１－Ａ 事業の目的・政策的位置付け 

１－１－Ａ 事業目的 

 

石炭は、化石燃料の中でも普遍的な埋蔵量と廉価な価格の観点から、将来を担う

も安定したエネルギー源の一つとして有望視されている。今後のエネルギー需要の拡大

を考えると、火力発電がこれまで以上に重要な役割を果たすため、埋蔵量が豊富で価格

や産地が安定している石炭の利用が必須である。図３－Ａ－１に示すように、世界の石

炭資源のうち、約半分は亜瀝青炭・褐炭等の低品位炭で豪州、インドネシア、米国、欧

州、中国等に多く存在しており、この有効活用により世界的規模でエネルギー供給に大

きな安定をもたらすと期待される。 

一方、これらの低品位炭は高水分含有のためハンドリングが難しく、また乾燥に伴

う熱損失が大きいことから、火力発電の燃料に使用した場合、発電効率が３０％程度と

低く、発電量あたりのＣＯ２排出量も多い。また、石炭火力発電等の設備は大量の石炭

を燃料として使用することから、特に褐炭を燃料等として使用する場合、高効率かつ大

容量な乾燥装置が必要となる。 

 

 

出展 ： WEC, Survey of Energy Resources 2010 

図３－Ａ－１ 世界の石炭資源分布 
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従来の褐炭焚き火力発電プラントにおける褐炭利用フローを図３－Ａ－２に示す。

豪州ビクトリア州の褐炭用発電所では、褐炭の前処理として、ボイラ燃焼ガスを一部抜

き出して褐炭と混合させ、ビータ・ミルで破砕及び乾燥する方法を採用している。この

方式では、ボイラの高温ガスの利用により、高水分炭を乾燥することは可能であるが、

排ガス損失増加によりボイラ効率が低下してしまう。 

同様に、将来的に石炭ガス化複合発電（ＩＧＣＣ：Integrated coal Gasification 

Combined Cycle）に適用した場合、図３－Ａ－３に示すように、従来方式であれば、ガ

ス化炉へ石炭を投入するため事前に粉砕・乾燥する乾燥熱源として、蒸気やガスタービ

ン排熱を利用すると、石炭粉砕の排気ガス中の水分損失および脱硫装置での排水損失が

大きく、出力の低下を招く。 

したがって本事業では、大容量化に適した蒸気流動層乾燥装置と潜熱回収装置（蒸

気圧縮機）を組み合わせた高効率な潜熱回収型褐炭乾燥システムの基盤技術について、

ＰＤＵ規模（乾燥容量１０ｔ/ｄ）で確立するとともに、商用機の実現可能性について

確認することを目的とする。 

 

 

ボイラ燃焼ガス
一部抜き出し

乾燥した水分は蒸気として
煙突より排出 ⇒ 潜熱ロス

Loy Yang Power発電所フロー

褐炭乾燥・破砕部

石炭

燃焼ガス

排ガス

蒸気ﾀｰﾋﾞﾝ

ボイラ

石炭

電気

蒸気

排ガス損失

復水損失

水

※その他 未燃損失
輻射損失等は極僅か

水蒸気

ボイラ燃焼ガス
一部抜き出し

乾燥した水分は蒸気として
煙突より排出 ⇒ 潜熱ロス

Loy Yang Power発電所フロー

褐炭乾燥・破砕部

石炭

燃焼ガス

排ガス

蒸気ﾀｰﾋﾞﾝ

ボイラ

石炭

電気

蒸気

排ガス損失

復水損失

水

※その他 未燃損失
輻射損失等は極僅か

水蒸気

 
 

図３－Ａ－２ 豪州褐炭焚き火力の褐炭利用フロー 

Loy Yang 発電所ＨＰより
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ガス化炉

石炭粉砕

石炭

電気

蒸気

排気損失

水

水蒸気

石炭

ガス化空気
昇圧機

M

蒸気タービン

G

脱硫装置脱硫装置

ガス化炉
蒸気

排熱回収排熱回収

ボイラボイラ
煙突

燃焼器

ガス
タービン

空気

石膏回収石膏回収

高温
フィルタ

チャー

電気

脱硫 排水損失

蒸気

排ガス損失ガスﾀｰﾋﾞﾝ

蒸気ﾀｰﾋﾞﾝ 復水損失

生成ガス

精製ガス

石炭粉砕
熱 排気ガス

石炭乾燥
熱源

ガス化炉

石炭粉砕

石炭

電気

蒸気

排気損失

水

水蒸気

石炭

ガス化空気
昇圧機

M

ガス化空気
昇圧機

M

蒸気タービン

G

脱硫装置脱硫装置

ガス化炉ガス化炉
蒸気

排熱回収排熱回収

ボイラボイラ
煙突

排熱回収排熱回収

ボイラボイラ
煙突

燃焼器

ガス
タービン

空気空気

石膏回収石膏回収

高温
フィルタ

チャー

電気

脱硫 排水損失

蒸気

排ガス損失ガスﾀｰﾋﾞﾝ

蒸気ﾀｰﾋﾞﾝ 復水損失

生成ガス

精製ガス

石炭粉砕
熱 排気ガス

石炭乾燥
熱源

 

図３－Ａ－３ ＩＧＣＣの従来方式による褐炭利用フロー 

 

 

１－２－Ａ 政策的位置付け 

 

平成２１年６月にとりまとめられた「総合資源エネルギー調査会 鉱業分科会 クリ

ーンコール部会」の報告において、産炭国へのＣＣＴ普及、産炭国との関係の重層化に

よるエネルギーセキュリティー向上の提言がされ、技術開発・実証普及の新たな方向性

が示された。 

具体的には、我が国においても、これまで開発してきた石炭ガス化や石炭転換技術

を応用し、世界的に大量に存在する一方で未利用な状況にある低品位炭（褐炭、亜瀝青

炭）を産炭国でガス化・液化・スラリー燃料化することにより、我が国への新たなクリ

ーン・エネルギーとして利用していく可能性が提案されている。 

また、平成２２年６月に経済産業省が発表した「技術戦略マップ２０１０（エネル

ギー分野）」において低品位炭（褐炭）の改質・有効利用技術の開発が石炭のクリーン

利用技術の一つとして位置づけられている。 

 

ＩＧＣＣの場合、石炭を粉砕・乾燥する過程で石炭中の水分が石炭

乾燥ガスと共に排出されることから、その潜熱がロスとなる。また、

石炭を乾燥後にも石炭に残留する水分は一部生成ガスで水蒸気と

なるが、脱硫設備（ガス精製設備）の低温部分でドレンとして排出

されることから、その排水も熱の損失となる。 
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１－３－Ａ 国の関与の必要性 

 

本事業で開発する高効率褐炭乾燥装置システムは、未利用な低位品炭を有効利用す

る上で必要な技術であり、将来我が国にエネルギーセキュリティー向上の観点から計画

的に推進していく必要がある。 

当該技術はこれまで石炭焚きボイラで利用されていた流動層技術を用いるものの、

蒸気を流動化ガスとした石炭の乾燥については実績がなく、世界的にも蒸気を利用した

大容量の流動化・乾燥技術を成功させた事例がない。また、高効率化のポイントとなる

蒸気の潜熱回収についても大容量の事例がないことから、非常に難度の高い技術である。 

社会的意義が高い一方で、開発リスクも大きい技術開発であることから、国の支援

による事業とすることが適当であると考えられる。 
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２－Ａ 研究開発目標 

２－１－Ａ 研究開発目標 

２－１－１－Ａ 全体の目標設定 

 

（１） 高効率褐炭乾燥の原理 

本技術は、高水分の褐炭を、蒸気を流動化ガスとして流動層を形成し、乾燥用蒸気に

より間接加熱して乾燥するとともに、発生した水蒸気から潜熱を回収し、乾燥用に再循

環するという原理である。 

将来的にＩＧＣＣに適用した場合のシステム概要を図３－Ａ－４に示す。褐炭は原炭

バンカから供給し、クラッシャにて適切なサイズに破砕後、乾燥装置に供給される。蒸

気で流動化した流動層に破砕した褐炭を供給し、流動層内に設置した伝熱管に加熱用蒸

気を供給して間接加熱し、乾燥させる。発生した蒸気は、粉塵を除去した後一部を乾燥

装置の流動化ガス（図３－Ａ－４①）として供給し、残りを再圧縮して飽和蒸気温度を

上昇させ、加熱用蒸気（図３－Ａ－４②）として使用し潜熱を回収する。乾燥後の褐炭

は冷却され、ＩＧＣＣ設備に供給される。 

 

原炭バンカ

石炭供給機

粗砕機

伝熱管

冷却器

乾燥炭
ＥＰ

微粉炭バグフィルタ

微粉炭供給ホッパ

微粉炭機

給炭機

乾燥炭バンカ

圧縮機

蒸気流動層

乾燥装置

加熱用蒸気

ガス化炉

排水処理装置

循環
ブロワ

原炭バンカ

石炭供給機

粗砕機

伝熱管

冷却器

乾燥炭
ＥＰ

微粉炭バグフィルタ

微粉炭供給ホッパ

微粉炭機

給炭機

乾燥炭バンカ

圧縮機

蒸気流動層

乾燥装置

加熱用蒸気

ガス化炉

排水処理装置

循環
ブロワ

 

図３－Ａ－４ 高効率褐炭乾燥システムの概要（ＩＧＣＣへの適用例） 

 

褐炭の乾燥に適用可能で、実用化された技術もしくは開発中の技術を表３－Ａ－１に

示す。 

ビータ・ミルは高温のボイラ燃焼ガスを循環させ、褐炭を乾燥すると同時に粉砕する

もので、既設の褐炭焚き火力発電プラントで広く使用されている。これはボイラ火炉出

口の高温燃焼ガスをミルに流入させ、粉砕と乾燥を行い直接ボイラに乾燥炭を投入する

直接加熱乾燥方式である。大容量化は可能であるが、ボイラ燃焼ガスを利用するため、

潜熱の回収は困難で、ビン・システムにした場合には安全上の課題もある。 

②加熱用蒸気 

①流動化ガス

（補助熱源） 

 
潜熱回収装置 
（蒸気圧縮機） 

複合発電設備へ
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ＣＩＴ/Ｄ（Coal in Tube Dryer）は容器にチューブを充填した乾燥器で、石炭をチ

ューブ内に、蒸気をシェル側に流通させる構造をもつ、間接加熱乾燥方式である。ブリ

ケット製造用として、ヨーロッパなどで広く使用され容量は１０ｔ/ｈ程度である。Ｓ

Ｔ/Ｄ（Steam Tube Dryer）はＣＩＤと逆に石炭をシェル側に、蒸気をチューブ側に流

通させる間接加熱乾燥方式である。コークス炉原料炭の水分調整用の前処理装置として

採用されており、容量も比較的大きいが、褐炭での実績は少ない。どちらもチューブを

内蔵した円筒形の乾燥装置本体を回転させるため、投入・排出など構造が複雑になる。 

一方、蒸気流動層方式は構造がシンプルで、流動状態にすることにより熱伝達率が高

く容積効率が向上するため大容量化に適しており、流動化ガスを蒸気とすることにより、

潜熱回収が可能となる特長もあり、高効率の乾燥方式として開発が期待される。 

 

表３－Ａ－１ 褐炭乾燥技術の比較 

項 目 ビータ・ミル ＣＩＴ/Ｄ ＳＴ/Ｄ 蒸気流動層 

方式 直接 間接 間接 直接 

実用化状況 

褐炭焚き 

ボイラ 

(直接燃焼) 

ブリケット 

製造用 

コークス 

炉用 
開発中 

大容量化 ○ △ △ ○ 

潜熱回収 × △ △ ○ 

ＣＩＴ/Ｄ : Coal in Tube Dryer，ＳＴ/Ｄ : Steam Tube Dryer 

○：適，△：可能，×：不向き 

 

（２） 開発段階におけるベンチスケール試験の位置付け 

調査・要素研究から１ｔ/ｄ規模の基礎試験までは三菱重工業自身で研究開発を進め、

褐炭の乾燥特性についての基礎データを取得した。表３－Ａ－２に示すように、商用機

は２５００ｔ/ｄクラスを想定しており、ベンチスケール試験装置（以下ＰＤＵ：Process 

Development Unit）、実証試験機においてそれぞれ１０～２０倍のスケールアップを検

証しながら、開発を進めていく予定である。 

したがって、本補助事業で対象とするＰＤＵは、その能力を１０ｔ/ｄとした。潜熱

回収方法としては、蒸気再圧縮を採用した。 

 

表３－Ａ－２ ＰＤＵ試験の位置付け 

項 目 基礎試験 ＰＤＵ試験 実証試験 商用機 

規模 １ｔ/ｄ １０ｔ/ｄ ２００ｔ/ｄ ２５００ｔ/ｄ

設備構成 乾燥装置 

乾燥装置 

潜熱回収 

（蒸気再圧縮） 

乾燥装置 

潜熱回収 

（蒸気再圧縮） 

乾燥装置 

潜熱回収 

（蒸気再圧縮）
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開発課題 
乾燥特性 

伝熱特性 

ｽｹｰﾙｱｯﾌﾟ検証 

乾燥特性 

伝熱特性 

潜熱回収ｼｽﾃﾑの検証 

ｽｹｰﾙｱｯﾌﾟ検証 

長時間安定性 
 

 

（３）開発目標の設定 

ＰＤＵでは、基礎試験の結果などを踏まえて、商用機規模への展開を想定して、表３

－Ａ－３のように目標を設定した。 

この目標を達成することにより、乾燥装置の基本設計データの取得が可能となり、商

用機で必要となる石炭処理量２５００ｔ/ｄ規模の乾燥装置の基本設計ができる。また、

潜熱回収システムのエネルギー回収率を発生することにより、潜熱回収に伴う設備費の

増加を抑えつつ、エネルギー効率に優れたシステムの実現が可能となる。 

 

表３－Ａ－３ 全体の目標 

目標・指標 設定理由・根拠等 

① ＰＤＵ規模（乾燥容量１０ｔ/

ｄ）における潜熱回収型褐炭乾

燥システム（蒸気流動層乾燥装

置＋潜熱回収装置）の基盤技術

の確立 

(ア) 乾燥装置と組合せた運転特性を把握する

ため、蒸気再圧縮方式を適用した潜熱回収シス

テムを導入する上で、三菱重工業株式会社は、

過去、１ｔ/ｄ規模で蒸気流動層による乾燥試

験（基礎）を独自に実施しており、本事業にお

いては、その約１０倍規模のＰＤＵを製作の

上、試験を実施しスケールアップの検証を行う

ことを目標とした。 

② 乾燥容量２５００ｔ/ｄ 以上を

想定した高効率褐炭乾燥システ

ムの実現可能性の確認 

(ア) 発電出力５００ＭＷクラスの褐炭処理量

は１００００ｔ/ｄであり、配置・コスト等の

制約より４系列程度とすることが 適のため、

乾燥容量２５００ｔ/ｄ以上の乾燥装置の実現

可能性の確認を目標とした。 

③ エネルギー回収率：５０％以上

・圧縮機での圧縮比が小さいほど圧縮機動力が小

さくなりエネルギー回収率は大きくなる。一

方、圧縮比が小さくなると蒸気圧力は低くなり

飽和蒸気温度は低くなるため伝熱面積が大き

くなり乾燥装置本体は大型となる。 

この背反する圧縮機の動力、乾燥装置の大きさ

を 適とする圧縮比に相当するエネルギー回

収率を目標値とした。 

 

＊）エネルギー回収率(％)  

= 回収熱量 /（乾燥熱量+圧縮機動力/（発電効率/ボイラ効率）×１００ 
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２－１－２－Ａ 個別要素技術の目標設定 

 

開発目標の設定に加え、商用機の設計のために、表３－Ａ－４に示すように、研究開

発における確認事項を設定した。 

 

表３－Ａ－４ 個別要素技術の目標 

要素技術 確認事項 設定理由・根拠等 

蒸気流動層技術 

蒸気流動層内乾燥の安定運

転性、乾燥特性、伝熱特性

を把握 

・流動化ガス速度、および熱伝達率の

把握により、乾燥装置の設計が可能

となる。 

スケールアップ

技術 

蒸気流動層乾燥装置に適し

たシミュレータを開発し、

商用機規模へのスケールア

ップの可能性を確認 

・流動層に伝熱と乾燥を組込んだシミ

ュレータの開発により、ＰＤＵ規模

（乾燥容量１０ｔ/ｄ）から商用機

規模（乾燥容量２５００ｔ/ｄ）へ

スケールアップするにあたっての

予測精度向上、及び各設計パラメー

タの影響把握が可能となる。 

潜熱回収技術 
蒸気再圧縮による潜熱回収

の実証 

・実機システムを模擬した蒸気圧縮機

と流動化ガス循環ファンの連動に

より、潜熱回収システムの起動・停

止を含む運転制御方法の確立が可

能となる。 

褐炭乾燥技術 

調査 

褐炭の性状と各国の乾燥装

置開発動向を調査 

・各種調査により、供試褐炭と蒸気流

動層の位置付けの明確化が可能と

なる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)蒸気流動層乾燥装置       (２)潜熱回収装置（蒸気圧縮機） 

写真３－Ａ－１ ＰＤＵ（乾燥能力：１０ｔ/ｄ） 
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３－Ａ 成果、目標の達成度 

３－１－Ａ 成果 

３－１－１－Ａ 全体成果 

 

当該プロジェクト全体により、次のことを確認した。 

・ＰＤＵ試験 

合計１１回の試験を行い、安定した運転を確認するとともに、潜熱回収が可能であ

ることを確認した。（ＰＤＵ規模（乾燥容量１０ｔ/ｄ）における高効率褐炭乾燥シ

ステムの基盤技術が確立された） 

・乾燥容量 

試験などで得られたデータをもとに商用機の試設計を実施した結果、単機容量２５

００ｔ/ｄの乾燥装置はスケールアップに制約がなく、実現可能との見通しが得ら

れた。 

・エネルギー回収率 

ＰＤＵ試験で蒸気再圧縮による潜熱回収が可能であることを実証し、エネルギー回収

率の目標５０％に対して５４％を達成した。 

これにより、ＩＧＣＣなどとの組合せによる褐炭の高効率利用に目処が得られた。 

 

（１）ＰＤＵ試験 

Ｈ２２年度は、三菱重工業株式会社が製作した基礎試験装置（１ｔ/ｄ）を使用し

て、ＰＤＵ設計のためのデータを取得し、その結果をもとに、ＰＤＵの乾燥装置を設

計・製作した。 

Ｈ２３年度は、ＰＤＵの乾燥装置の試験を実施するとともに、潜熱回収装置の設計

・製作を実施し、 終的にこれらを組合せた試験を実施した。さらにＨ２４年度は、

ＰＤＵによる炭種の変化と商用機の設計データ取得の試験を実施した。 

この間、表３－Ａ－５に示すように、Ｈ２３年度は６回、Ｈ２４年度は５回、合計

１１回の試験を実施した。試験には、Ａ炭（水分６２．５％）を標準として、Ｈ２４

年度は炭種の影響の把握を目的として、さらにＢ炭（６１．３％）、Ｃ炭（６２．８

％）を使用した。 

これらの試験においては、安定した運転を確認するとともに、潜熱回収が可能であ

ることを確認し、ＰＤＵ規模（乾燥容量１０ｔ/ｄ）における高効率褐炭乾燥システ

ムの基盤技術が確立された。 
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表３－Ａ－５ ＰＤＵ試験実績 

年度 ＲＵＮ  実施内容・狙い 

Ｈ２３年度 

１ 
・基礎試験からの１０倍スケールアップ規模であるＰ

ＤＵの運転要領の確立 

２－１ ・層高１ｍでのスケールアップデータ取得 

２－２ ・層高２ｍでのスケールアップデータ取得 

３ ・層内管伝面密度拡大のデータ取得 

４ 
・潜熱回収システム（循環ブロア、圧縮機）との連結

運転要領の確立 

５ 
・乾燥と潜熱回収システムとの一貫試験による潜熱回

収データ取得 

Ｈ２４年度 

１ ・Ｂ炭による炭種変化のデータ取得 

２ ・層高３ｍでのスケールアップデータ取得 

３ 
・Ｃ炭による炭種変化のデータ取得 

・層高３ｍでの層内伝熱管密度拡大のデータ取得 

４ 
・潜熱回収システムの商用機を想定した運転・制御デ

ータの取得 

５ 
・潜熱回収システムと連動した長時間運転時の安定性

確認 

 

（２）乾燥容量 

個別要素技術の開発で得られたデータをもとに２５００ｔ/ｄクラスの商用機の試

設計を実施した。これにより、単機容量２５００ｔ/ｄの乾燥装置はスケールアップ

に制約がなく、乾燥装置を４系列とすることにより、１００００ｔ/ｄクラスのＩＧ

ＣＣとの組合せることが可能と見通しが得られた。 

乾燥装置を４系列とする商用機の設備全体の鳥瞰図を図３－Ａ－５に示す。 
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図３－Ａ－５ 商用機の鳥瞰図 

 

（３）エネルギー回収率 

ＰＤＵ試験で蒸気再圧縮による潜熱回収が可能であることを実証した。ＰＤＵ試験結

果をもとに商用機相当に換算することにより、目標５０％に対して５４％を達成した。

エネルギー回収率を表３－Ａ－６に示す。 

これにより、乾燥に必要なエネルギーが半減され、ＩＧＣＣなどとの組合せによる

褐炭焚き発電効率の向上とＣＯ２排出量の低減に資することを確認した。 

 

表３－Ａ－６ エネルギー回収率 

項  目 試験結果 

褐炭供給量 ｋｇ/ｈ ４００ 

乾燥熱量：Ｑ１ ｋＷｔｈ １３７ 

回収熱量：Ｑ２ ｋＷｔｈ ９０ 

圧縮機動力：Ｐ ｋＷｅ １７ 

エネルギー回収率：η ％ ５４ 

 

   η= Q2/(Q1+P/(ηe/ηb))  ηe：発電効率、ηb：ボイラ効率 
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３－１－２－Ａ 個別要素技術成果 

 

（１）蒸気流動層技術 

水分６２．５％（湿炭ベース⇒褐炭ベースで１６７％-dry）の褐炭（Ａ炭）を標準

に使用してＰＤＵ試験を実施した。 安定運転のための必要な流動化ガス速度など運

転条件を把握するとともに、図３－Ａ－６、図３－Ａ－７のように商用機設計に必要

な乾燥特性と伝熱特性を把握した。 

これにより、蒸気流動層による乾燥の基本データが得られ、実証試験機、商用機の

基本設計（全体寸法、流動化ガス速度、流動層の面積と高さ、伝熱管密度など）が可

能となった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図３－Ａ－６ 褐炭の乾燥特性 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図３－Ａ－７ 乾燥装置の伝熱特性 
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（２）スケールアップ技術 

代表的な解析モデルとして模擬流体モデル（Euler-Granular Model）とＤＥＭ

（Discrete Element Method）がある。このうち、実機サイズでのシミュレーションへ

の適用を考慮した蒸気流動層の解析モデルとして、模擬流体モデルを使用し、汎用流動

解析ソフト「Fluent」をベースに、伝熱、乾燥を組み込んだシミュレータを開発した。

（表３－Ａ－７参照） 

 

表３－Ａ－７ 乾燥装置シミュレーションの考え方 

現象 考え方 

流動層 
・模擬流体モデル（Euler-Granular Model）を使用し、流動層を褐炭

粒子の物性を考慮した流体として模擬 

伝熱 
・ＰＤＵ試験結果より熱伝達率を求め、伝熱管の面積と加熱用蒸気

温度を考慮して、単位体積当たりの熱量として付与 

乾燥 
・乾燥特性基礎試験の結果をもとに、褐炭粒子の乾燥を Grain モデ

ルを使用して定式化 

 

開発したシミュレータを用いてＰＤＵの解析を実施し、図３－Ａ－８に示すように、

流動層内の水分、温度の分布がＰＤＵの試験結果と良く一致することが確認できた。 

このシミュレータにより滞留時間分布、水分分布などの予測が可能となり、商用機

規模へのスケールアップの可能性を確認した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図３－Ａ－８ ＰＤＵシミュレーション結果 
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（３）潜熱回収技術 

潜熱回収システムの試験は、図３－Ａ－９のように、褐炭装置出口の水蒸気の一部

を流動層の流動化ガスとして循環し、残りを圧縮機により圧縮し乾燥装置の熱源とし

て利用するものである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図３－Ａ－９ 潜熱回収システム 

 

ＰＤＵ試験は図３－Ａ－１０に示すとおり安定運転を確認できた。また、このシス

テムによるエネルギー回収率は、表３－Ａ－６に示すように５４％であった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図３－Ａ－１０ 潜熱回収試験時の運転状況 

 

これにより、蒸気再圧縮による潜熱回収が可能であることが実証され、起動・停止

を含めた運転・制御方法を把握した。
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（４）褐炭乾燥技術調査 

世界の代表的な褐炭性状を表３－Ａ－８に、オーストラリアビクトリア州の

Latrobe Valley 主要炭層の炭質を表３－Ａ－９に示すが、水分は５２～６５％である。

本補助事業の供試炭の水分は６２．５％であり、妥当と考えられる。 

 

表３－Ａ－８ 石炭性状の比較 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表３－Ａ－９ Latrobe Valley 主要炭層の炭質 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LCV (ar) HCV (db) Moisture Ash

Kcal/kg Kcal/kg % (ar) % (db)

Hazelwood Mine M1 2,031 6,331 60.1 3.3

Loy Yang Mine M1 1,935 6,450 62.5 1.5

Yallourn Mine Y 1,553 6,187 65.5 1.7

Tyers Y 1,839 5,948 59.7 4.4

Churchill North Y 1,816 5,996 60.9 3.8

Yinnar M1 1,983 6,068 58.4 4.4

Latrobe River L 2,437 6,378 52.9 4.8

Churchill Y 1,816 5,996 60.9 3.8

Morwell Township M1 2,031 6,522 60.9 3.2

Flynn M1B 1,911 6,331 62.1 1.7

Loy Yang East M1B 1,911 6,331 62.1 1.7

Driffield M1 1,983 6,378 60.6 2.9

Traralgon Creek M1B 1,983 6,378 60.8 2.2

Maryvale East Y 1,696 6,163 64.0 3.0

Fernbank M1B 1,983 6,139 59.7 1.7

Coal Field Seam
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また、褐炭の改質・乾燥技術の分類は表３－Ａ－１０に示すように、比較的低温で

常圧でのプロセスである蒸発法（領域Ｂ）の開発が多いことが分かる。 

これらの調査により、本事業で使用した褐炭が標準的であるとともに、当該技術は

褐炭乾燥技術分野において高効率で大容量化に適した方式であると考えられる。 

 

表３－Ａ－１０ 褐炭の改質・乾燥技術の分類 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３－１－３－Ａ 特許出願状況等 

 

本事業による論文、発表、特許の実績件数を表３－Ａ－１１に示す。また、その詳

細を表３－Ａ－１２に示す。 

 

表３－Ａ－１１ 特許・論文等件数 

論文 発表 特許 

１ ２ ３２ 

 

 

 

 

蒸 発 反応 プロセ ス例

Ａ

(加圧 脱水 )
△ × ＭＴＥ，Ｃｏｌｄｒｙ

Ｂ

(蒸 発)
○ ×

チ ューブドライヤ ，流動 床（Ｗ ＴＡ，ＤｒｙＦｅｎ，東大 /MH I他）

ＩＤＧＣＣ，ＢＣＢ，ＵＢＣ，SYN COL

Ｃ

(非 蒸発 )
× ○

Fleisn er，HWT，Exergen，Kfuel，

水熱 抽出（溶剤 抽出 ）

Ｄ

(熱 分解 )
○ ○ EN COL，Latorobe Lign ite D evelopmen t
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表３－Ａ－１２ 論文、投稿、発表、特許リスト 

 

 

３－２－Ａ 目標の達成度 

３－２－１－Ａ 全体目標の達成度 

 

研究開発の目標に対する達成度を表３－Ａ－１３に示す。本事業での目標は全て達成

した。 

これにより、当該高効率褐炭乾燥システムを２５００ｔ/ｄに大容量化が可能であり、

商用機換算のエネルギー回収率は５４％であることを確認した。 

 

表３－Ａ－１３ 目標の達成度一覧 

目標・指標 成 果 達成度 

① ＰＤＵ規模（乾燥容量１０ｔ/

ｄ）における潜熱回収型褐炭

乾燥システム（蒸気流動層乾

燥装置＋潜熱回収装置）の基

盤技術の確立 

・ １０ｔ/ｄ規模のＰＤＵを製作し、１

ｔ/ｄからのスケールアップが検証

された。 

・ 蒸気再圧縮式潜熱回収システムを導

入し、乾燥装置と組合せた運転によ

り潜熱回収が可能であることを確認

した。 

（ＰＤＵ規模（乾燥容量１０ｔ/ｄ）

における潜熱回収型褐炭乾燥システ

ムの基盤技術が確立された） 

達成 

② 乾燥容量２５００ｔ/ｄ 以上

を想定した潜熱回収型褐炭乾

燥システムの実現可能性の確

認 

・ ＰＤＵ試験とシミュレーションの結

果を元に、乾燥容量２５００ｔ/ｄ以

上の乾燥装置が実現可能であること

を確認した。 

達成 

③ エネルギー回収率：５０％以

上 

・ 蒸気再圧縮による潜熱回収により、

商用機換算のエネルギー回収率は５

４％であることを確認した。 

達成 

 

項目 題目・メディア等 時期 

論文 

三菱重工技報「褐炭など低品位炭を活用したＩＧＣＣの取

組み」 

Vol.48 No.3 (2011) 

H23.7 

発表 

Australia-Japan Coal Workshop 「Utilization of  

Australian Coal in Low Carbon Society」 （一部） 
H23.3 

ＣＣＴワークショップ 2012 「石炭ガス化/低品位炭利用技

術の海外展開」 （一部） 
H24.6 

特許 乾燥装置及び乾燥システムに関する特許（３２件） H23.3～H23.8
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３－２－２－Ａ 個別要素技術目標の達成度 

 

研究開発における確認事項の達成度を表３－Ａ－１４に示す。本事業における確認

事項は全て達成した。 

これにより、高効率褐炭乾燥システムの実証試験機、商用機に向けて、精度良い設

計が可能となり、補助事業の目標の達成に資することを確認した。 

 

表３－Ａ－１４ 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 

蒸気流動層技術 

蒸気流動層内乾燥の安定運

転性、乾燥特性、伝熱特性

を把握 

・ ＰＤＵで合計１１回の試

験を実施 

・ 安定運転を確認し、乾燥特

性、伝熱特性を把握した。 

達成

スケールアップ

技術 

蒸気流動層乾燥装置に適し

たシミュレータを開発し、

商用機規模へのスケールア

ップの可能性を確認 

・ 模擬流体モデルによる流

動層解析と伝熱、乾燥を組

合せたシミュレータを開

発した。 

・ ＰＤＵでの試験結果の傾

向と良く一致することを

確認した。 

・ 商用機規模へのスケール

アップの可能性を確認し

た。 

達成

潜熱回収技術 
蒸気再圧縮による潜熱回収

の実証 

・ ＰＤＵでエネルギー回収

率５４％の達成と起動・停

止を含めた運転の安定性

を確認した。 

達成

褐炭乾燥技術 

調査 

褐炭の性状と各国の乾燥装

置開発動向を調査 

・ 褐炭乾燥には、蒸気流動層

乾燥潜熱回収（蒸気再圧

縮）の組合せが適している

ことを確認した。 

達成
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４－Ａ 事業化、波及効果について 

４－１－Ａ 事業化の見通し 

 

図３－Ａ－１１に高効率褐炭乾燥技術開発スケジュールを示す。本事業で開発した

ＰＤＵ試験装置は１０ｔ/ｄ規模であり、この結果を踏まえ商用規模（２５００ｔ/ｄ規

模）の実現可能性が確認されたが、ＰＤＵ規模から商用規模まで一気にスケールアップ

することは技術リスクの観点から困難であることから、次ステップとしては２００ｔ/

ｄ規模の実証試験の実施が必要である。 

この規模の実証試験を行う場合、石炭の調達・ハンドリングを考慮すると国内より

も産炭国現地での試験が適当であり、豪州を中心に実証機試験のパートナーの選定中で

ある。 

 

 

図３－Ａ－１１ 技術開発スケジュール 

 

 

４－２－Ａ 波及効果 

 

（１）ＣＯ２排出量の削減 

本技術開発により、世界初となる潜熱回収型褐炭乾燥システムの基盤技術を確立し

た。本技術により、既存の乾燥装置に比べて少ないエネルギーで褐炭を乾燥させること

が可能になり、石炭資源の有効利用、発生ＣＯ２量の削減に貢献することができる。 

５００ＭＷ級の発電プラントを想定した場合、図３－Ａ－１２に示すように、従来の

乾燥技術を適用した既設褐炭焚き発電プラントでは水分の潜熱損失が大きく、発電効率

は２８％(ＨＨＶ)程度となり、ＣＯ２排出原単位は約１０５０ｋｇ-ＣＯ２/ＭＷhと非常
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に大きい。本事業により開発した乾燥技術を適用することにより、発電効率は４ポイン

ト程度向上が見込まれ、ＣＯ２排出原単位も１０％程度低減が可能となる。 

また、５００ＭＷ級ＩＧＣＣにおいても従来の乾燥技術を適用した場合には水分の潜

熱損失の影響により、発電効率は３８％（ＨＨＶ)程度に留まる。本事業により開発し

た乾燥技術を適用することにで、発電効率は４ポイント程度向上し約４３％(ＨＨＶ)

まで向上することから、ＣＯ２排出原単位も８１０ｋｇ-ＣＯ２/ＭＷｈから７３０ｋｇ-

ＣＯ２/ＭＷｈ程度まで約１０％低減が見込まれる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図３－Ａ－１２ 発電効率とＣＯ２排出量の関係 

 

（２）褐炭利用先の拡大 

本装置の適用先として産炭国での実施が想定されるが、次の様な利用先が想定され、

それぞれ現状未利用資源として褐炭を有効に活用できることから、ビジネスとして成立

性が高いものになると期待される。 

 

① 山元発電 

褐炭を算出する山元での石炭火力発電では、褐炭の水分に起因して発電効率が低

いが、本事業で開発した高効率乾燥技術を適用することにより、発電効率の向上が

見込まれる。 

 

② 褐炭ガス化燃料合成 

近ではシェールガスによる天然ガス価格の下落が見られるものの、アジアにお
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いて長期的には、石油・天然ガス価格は上昇し、化学品、ＬＮＧ、輸送燃料の原料

が石炭へシフトしていくと考えられる。石炭をガス化し化学品合成を行う場合にも、

これまで利用されてきた高品位の瀝青炭は入手が難しくなることから、これまで未

利用の褐炭の利用が必須となると思われる。 

図３－Ａ－１３に示すように、本事業により開発を行った高効率の褐炭乾燥装置

を利用して乾燥を行い、石炭をガス化したのち燃料合成を行い、これを日本に輸入

することにより日本での石炭起源によるクリーンな代替エネルギーが確保出来る。 

 

 

図３－Ａ－１３ 褐炭を利用したエネルギーチェーンの例 

 

乾燥 
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５－Ａ 研究開発マネジメント・体制・資金・費用対効果等 

５－１－Ａ 研究開発計画 

 

本事業においては、主目的であるＰＤＵ試験装置による乾燥試験と、それを補完・支

援する褐炭乾燥基礎試験および各種調査の実施を計画した。 

ＰＤＵ試験は、平成２２年度に乾燥装置部分の設計・製作と潜熱回収装置部分の設計

を実施し、平成２３年度前半には乾燥試験の実施とあわせ潜熱回収装置部分の製作を実

施し、平成２３年度後半に潜熱回収試験および乾燥・潜熱回収の組み合わせ試験を実施

した。平成２４年度は、引き続きＰＤＵ試験を実施するとともに、実証試験の基本計画

を実施する。 

本事業の研究開発計画を表３－Ａ－１５に示す。 

 

表３－Ａ－１５ 研究開発計画 

実施項目―Ⅰ ＰＤＵ試験装置による乾燥技術の開発 

実施項目／年度 平成２２年度 平成２３年度 平成２４年度 

１．褐炭乾燥システム調査 

1-1．褐炭乾燥装置の調査 

1-2．潜熱回収方法の調査 

1-3．全体システムの調査 

 

  

 

２．褐炭乾燥基礎試験 

 2-1．乾燥基礎試験 

 

 2-2. モデル化と 

    シミュレータ開発 

 

  

 

３．ＰＤＵ試験装置の 

設計・製作 

 3-1．乾燥装置の設計・製作 

 

 3-2．潜熱回収装置の設計・製作 

 

  

 

４．ＰＤＵ試験 

 4-1．乾燥試験 

 

 4-2．全体システム（潜熱回収） 

試験 

   

 

 

 

 

調査 

設計 製作 

設計 製作 

試験 

試験 

試験 

調査 

調査 

モデル化とシミュレータ開発 

試験 

試験 
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表３－Ａ－１５ 研究開発計画 

実施項目―Ⅰ ＰＤＵ試験装置による乾燥技術の開発（続き） 

実施項目／年度 平成２２年度 平成２３年度 平成２４年度 

５．実証試験の基本計画 

 5-1. 設置場所の調査 

 

 5-2. 実証試験の基本計画 

 

   

事業費 [百万円] 

（  ）内は予算額 

１９５ 

(１３０) 

２７７．５ 

(１８５) 

２６９ 

(１７９) 

 

表３－Ａ－１５ 研究開発計画（続き） 

実施項目―Ⅱ 褐炭性状と高効率乾燥システム適合性調査 

事業項目 平成２２年度 平成２３年度 平成２４年度 

１．ビクトリア褐炭の性状調査 

 

 

 

 

 

２．褐炭の特性と高効率乾燥 

システムへの適合性調査 

  

 

 

３．褐炭乾燥システム調査 

  

 

 

事業費 [百万円] 

（  ）内は予算額 

３０ 

(２０) 

３０ 

(２０) 

１９ 

(１３) 

 

 

５－２－Ａ 研究開発実施者の実施体制・運営 

 

本研究開発は、公募による選定審査手続きを経て、三菱重工業株式会社および一般財

団法人石炭エネルギーセンターが経済産業省からの委託を受けて実施した。また、再委

託先として東京大学が参加した。 

三菱重工業株式会社は、石炭ガス化炉およびガスタービンの開発から実用化まで自社

技術で行うことが可能である数少ないメーカーの一つであり、システム全体の 適化を

見据えた開発が可能となる技術を有している。本事業では、乾燥システムの開発を担当

した。 

一般財団法人石炭エネルギーセンターは、石炭をさらに有効な資源・エネルギーとし

て位置付ける活動を主導的に推進しており、石炭に関する多くの実績と経験を有する。

調査 

基本計画 

調査 

調査 

調査 調査 

調査 

調査 

調査 

調査 

調査 
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本事業では、褐炭性状と高効率乾燥システム適合性調査を担当した。 

上記の通り、各事業者の特性を踏まえ、適材適所の事業者配置とした。 

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のプロジェクトリーダ

ー（東京大学 金子祥三教授）を設置するとともに、技術開発の内容および方向性を検

討・評価するため、有識者からなる技術検討委員会を設置した。（表３－Ａ－１６、図

３－Ａ－１４、表３－Ａ－１７、表３－Ａ－１８参照） 

 

表３－Ａ－１６ プロジェクトリーダーおよびサブリーダー 

 氏名 所属・役職 

プロジェクトリーダー 金子祥三 東京大学 生産技術研究所・教授 

サブリーダー 

橋本貴雄 
三菱重工業株式会社 エンジニアリング本部

技師長 

原田道昭 

一般財団法人石炭エネルギーセンター 

アジア太平洋コールフローセンター 

事務長代理 

 

 

図３－Ａ－１４ 研究開発実施体制 

（※ 上記は２４年度の体制。２２～２３年度は、東京大学は(財)石炭エネルギーセンターからの外注。） 
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表３－Ａ－１７ 開発における各機関の役割分担 

機 関 担 当 

三菱重工業(株) 
三菱重工業（株）は、石炭をガス化しガスタービンコンバインドサ

イクル発電と組み合わせることで、従来型石炭焚き火力に比べて発

電効率が２０％(相対値)と飛躍的に向上する次世代の火力発電シ

ステムとして、石炭ガス化複合発電ＩＧＣＣの開発を推進してお

り、石炭ガス化炉およびガスタービンの開発から実用化まで自社技

術で行うことが可能な、数少ないメーカーの一つである。 

また、石炭焚きボイラの納入実績も豊富にあり、石炭ハンドリング

の経験も多い。一方、今後は化石燃料の有効活用の観点から、より

低品位の石炭利用が期待されている。特に高水分を含有し、これま

で山元でしか利用できなかった褐炭を高効率でガス化し、発電をは

じめ化学合成等に適用するためには、単に乾燥装置単体のみなら

ず、システムとしての 適化を見据えた検討・開発が必要であり、

当社は自社単独でシステム全体の 適化が可能となる技術を有す

る。 

本開発においては、以下の実施項目を担当する。 

Ⅰ-ＰＤＵ試験装置による乾燥技術の開発 

1.褐炭乾燥システム調査 

2.褐炭乾燥基礎試験 

3.ＰＤＵ試験装置の設計・政策 

4.ＰＤＵ試験 

（一財）石炭エネ

ルギーセンター 

 

一財財団法人石炭エネルギーセンターでは、石炭に関する技術開

発、事業化の支援、技術の普及・移転、人材育成等により、国際的

な石炭供給の増大と地球環境への対応を図り、我が国におけるエネ

ルギーの安定供給と産業経済の健全な発展に寄与することを目標

として活動している。経済性、供給安定性という石炭の優位性を高

めつつ、地球環境問題への対応等、環境に調和した高度利用を目指

すことにより、石炭をさらに有効な資源・エネルギーとして位置付

ける活動を主導的に推進しており、石炭に関する多くの実績と経験

を有する。 

本開発においては、以下の実施項目を担当する。 

Ⅱ-褐炭性状と高効率乾燥システム適合性調査 

１.ビクトリア褐炭の性状調査 

２.褐炭の特性と高効率乾燥システムへの適合性調査 

３.褐炭乾燥システム調査 
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表３－Ａ－１８ 技術検討委員会 

 氏 名 所属 

委員長 富田 彰 東北大学 名誉教授 

副委員長 千葉 忠俊 北海道大学 名誉教授 

委員 松尾 篤二 日本文理大学 教授 

委員 清水 忠明 新潟大学 教授 

委員 立元 雄治 静岡大学 准教授 

 

 

５－３－Ａ 資金配分 

 

ＰＤＵ試験装置の設計・製作、ＰＤＵ試験、基礎試験および各種調査の各段階におい

て適切に資金を配分し、事業の円滑な推進に努めた。 

このうち、高効率化の実証と大容量化のためのデータ取得に重点を置き、試験装置の

設計・製作を含めたＰＤＵ試験に全体の７０％の必要を使用した。資金配分額（事業費

ベース）を表３－Ａ－１９に示す。 

 

表３－Ａ－１９ 資金配分（事業費ベース） 

（単位：百万円） 

年度（平成） ２２ ２３ ２４(予算) 合計 

ＰＤＵ試験  

 褐炭乾燥システム調査 9.4 9.2 0 18.6

褐炭乾燥基礎試験 25.3 35.6 50.0 110.9

 ＰＤＵ試験装置設計・製作 155.7 83.8 0 239.5

 ＰＤＵ試験 0 131.5 170.0 301.5

 実証試験の基本計画 0 0 49.1 49.1

褐炭性状とシステム適合調査  

 ビクトリア褐炭の性状調査 9.3 9.0 0 18.3

 褐炭の特性とシステム適合性調査 6.5 6.3 12.0 24.8

 褐炭乾燥システム調査 12.2 11.6 7.2 31.0

合計 218.4 287.0 288.3 793.7
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５－４－Ａ 費用対効果 

 

本事業には３年間で約５．５億円の補助金が投じられ、高効率褐炭乾燥システムの開

発を行った。 

本事業による効果は、下記の通りである。 

 

① ＣＯ２排出量削減効果 

既設褐炭焚き火力発電所に高効率褐炭乾燥システムを適用することにより、約１０

％のＣＯ２削減効果が見込まれる。さらにＩＧＣＣにも適用することにより約３０

％のＣＯ２低減効果が見込まれる。 

本システムは、ＩＧＣＣの低品位炭への適用性を広げると共に、ＣＯ２排出量低減

に対するキー技術としてとらえることができる。 

 

② 低品位炭市場の形成 

本事業の成果である高効率褐炭乾燥システムにより、既存の従来型火力、ＩＧＣＣ、

さらに将来的には石炭ガス化炉を使用した液体燃料合成プロセスへの低品位炭の適

用が可能となり、石炭可採埋蔵量の約５０％を占める褐炭等の低品位炭の将来的な

市場構築に寄与することが期待できる。 

 

③ エネルギー資源の有効利用の促進 

本事業でのビクトリア褐炭性状と高効率乾燥システムに関する調査結果に基づき、

石炭ユーザー、乾燥装置メーカー、および高効率乾燥システムに関連する技術開発

実施者等に情報を提供することにより、褐炭の高効率乾燥システムの効果的な研究

開発が促進されると共に、ユーザーニーズが促進され、高品位炭(瀝青炭)の代替と

して豪州褐炭が用いられることにより、エネルギー資源の有効利用が促進されると

いう効果が期待できる。 

 

 

５－５－Ａ 変化への対応 

 

本事業では、今後の利用拡大が期待される低品炭である褐炭を対象とし、対象とする

地域を念頭に置きながら地域情勢を考慮し検討しているという点において、社会経済情

勢等周囲の状況変化に柔軟に対応しながら進めているといえる。 

また、各国の開発状況についても情報収集を進めながら、前述のとおり代替手段との

比較も適切に行うことができた。 
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Ｂ 未利用炭有用資源化技術開発（プロジェクト） 

 

（終了時評価） 
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Ｂ．未利用炭有用資源化技術開発（プロジェクト）の概要 
１－Ｂ 事業の目的・政策的位置付け 

１－１－Ｂ 事業目的 

 

石炭資源は、他の化石燃料に比べて賦存に偏在性がなく、供給安定性、経済性が比較

的優れていることから、世界の一次エネルギーの約３割を占める重要なエネルギー源と

して利用されている。また近年、世界の需要は増大しており特に中国、インドを中心と

したアジア諸国の急速な経済発展を背景として石炭資源の獲得競争が激化している。こ

のような状況下、世界の石炭埋蔵量の約半分を占めるものの、高水分で自然発火性があ

ること等からこれまで利用が限られていた褐炭等の低品位炭の有効利用が喫緊の課題

となっている。低品位炭の有効利用技術の開発・実用化及び利用が進むことにより、石

炭産出国での石炭輸出も含めた石炭需要が緩和され、石炭需要のほぼ全量を輸入に依存

している我が国の安定的な石炭供給の確保に資することとなる。 

低品位炭利用技術は、ガス化、液化・スラリー化、乾燥等改質技術などがあるが、本

事業では、運用性・メンテナンス性を考慮した低温・常圧でのガス化プロセスを用い、

既に産業用ボイラなどで産炭国において普及している循環流動層ボイラ技術をベース

とした二塔式ガス化炉の技術開発を行なうことを目的とする。具体的には、小型（６ｔ

／日）の既存試験設備を用いてガス化プロセスの検証を行うとともに、大型実証実施の

前段階として大型化検討を行い、本検証結果を速やかに大型実証機の設計へ反映させる

ことを目的としている。 

褐炭埋蔵量の豊富な国としてインドネシア、豪州、インド、トルコ等が挙げられるが、

これらの国のアンモニア（肥料）、メタノール（化学原料）等、本技術のガス化ガスの

適用ポテンシャルは非常に大きい。特に、インドネシアの肥料用途の市場は拡大してお

り、当初のターゲットとして適当であると考え、インドネシアでの実証化、商業化を視

野に入れ、様々な検討を行った。 

 

 

１－２－Ｂ 政策的位置付け 

 

本事業で開発する未利用炭有用資源化技術開発（ＴＩＧＡＲ）の政策的位置付けを示

すものとしては、総合エネルギー資源調査会鉱業分科会クリーンコール部会報告書「我

が国クリーンコール政策の新たな展開２００９」（平成２１年６月）において、低品位

炭の利用促進や産炭国との関係強化が提言されており、本事業の目的・事業内容と合致

している（図３－Ｂ－１）。 

また、国家的に重要な産業技術のロードマップを俯瞰することを目的として経済産業

省が策定した「技術戦略ロードマップ２０１０」において、「化石燃料の安定供給確保

と有効かつクリーンな利用に寄与する技術」の「石炭のクリーン利用技術」として位置
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付けられている（図３－Ｂ－２）。 

さらに、平成２２年６月に閣議決定された「エネルギー基本計画」では、石炭の安定

供給確保のため産炭国の未利用な低品位炭について石炭ガス化や改質技術等による有

効利用を進め、産炭国のエネルギー需要の緩和と将来的には我が国への新たな石炭供給

源を目指すとされている。なお、エネルギー政策は東日本大震災を契機に抜本的見直し

を行っているが、昨年９月に発表された「革新的エネルギー・環境戦略」の中での石炭

の位置付けは、ベース電源として一層重要な役割を果たしていくという原則の下、より

高効率な石炭火力の国内における導入と、それら高効率石炭火力の海外展開、更には石

炭の安定供給確保に努めていくこととしており、引き続き石炭の重要性は変わりないと

ころである。 

本技術の確立、実用化に伴い、これまで未利用あるいは限定的な利用に留まっていた

低品位炭が活用されることにより、世界の石炭需給の緩和に貢献するとともに、我が国

における石炭の安定供給確保や低品位炭を有する産炭国との強固な協力関係の構築が

可能となり、さらに石炭利用効率の向上によるＣＯ２削減等の地球環境問題に資する等、

政策的意義は大きい。 

 

 

図３－Ｂ－１ クリーンコール部会報告書に基づく平成２２年度石炭関係予算 
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図３－Ｂ－２ 技術戦略ロードマップ２０１０ 

 
 
１－３－Ｂ 国の関与の必要性 

 
本ガス化技術が確立、実用化できれば、１－２－Ｂ項で述べたように低品位炭活用

による石炭需給の緩和、低品位炭産出国との協力関係の構築・強化、石炭利用効率向上

によるＣＯ２削減等に貢献することが可能となる。 

また、本ガス化技術は低品位炭をガス化し、天然ガスを使用するプロセスの代替原

料ガスとして利用できるシステムとして産炭国ユーザー他から期待されている。特にイ

ンドネシアでは天然ガスの生産量が減少している状況下で、化学品原料として天然ガス

を使用している化学産業ユーザーからは、本ガス化技術への期待も大きい。 

しかし、本ガス化技術は、図３－Ｂ－３の開発工程に示す通り、パイロット炉から、

実証機へ進む段階にある。実証後の商用化段階では、ガス化原料となる石炭の処理量規

模で単機当たり５００～１０００トン／日規模となる。現在、株式会社ＩＨＩ横浜事業

所内に設置されているパイロット炉の処理量は日量６トン規模であるため、商用機規模

までのスケールアップにおいて、先ずはパイロット炉規模で各種基礎データを得ること

が非常に重要となる。 

本事業は、低品位炭の有効利用による産炭国での石炭需給緩和や、我が国への安定

的な石炭供給の確保、産炭国との強固な協力関係の構築・強化、石炭利用効率の向上に
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よるＣＯ２排出削減等の地球環境問題への貢献という政策目的にかなっており、商用化

を更に加速させ、早期に普及を実現させることが必要であることから、本事業を補助事

業として支援することは妥当である。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図３－Ｂ－３ 開発工程 
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２－Ｂ 研究開発目標 
２－１－Ｂ 研究開発目標 
２－１－１－Ｂ 全体の目標設定 
 
（１）二塔式ガス化炉の原理 

これまで開発が進められている石炭ガス化技術は高品位炭を対象とした高温・高圧のプロ

セスが多いが、褐炭のように揮発分の割合が多く比較的ガス化が容易な石炭を対象とした場

合、低温でのガス化プロセスの適用が考えられる。 

しかし、褐炭のガス化については、世界的にも数例しかなく、また、褐炭は産出する地域

によってその性状が大きく異なり、炭種による褐炭のガス化特性を把握することが大きな課

題であった。 

本事業では、産業用ボイラなどで実績があり、運用性・メンテナンス性に優れ、産炭国を

含めて普及が図られている循環流動層技術を用いた低温・常圧でのガス化プロセスの実現を

目的としている。 

株式会社ＩＨＩが開発する循環流動層技術を利用した二塔式ガス化炉は、図３－Ｂ－４に

示すように、吸熱反応であるガス化と、発熱反応である燃焼の組み合わせからなり、それぞ

れの反応が起こるガス化炉と燃焼炉の間を高温の砂が循環している。ガス化炉に褐炭などの

ガス化原料を投入するとともに、高温の水蒸気が吹き込まれ、熱分解とチャーの一部のガス

化がおこる。水蒸気ガス化方式であるため、従来のガス化炉のようにガス化に酸素は必要と

しない。ガス化ガスはガス化炉から取り出され、使用先に応じて必要なレベルのガス精製及

び組成調整を行う。また、ガス化原料のうちガス化されなかったチャー（主に炭素分）は循

環している砂とともに燃焼炉に導入され、そこに吹き込まれた空気により燃焼する。高温と

なった砂はサイクロンで排ガスと分離されてガス化炉に戻ることで、ガス化の熱源となる。 

比較的低温、常圧のガス化炉であるため、高価な耐熱・耐圧の機構、機器を必要とせず、

入手容易な汎用品を使用することができるため、コスト低減が可能となる。また、プラント

としても運転、保守メンテナンスが容易になる。一方、低温のためガス化し難い高品位の石

炭に対しては高温ガス化炉よりもガス化効率が下がり不利となる。そのため、対象はガス化

し易い低品位炭をターゲットとしたビジネスを計画する。 

また、ガス化ガス中にはタールが含まれやすくなるため、ガス化ガスの精製が重要となる。

この事業では二塔式ガス化炉本体とガス精製プロセス、及び排水処理プロセスを併せてプラ

ントプロセスとしての確認を行う。 

なお、流動層であるため、石炭はもちろんバイオマスもそれほど形状にこだわらず粗粉砕

のみでガス化原料として使用することができる。再生可能エネルギーであるバイオマスを石

炭と同時に使用すれば、ＣＯ２排出量の低減も図ることができる。これについては導入が見込

まれる地域の事情に合わせたバイオマスを調査・入手し、次の開発ステップで確認すること

とする。 
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図３－Ｂ－４ 二塔式ガス化炉の原理 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図３－Ｂ－５ 他ガス化技術との比較 

 

 

TIGAR Type.A Type.B Type.C Type.D Type.E

炉形式 常圧循環流動床 加圧噴流床 加圧噴流床 加圧噴流床 加圧固定床 加圧循環流動床

圧力 常圧 >3MPa 2.8-4MPa >3MPa 1-3MPa 1-3MPa

温度 800-1000℃ >1,400℃ >1,400℃ >1,400℃ >1,200℃ 815-1065℃

ガス化剤 水蒸気 酸素 酸素 酸素 酸素 酸素+水蒸気

燃料供給
方式

粗粉砕
常圧運転のため重
力供給可

微粉砕
気流搬送

微粉砕
気流搬送

微粉砕
水ｽﾗﾘｰ供給

塊炭(3-50mm)
加圧ﾛｯｸﾎｯﾊﾟ供給

粉炭(250-400um)
加圧ﾛｯｸﾎｯﾊﾟ供給

褐炭への
適用

乾燥工程不要
粗粉砕での供給可
能

微粉化・気流搬送の
ため乾燥工程が必
要

微粉化・気流搬送の
ため乾燥工程が必
要

ｽﾗﾘｰ化のため，水
添加が必要で熱損
失大きい

塊炭以外は使用で
きないため，もろい
褐炭は不適。
灰融点の低い石炭
は閉塞を生じるため
不適

乾燥工程不要

残渣 乾灰 スラグ スラグ スラグ 乾灰 乾灰
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（２）開発の経緯 

株式会社ＩＨＩでは、循環流動層ボイラ技術をベースとしたガス化炉の開発に平成１６年

より自主事業として取り組んでいる。ガス化原料を褐炭などの低品位炭として、ラボレベル

試験炉による基礎試験やシミュレーション計算、ベンチ炉試験、パイロット炉試験により平

成２０年までに以下の研究を実施した。 

・循環流動層ガス化特性の把握・・・石炭種や温度などのガス化条件がガス化性能に与え

る影響を試験により調査し、ガス化特性と、ガス化性能の高性能化のために必要となる

条件などを把握。 

・ガス精製／排水処理技術の把握・・・ガス精製／排水処理プロセス各要素の基礎試験に

よりガス精製、排水処理技術の基本運転条件を把握。 

これらの成果を反映し、平成２１～２２年に連続運転可能なガス化炉、ガス精製、排水処

理の一連のプロセスを備えた６ｔ/日規模のパイロット炉を横浜事業所内に設置した。 

 

 

表３－Ｂ－１ ６ｔ/日パイロット炉の位置付け 

項 目 バッチ試験 ベンチ試験 パイロット炉 実証機 商用機 

規模 ２-３g/回 ０．１t/日 ６t/日 ５０t/日 
５００～ 

１０００t/日 

設備構成 反応器 ガス化炉 

ガス化炉 

簡易ガス精製 

部分排水処理 

ガス化炉 

ガス精製 

排水処理 

ガス化炉 

ガス精製 

排水処理 

開発課題 ガス化特性 ガス化特性 

ﾌﾙﾌﾟﾛｾｽでの 

検証 

環境特性 

ｽｹｰﾙｱｯﾌﾟ検証 

長時間保守・耐

久性 

- 

 

 
（３）本補助事業の目標及び実施内容について 

前述のように、ガス化、ガス精製、排水処理それぞれの要素技術に関しては基礎試験によ

りそれぞれある程度の把握ができるようになった。したがって次のステップとしてはそれら

を組合せたプロセスでの確認、検証が重要となる。 

本補助事業では、設置した６ｔ/日規模のパイロット炉を用いて、循環流動層ガス化技術、

及びガス精製、排水処理等の低温・常圧ガス化において重要な一連のプロセスを組み合わせ、

実プロセスによる運転研究を行い、当該規模での技術を確立することが目標である。パイロ

ット炉の運転研究においては、プラントプロセス設計手法の妥当性を確認するため環境性を

含めたプロセス各要素の性能の確認、連続運転によるプロセス安定性の確認を行うことで、

当該規模での技術の確認を行う。また、運転条件変更時の影響、及び炭種による影響、触媒

使用の効果等の確認、特性把握を行うことにより、設計検討の基礎データとする。また、１

－３－Ｂ項に示した開発工程を念頭に、次のステップ以降に必要な大型化を視野に入れた設

計手法の検討を行うとともに、市場参入のターゲットとなるインドネシアについての低品位

炭や排出物利用用途等の調査や、用途に応じたプロセスの検討・把握を行う。これらが達成

できれば、今回の事業が該当するパイロットステージから、よりスケールアップした実証規

模、商用規模にステップアップしていくことが可能になる。 

 
 
２－１－２－Ｂ 個別要素技術の目標設定 
 
本補助事業では、開発目標の設定に加え、表３－Ｂ－２に示すような個別要素技術の目標を設

定している。 
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表３－Ｂ－２ 個別要素技術の目標 

要素技術 目標・指標 設定理由・根拠等 

６ｔ／日パイ

ロット炉運転

試験 

１．プラント性能、環境

性が計画値を満足するこ

と 

・プラント性能 

プロセス設計の妥当性を確認するため。 

・環境性 

インドネシアで要求される環境基準が満

たされていることを確認するため。 

２．プラントの安定性

（100 時間程度の安定運

転とその再現性（３回）

の確認）を満足すること 

温度やガス発生量など、プロセスの安定性

を確認するため。安定性を確認するために

は、温度やガス発生量が十分に定常に達す

る１００時間程度の運転を要する。また再

現性については、経験則上３回以上が必

要。 

３．プラント特性を把握

すること 
異なる運転条件でのデータを取得するこ

とによりガス化炉の特性を把握し、大型化

のための設計データを取得する必要があ

る。 

大型化検討 スケールアップ設計手法

の妥当性を確認すること
パイロット炉の運転試験結果からガス化

炉の設計手法が問題ないこと、またプラン

トの大型化による設計品質が確保できる

ことを確認する必要がある。 

各種関連調査 １．低品位炭炭鉱、排出

物利用用途などの調査を

行うこと 

運転試験に要する原料となる低品位炭調

達環境や、発生する灰等の排出物の処理方

法について調査して状況を把握し、必要に

応じて新たな条件の運転試験を行う必要

がある。 

２．用途に応じたプロセ

スの検討把握 
肥料（アンモニア）、メタノール等化学製

品向けのプロセスの詳細を把握し、必要に

応じて新たな条件の運転試験を行う必要

がある。 
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３－Ｂ 成果、目標の達成度 
３－１－Ｂ 成果 
３－１－１－Ｂ 全体成果 
 
二塔式ガス化炉技術の検証を行い、６ｔ／日規模での実施目標を達成し、次の実証ステップに

進む目処がついた。 

試験結果は所定の目標を満足するデータが得られ、大型化に向けた設計手法の妥当性の確認も

実施し、十分な成果が得られた。 

 

 

３－１－２－Ｂ 個別要素技術成果 
 

（１）６ｔ/日パイロット炉運転試験 

①プラント性能、環境性は下記の通り計画値をほぼ満足した。 

・排ガス（インドネシア規制値） 

NOx：183mg/m3N ＜ 規制値 928mg/m3N (850mg/m3 at 25℃ 1atm) 

SOx：137mg/m3N ＜ 規制値 819mg/m3N (750mg/m3 at 25℃ 1atm) 

ばいじん：1.1mg/m3N ＜ 規制値 164mg/m3N 

(150mg/m3 at 25℃ 1atm 3％ O2換算) 

＜参考比較＞ 

日本のばい煙排出基準で石炭焚きボイラを適用した場合、以下排出基

準であり、これらも満足している。 

※SOx は個別 K値規制のため横浜市のプラント公表値一例を引用。 

NOx   ： 411mg/m3N(200ppm) 

SOx   ： 343mg/m3N(120ppm)※ 

ばいじん ： 50mg/m3N 

 

・排水（インドネシア放流基準値） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
図３－Ｂ－６に排水処理の一例として、排水中アンモニア性窒素（ＮＨ３-Ｎ）の濃

度推移と各プロセスでの計画値、 終的な放流基準値を示す。凝集沈殿処理までは各

ＲＵＮで計画値を達成しているが、運転初期（ＲＵＮ３まで）はＮＨ３放散塔において

性能未達となった。これは、ＮＨ３放散塔の運転条件の 適化ができていなかったため

で、運転後期（ＲＵＮ４、５）には 適な運転条件を把握し、計画値を達成し、放流

基準値を満足するようになった。また実証機への設計反映としては、計画値を安定的

に満足できるように、後段の活性汚泥の中に窒素分をさらに除去するための硝化脱窒

単位 ６TPD排水分析結果
インドネシア
排水規制値

判定

pH - 6.5 6～9 ○

DS mg/L 517 2000 ○

SS mg/L 12 200 ○

BOD mg/L <1 50 ○

COD mg/L 40 100 ○

NH3-N mg/L 41 1 △

NO3-N mg/L 22 20 △

NO2-N mg/L 0 1 ○

Ａｓ mg/L <0.005 0.1 ○

Ba mg/L 0.05 2 ○

Ｃｄ mg/L <0.005 0.05 ○

Cl2 mg/L ND 1 ○

CN mg/L 0.04 0.05 ○

Ｃｏ mg/L <0.01 0.4 ○

mg/L

Ｃｒ mg/L <0.01 0.5 ○

Ｃｒ(Ⅵ） mg/L <0.02 0.1 ○

Cu mg/L <0.01 2 ○

F mg/L 1.5 2 ○

Fe mg/L 0.08 5 ○

Ｈｇ mg/L <0.0005 0.002 ○

Ｍｎ mg/L 0.1 2 ○

Ｎｉ mg/L 0.04 0.2 ○

Ｐｂ mg/L <0.005 0.1 ○

Ｓｅ mg/L <0.005 0.05 ○

Sn mg/L 0.02 2 ○

Zn mg/L 0.77 5 ○

鉱物油 mg/L <1 10 ○

動植物油 mg/L <1 5 ○

単位 ６TPD排水分析結果
インドネシア
排水規制値

判定
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プロセスを追加することとする。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図３－Ｂ－６ 排水中Ｎ分 
 

 
②１００時間超の連続運転を３回実施し、延べ６００時間を超えるガス化運転により、プ

ロセスの安定性を確認することができた。 

なお、計５ＲＵＮの運転試験では、２種類の褐炭を試験炭とし、炭種・粒径の影響を

確認し、また触媒（石灰石）を添加することによるガス化促進効果の確認等、異なる運

転条件での試験を行い、各パラメータでのガス化炉の特性を把握し、大型化設計に要す

る設計条件を確認できた。発生した不具合、課題については、次のステップとなる実証

機に反映する。 

 

表３－Ｂ－３ 運転試験実績 

日程 
連続運転

時間 
試験目的・内容 結果概要 

平成 22 年 10 月 110hr 連続運転 目標 100hr 超の連続運転を達成

平成 22 年 11 月 114hr 
連続運転 

褐炭粒径変更 

褐炭粒径のガス化への影響を把

握し、 適な粒径を決定した。

平成 23 年 1月 

～2月 
123hr 

連続運転 

炭種変更 

触媒（石灰石）投入

高水分褐炭でのガス化性能を確

認。 

石灰石のバッチ投入によるガス

化性能向上効果確認。 

平成 23 年 10 月 - 
触媒（石灰石）連続

投入 

石灰石の連続投入によるガス化

性能向上効果確認。 

平成 24 年 3月 - 
S/C 変化試験 S/C 変化時のガス化性能への影

響を把握できた。 

S/C・・・（ガス化炉に投入した水蒸気量）／（燃料中の炭素量） 
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図３－Ｂ－７ 試験トレンド（ＲＵＮ３） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

自立試験：補助燃料なし、褐炭のみで運転 

-１００ｈｒ超の連続ガス化運転により、ガス化炉，燃焼炉とも

安定した温度で運転できることを確認できた。 

-炭種切替えや石灰石投入試験なども実施した。石灰石投入によ

る、運転状態の変化を把握した。 
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表３－Ｂ－４ 不具合の原因と対策 

 
 

（２）大型化検討 

６t/日パイロット炉からのスケールアップ設計の妥当性を確認するため、６t/日パ

イロット炉の運転結果を５０t/日実証機プロセスフローに反映し、設計手法の適否、

設計品質の確保の可否を確認した。表３－Ｂ－５に大型化に関する設計手法の可否確

認例を示す。 

プラントの大型化に関する設計手法は適正であり、設計品質の確保は可能と考えら

れた。 

表３－Ｂ－５ 大型化に関する設計手法の可否確認例 

要素技術 6t/日パイロット炉での検証結果 50t/日への対応 

燃焼炉 

サイクロン 

1段目で十分固気分離効率を確保

できることを確認した。 
2 段目サイクロンを削除。 

スプレ塔 
脱塵、脱タール分の性能をそれぞ

れ確認した。 

スプレ塔の採用及び性能向上のた

め多段化。 

排水中 

ＮＨ３-Ｎ除去 

ＮＨ３放散塔の運転条件によって

は計画値達成できない。 

安定的に計画値を満足するため、

硝化脱窒プロセスを追加。 

 

検討の結果、６t/日パイロット炉から大型化した実証機プロセスフローは図３－３の

通りとする。原料は水分４３％のインドネシア褐炭を設計炭とし、規模は日量５０ト

ンとした。６t/日パイロット炉からの相違としては、５０トン全量のガス化を確認し、

アンモニア合成プロセスに投入できるレベルのガス精製・組成調整についても確認す

ることとしている。実証機からの排水は河川放流可能なレベルまで処理するプロセス

としている。また、これらを確認した後のガスは燃焼処理することとした。 
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図３－Ｂ－８ 実証機計画仕様 

 

 

（３）各種関連調査 

①インドネシア低品位炭・環境規制・排出物調査 

インドネシアでの二塔式ガス化炉事業化に向けた設計指針を得ることを目的とし

以下２つの調査を実施した。 

ａ．低品位炭調査 

ｂ．ガス化プロセスから発生する排出物及び硫黄成分の利用用途等調査 
低品位炭調査では、主要褐炭埋蔵地域である南スマトラの２炭鉱、東カリマンタン

２炭鉱の現地調査を行い、地質状況、開発計画、炭質等のデータを収集した。いずれ

の炭鉱もいつでも生産に着手できる状況にあるが、現状褐炭の販売先が無く、生産待

機している状態である。褐炭の品位は全水分が４８～５８％と当初想定していた数値

を上回っており、サイト選定にあたって事前に収集した石炭協会や企業が公表してい

る分析値と今回の分析値に差があることが分かった。 

排出物調査においてはガス化炉から発生する固形排出物であるフライアッシュ（Ｆ

Ａ）、ボトムアッシュ（ＢＡ）及び硫黄に起因する単体硫黄、脱硫設備から排出され

る石膏などのインドネシアにおける利用用途、排出処分方法などを調査した。フライ

アッシュの再利用実現には地理的条件が大きく影響するので、プラント設置場所選定

の考慮事項とすべきこと、一方、ボトムアッシュは埋立て処分となることがわかった。

石炭灰はＢ３（危険・有害廃棄物）廃棄物となることがわかった。また、石膏の需要

は、石灰石石膏法脱硫を採用している唯一の石炭火力からの副生石膏がセメント会社

に全量引き取られて再利用されていることがわかった。 

これらの情報と６t/日パイロット炉の成果を比較検討し、ＴＩＧＡＲで発生する石

炭灰、石膏、硫黄は再利用できる可能性があることがわかった。 

 

②化学産業への適用可能性調査 

石炭ガス化ガスはアンモニア、メタノール等化学用途の原料ガスとしての適用や、

代替天然ガスとしての適用が期待できる。また、これら適用先に石炭ガス化ガスを利
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用するためには各用途に応じたガス精製プロセスを構築する必要があり、本事業では

インドネシアでの導入ターゲット先として有望な以下用途に向けたガス精製プロセ

スの検討を行った。 

 用途としては 

ａ．アンモニア 

ｂ．メタノール 

ｃ．代替天然ガス 

を対象とし、各用途先に応じたガス精製プロセスの検討を行うことができた。石炭か

らの化学品製造に関し、ＴＩＧＡＲと既存噴流床ガス化炉技術を使用したプロセスの

比較を行い、シフト反応設備、酸性ガス除去設備、硫黄回収設備において、ＴＩＧＡ

Ｒを用いることで、ＴＩＧＡＲのガス化ガスはＨ２が多いため、シフト反応器の負荷

低減など、設備容量とエネルギー消費量を低減できる可能性があることが分かった。 

 
 

３－１－３－Ｂ 特許出願状況等 
 

表３－Ｂ－６ 特許・論文等件数 

論文数 特許等件数（出願を含む） 投稿数 発表数 受表彰数

０ ０ ２ ６ ２ 

 

 

表３－Ｂ－７ 論文・投稿・発表・特許リスト 

 題目・メディア等 時期 

発表 

(1) 

APEC Clean Fossil Energy Technical and Policy Seminar 

2010、福岡 

平成 22.10.27-29

渡辺修三 

(2) The second International Symposium on Gasification and 

its Application （ISGA2010）、福岡 

平成 22.12.5-8 

須田俊之、高藤誠 他 

(3) ＣＣＴワークショップ、東京 平成 23.6.30 

渡辺修三 

(4) 化学工学会第 43 回秋季大会、名古屋 平成 23.9.14-16

須田俊之 

(5) 7th International Conference on Clean Coal Technology 

and Fuel Cell、福岡 

平成 23.11.8-10

坪井陽介 

(6) インケム 2011 産官学マッチングフォーラム、東京 平成 23.11.16-18

須田俊之 

投稿(1) 産業機械 平成 23.11 号 

(2) ＩＨＩ技報 平成 24.3 月号 

記事(1) 投資経済 平成 22.12 月号 

(2) 日刊工業新聞 平成 22.12.9 

(3) 日刊工業新聞（産業機械受賞広告） 平成 23.7.20 

(4) 日経産業新聞 平成 23.9.26 

受表彰 

(1) 

化学工学会 粒子・流体プロセス部会 技術賞 平成 22 年度 

(2) 日本産業機械工業会 優秀環境装置表彰（第 37 回） 平成 23 年度 
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３－２－Ｂ 目標の達成度 
 

表３－Ｂ－８ 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 

６ｔ／日パ

イロット炉

運転試験 

１．プラント性能、環境

性が計画値を満足する

こと 

 

環境基準については、プロセス

設計の妥当性を確認した。 

排水性状の一部項目で運転初

期に基準を満たさなかったが、

運転条件の 適化により達成。 

達成 

プロセスの安定性（１０

０時間程度の安定運転

とその再現性（３回）の

確認）を満足すること 

インドネシア褐炭を使用した

１００時間程度の連続運転を

実施し、温度やガス発生量など

の、プロセスの安定性を確認す

ることができた。 

達成 

プラント特性を把握す

ること 

異なる運転条件で、各パラメー

タでのガス化炉の特性を把握

することができた。 

達成 

大型化検討 

スケールアップ設計手

法の妥当性を確認する

こと 

パイロット炉の運転試験結果

からガス化炉の設計手法が問

題ないこと、プラントの大型化

による設計品質が確保できる

ことを確認した。 

達成 

 

各種関連調

査 

１．低品位炭炭鉱、排出

物利用用途などの調査

を行うこと 

運転試験に要する原料となる

低品位炭調達環境や、発生する

灰等の排出物の処理方法につ

いて調査し、状況を把握した。 

達成 

２．用途に応じたプロセ

スの検討把握 

肥料（アンモニア）、メタノー

ル等化学製品向けのプロセス

の詳細を把握し、ＴＩＧＡＲプ

ロセスで対応が可能なことを

確認した。 

達成 

 
 
４－Ｂ 事業化、波及効果について 
４－１－Ｂ 事業化の見通し 
 
「革新的エネルギー・環境戦略」に述べられているように、石炭の安定供給確保のため産炭国

の未利用な低品位炭を、ガス化という技術で有効利用を進める必要がある。産炭国であるインド

ネシア褐炭を用いて本ガス化技術の開発を行うことは、この目的に合致し、この技術の事業化は

産炭国の化学産業等ユーザーの期待するところでもある。 

事業化までの大まかなスケジュールとして、まず５０t/日規模での実証を平成２６年から開始

し、平成２７年には褐炭処理量５００～１０００t/日規模の商用プラントの受注を目指していく

予定である。この商用機の受注が達成でき、肥料工場でのガス化プラントの導入が進めば、天然

ガス代替として低品位炭の活用が促進され、産炭国のエネルギー需給の緩和に貢献することとな

る。 
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（１） 市場ポテンシャル 

肥料製造は天然ガスを原料としており、これを褐炭ガス化ガスに転換する（既設又は新設）

ビジネスを 初の事業ターゲットと想定している。 

褐炭埋蔵量の豊富な地域としてインドネシア、豪州、インド、トルコを対象に、アンモニ

ア（肥料）、メタノール（化学原料）、ＳＮＧ（代替天然ガス）、ＣＴＬ（液体燃料）等の適用

先を調査した結果、ガス化炉本体（１０００ｔ/ｄ規模）数百基相当の市場があり、ガス化プ

ラントとして約５兆円規模の市場ポテンシャルを持っている。 

その中でも、インドネシアにおいては、国営肥料統括会社ＰＵＳＲＩグループとは平成１

９年、２０年に事業化検討（ＦＳ）を実施し、技術的問題はなく、事業メリットが出る条件

も検討した。ＰＵＳＲＩグループはインドネシアに５工場、１３トレインを有し、全工場を

褐炭ガス化に代替した場合、二塔式ガス化炉１０００ｔ/ｄ×４６基、約３千億円にあたる市

場規模がある。 

 

（２）競合環境（中国、韓国） 

今後競合となりうる中国、韓国の状況をみると、中国では、１９９０年代から化学産業用

に石炭をガス化して原料として利用する商用機が多数、設置された。このとき、主にＧＥテ

キサコ及びＳｈｅｌｌの噴流層ガス化炉が採用されている。その後、自国技術の開発を目指

して、天津での２５０ＭＷ ＧｒｅｅｎＧｅｎ ＩＧＣＣプロジェクトが建設され、現在、

試運転中との情報である。本技術は、二段式ガス化炉と呼ばれるもので形式は噴流床である。

中国の大型噴流床技術は、現在、実証段階であり、商用化はまずは国内で図られると考え、

海外市場への展開には時間を要するものと予想される。また、中国には流動層ガス化炉技術

が商用化されているが、現状では小規模であり、今後、大型化及び海外市場に適用できる品

質・信頼性を確保していくにはまだ時間がかかるものと考えられる。 

韓国では、全エネルギーの９７％を輸入に依存していることから、石炭火力の高効率化に

取り組んできている。特に石炭ガス化技術については平成６年からパイロットスケール（数

t/日規模）での試験を行い、瀝青炭及び亜瀝青炭を供試した性能の把握に努めてきた経緯が

ある。その後、ＩＧＣＣ技術の実証を目的とした３００ＭＷ級のプラント建設を計画し、現

在、平成２７年１２月の実証運転開始を目指してプラントの建設が行われている。この建設

を請負っているのが斗山重工業であるが、石炭ガス化技術はＧＥテキサコの技術を採用して

おり、自社開発の技術ではない。また、他の韓国企業でも、自社にて石炭ガス化技術を開発

していない。以上のことを踏まえると、将来、斗山重工業など韓国企業が本技術でライバル

会社となる可能性は、石炭ガス化技術を含むプラント設備を、海外石炭ガス化メーカーから

購入あるいはライセンスを受けて取りまとめを行うケースと、石炭焚ボイラの例と同様にす

でに開発し実績のある石炭ガス化技術を有する欧米あるいは日本の企業を買収して、その技

術を売り込むケースが考えられる。前者ではＴＩＧＡＲも一つの候補技術として、売り込む

ことは可能と考え、その場合、ライバルというより協業パートナーとなる。後者では、現段

階では買収に応じる企業が想定できない。 

 

（３）市場参入計画 

現在、化学肥料や合成繊維の原料となるアンモニアの国際相場が高騰しており、今後褐炭

からアンモニアそして肥料を製造する技術のニーズに対する追い風になると考えられる。 

株式会社ＩＨＩとしては、上記見通しを踏まえ、インドネシア肥料工場での５０t/日実証

運転とともに、商用機導入の具体的候補検討について肥料会社と協議を進めていく。５０t/

日実証運転にて平成２６年又は２７年に技術的に商用展開可能か見極め、問題なければ５０

０t/日の商用初号機、続いて１０００t/日初号機の導入を働きかける計画である。 

また、肥料工場など、天然ガスを原料としている化学産業に褐炭ガス化炉の導入が図られ

るには、天然ガスよりも安価な合成ガスを製造する必要がある。 

株式会社ＩＨＩ試算では、褐炭からの合成ガス価格は、インドネシアの今後の天然ガス価

格１０＄/ＭＭＢｔｕ超の見込みに対して十分競争力がある結果であった。 

上記状況を鑑み、市場ポテンシャルが非常に大きいこと、近隣の競合国である中国、韓国
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も市場参入にはまだ時間がかかると予想されること、代替すべき天然ガスの想定される価格

に対し、十分競争力を確保できる見通し である。したがって、株式会社ＩＨＩが５０t/日規

模まで実証を終えた確立した技術をもって当該市場に参入すれば、高い確度で商用化を達成

できると考える。 

 

 
図３－Ｂ－９ インドネシア肥料工場の原料代替とＰＵＳＲＩグループの肥料工場 

 
 

４－２－Ｂ 波及効果 
 

（１）石炭の需給緩和 

本事業により、この低品位炭のガス化技術を確立できれば、低品位炭の埋蔵量の多い石炭

産出国へ技術導入することにより、石炭の輸出余力を増加させ、石炭の安定供給に貢献する

ことができる。特に世界 大の石炭輸入国である日本としてもエネルギーセキュリティー上、

石炭資源の確保に繋げることができ、また、低品位炭のガス化利用により、埋蔵量の少ない

石油や天然ガスの代替エネルギー資源として、エネルギーの有効利用を図ることが可能とな

る。 

 

（２）天然ガスの需給緩和 

低品位炭が多く腑存するインドネシアでは、天然ガスも多く産出し、そのうち半分を輸出

に回している。日本にとってもＬＮＧ輸入相手先の第３位（２０１０年）となる。一方イン

ドネシアでもっとも多くの天然ガスを使用する国内産業は、肥料産業であり、天然ガスの国

内消費量の２１％（５２０ＭＭＳＣＦＤ）を占める。なお、本事業により、低品位炭ガス化

技術が実用化されると、未利用の褐炭からのガス化ガスにより、肥料原料の天然ガスを代替

することが可能となる。よって、仮に全ての肥料産業向けの天然ガスを褐炭ガス化ガスで代

替できたとすると、年間３５０万トンの天然ガスが輸出余力となり、日本への輸出量年間８
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００万トンのうち４０％以上の余力を創出することとなる。これは、年間７８００万トン（平

成２３年）のＬＮＧを輸入する日本にとってもエネルギーセキュリティーの向上となる。 

＊インドネシアの天然ガスの消費データ：IFA Pacific Conference, Bali, 2007 PUSRI 社発

表資料より 

 

（３）その他の利用及び地球温暖化防止への貢献 

本ガス化技術が確立できれば、アンモニア肥料製造への適用だけでなく、ガス精製プロセ

スにメタネーションや液化といったプロセスを付加することで、代替天然ガス、輸送用燃料

製造、その他化学原料製造など様々な産業への展開も視野に入れることができる。例えば、

豪州ではディーゼル燃料の４０％を輸入に頼っているため褐炭ガス化によるＣＴＬへのニー

ズが強く存在し、トルコでは輸入に頼る発電用天然ガスをＳＮＧへ代替することを検討して

いる。 

また、本技術は流動層ベースであるため、褐炭だけでなくバイオマスも原料として活用す

ることが容易である。東南アジアではプランテーションからパーム滓、籾殻、バガスなどバ

イオマス廃棄物が多量に発生するが、未活用のまま焼却処分されるものも多い。例えば、パ

ームオイルはマレーシアとインドネシアで世界の約８０％を生産しているが、そのパーム滓

が現地で腐敗、野焼きされることによる環境汚染や、廃液貯留池から年間約３９万トンもの

メタンが発生するなど問題が顕在化している。これらパーム滓をバイオマス原料としてＴＩ

ＧＡＲでガス化すれば、大幅な廃棄物削減に貢献でき、またバイオマス利用の観点からＣＯ２

発生抑制にもつなげることができる。 

※平成１７年度ＮＥＤＯ国際石炭利用対策事業委託調査より 
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５－Ｂ 研究開発マネジメント・体制・資金・費用対効果等 

５－１－Ｂ 研究開発工程 
 
二塔式ガス化炉の開発は図３－Ｂ－３に示すように、平成１６年より開始した。６t/日パイロ

ット炉は株式会社ＩＨＩが横浜事業所内に設置・所有し、平成２２～２３年の運転試験を本補助

事業として実施した。これにより、次の開発ステップとなる実証段階に移行することとなり、現

在実証機の詳細設計などを進めている。平成２２～２３年度の補助金事業での研究開発工程を表

３－Ｂ－９に示す。 

 

表３－Ｂ－９ 研究開発工程（実績） 

実施項目／平成 年度 

 

２２ ２３ 
第１ 

四半期 
第２ 

四半期

第３ 

四半期

第４１

四半期

第１ 

四半期

第２ 

四半期 
第３ 

四半期 
第４ 

四半期

6t/日パイロット炉 

運転試験研究 

プロセス性能、安

定性の確認 

 

運転条件変更時の

影響の把握 

 

炭種による影響の

把握 

 

触媒効果の確認 

 

実証プロセスへ 

の反映・検討 

        

大型化検討 

（50t/日規模） 

 

プロジェクト化検討

仕様条件検討

        

各種関連調査 

低品位炭及び

環境規制等調査

用途に応じた

プロセス検討

        

委員会         

 

 

メタノール、代替天然ガス（SNG）適用

☆ ☆ ☆ ☆

総合試運転（7月、9月）

Run5（3月中

Run1（10月末） 

Run2（11月末） 

Run3（1月末） 

Run4（10月末） 

肥料用途適用
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５－２－Ｂ 研究開発実施者の実施体制・運営 
 

（１）研究開発実施体制 

本技術開発の実施に当たっては、研究開発を統括するためのプロジェクトリーダー（エネ

ルギーセクター 二塔式ガス化炉ＰＪ部 渡辺修三主幹）を置き、技術開発の内容及び方向

性を検討・評価するために有識者からなる開発推進検討委員会を設置した。委員は大学、研

究法人から本技術に関連する知識、経験を持つ有識者４人で構成し、委員会を年２回開催し

た。なお、実証・商用機に向けたプロセス、事業環境の調査については、一般財団法人石炭

エネルギーセンター（ＪＣＯＡＬ）、日揮株式会社に調査外注を行った。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図３－Ｂ－１０ 研究開発実施体制 

 

表３－Ｂ－１０ 開発推進検討委員 

委員長 宝田 恭之 
群馬大学 大学院工学研究科 環境プロセス工学専攻 

教授  

委員 林 潤一郎 
九州大学 先導物質化学研究所 炭素資源国際教育研

究センター 教授 

委員 甲斐 敬美 
鹿児島大学 大学院 理工学研究科 化学生命･化学工

学専攻 環境化学プロセス工学科 教授 

委員 鈴木 善三 
産業技術総合研究所 エネルギー技術研究部門 クリ

ーンガス研究グループ グループ長 

 

・委員会実施実績 

平成２２年度第一回委員会： ２０１０．１０．４ 実施計画と一部進捗報告 

＠石炭エネルギーセンター 

平成２２年度第二回委員会： ２０１１．３．１０ 実施結果報告とパイロット炉視察 

＠ＩＨＩ 横浜事業所 

平成２３年度第一回委員会： ２０１１．１１．２４ 実施計画と中間報告 

＠石炭エネルギーセンター 

平成２３年度第二回委員会： ２０１２．３．１６ 実施結果報告と今後について 

＠ＩＨＩ 東京本社 

 

（２）調査外注に関して 

ａ．低品位炭の調査及び委員会運営（ＪＣＯＡＬ） 

（ア）低品位炭調査 

インドネシアでの事業化をターゲットとしている本技術には、事業化時に必須となる

現地の低品位炭の情報が必要である。そこで、本調査は、石炭資源の調査開発部門を持

株式会社ＩＨＩ 

（プロジェクトリーダー：渡辺修三）

調査外注 

開発推進検討委員会 

（委員長：群馬大学 宝田先生） 

日揮株式会社 一般財団法人石炭エネルギーセンター
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ち、インドネシアの石炭協会ともコネクションがあるＪＣＯＡＬに依頼した。 

調査では、ガス化に伴って発生する廃棄物の処理方法、利用先の実態調査も含む。 

（イ）委員会運営 

委員会運営については、公的補助研究の委員会運営に豊富な経験を持ち、また、複数

有識者と人脈を持つ、ＪＣＯＡＬに依頼した。 

上記業務をＪＣＯＡＬに委託することで、インドネシア現地での調査対象となる関係各

所との打合せ日程調整、アポイントメントの確約など、迅速な対応ができ、充実した調査

結果が得られた。 

また、委員会の運営においても、ＪＣＯＡＬ主催とすることで、著名な委員の方々の日

程調整が可能となり、スムーズな運営ができた。 

ｂ．ＩＨＩ流動層ガス化に適するガスクリーンアップ技術の調査（日揮） 

本技術の実証・商用プロセスの検討時には、ガス化ガスの利用先も考慮して、流動層ガ

ス化に適したガスクリーンアッププロセスの選定が必要である。そのためエンジニアリン

グ会社として、ガス化ガス利用先となる、化学合成プロセスに通じており、また様々なガ

ス化炉メーカーの情報にも通じている日揮に依頼した。 

上記業務を日揮株式会社に委託することで、株式会社ＩＨＩだけでは検討しきれないガ

ス精製プロセスを深化させ、プロセスの 適化を効率よく進めることができた。また化学

プラントで経験豊富な日揮との検討により、商用レベルの全体プロセスを把握できた。 

 

（３）インドネシアとの関係 

商用化のターゲットの一つとして、低品位炭が豊富にあり利用技術開発を後押しするイン

ドネシアにおいて、褐炭ガス化ガスによる天然ガス代替の効果が見込まれる肥料プロセスを

対象とすることが考えられた。株式会社ＩＨＩでは平成１８年にインドネシアエネルギー鉱

物資源省研究開発庁ＡＲＤＥＭＲと、国営肥料統括会社ＰＵＳＲＩ（ＨＯＬＤＩＮＧ）*(現

PT Pupuk Indonesia）と株式会社ＩＨＩのガス化技術を基とした褐炭ガス化による肥料製造

プロセスへの適用検討の覚書を結び、その傘下の鉱物石炭技術研究開発センターtekMIRA、国

営肥料会社 PT Pupuk Kujang と具体的な検討を行った（平成１９年まで）。また同じくＰＵＳ

ＲＩ傘下の PT Pupuk Kalimantan Timur とも平成１９～２０年に検討を実施した。以降これ

らの機関、会社をインドネシアの協力パートナーとして、開発・導入に向けた協議をすすめ

ている。本補助事業では、既存パイロット炉の運転試験結果が計画値を満足したことを受け

て、次ステップとなる実証試験をインドネシア肥料会社 PT Pupuk Kujang の下で行うための

協議を開始している。 

 ＊国営肥料統括会社ＰＵＳＲＩの傘下の肥料会社については４－１項参照 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図３－Ｂ－１１ インドネシア関係先 

エネルギー鉱物資源省 

研究開発庁 

（ＡＲＤＥＭＲ） 

鉱物石炭技術研究開発 

センター 

（tekMIRA） 

株式会社IHI

工業省 国営企業省 

国営肥料統括会社 

（現PT Pupuk Indonesia） 

国営肥料統括会社ＰＵＳＲＩ* 

（現PT Pupuk Indonesia） 

肥料会社 

PT Pupuk Kujang 

肥料会社 

PT Pupuk 

 Kalimantan Timur 
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５－３－Ｂ 資金配分 
 

資金配分について、実績を以下に示す。 

 

 表３－Ｂ－１１ 資金配分実績        

               （単位：百万円） 

平成 年度 ２２ ２３ 合計 

６ｔ／日パイロット炉

運転試験研究 
196 123 319 

物品費

労務費

業務費

49

29

118

15

17

91

 

実証検討 0 17 17 

労務費

その他出張費等

0

0

16

1
 

商用機調査検討 26 22 48 

外注費 26 22 48 

合計 222 162 384 

 

当初、６t/日パイロット炉運転試験は平成２２年度に重点的に計画していたが、石炭調達に時

間がかかったこと、十分に評価しながら進めたことなどにより、平成２２年度は計画より運転回

数が少なくなり、平成２３年度に継続して運転試験を行った。２年間で総額としておおむね当初

計画の費用にて所定の成果を得て、次の実証ステップに進むこととした。 

 
 
５－４－Ｂ 費用対効果 
 
本事業の推進に、補助事業として開発に支援を受けたことで平成２２、２３年の２年間に資源

を集中して投資でき、パイロット炉の運転、設備保守点検など加速的に進めることが可能となっ

た。この運転試験では、本ガス化技術の当該規模（給炭量６t／日）での検証ができ、これによ

り、商用規模（給炭量５００～１０００t／日）に向けて、次のステップとなる実証段階（給炭

量５０t／日）に進む判断ができ、また、実証機設計に必要なデータを採取し、設計検討も進め

ることができた。 

また、本ガス化炉の開発が加速されたことで、インドネシアＰＵＳＲＩグループの肥料工場を、

天然ガスから褐炭ガス化に代替した際の、ＴＩＧＡＲ１０００t/日×４６基にあたる市場規模、

さらに、インドネシア、豪州、トルコを対象にアンモニア（肥料）、メタノール（化学原料）、Ｓ

ＮＧ（代替天然ガス）、ＣＴＬ（液体燃料）等の適用先として、ガス化炉本体１０００t/日×数

百基相当の市場があり、約５兆円規模の市場ポテンシャルの開拓に繋がったと考える。 

水分の多い褐炭をボイラ燃料として使用すると、プラント効率が悪くなり多量の褐炭を使うこ

とになるが、ガス化して有効成分だけを取り出して利用すれば、石炭の利用効率向上という観点

でＣＯ２削減に繋げることができる。加えて、ＴＩＧＡＲでは低品位炭だけでなくバイオマスを
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ガス化原料として利用できることから、ＣＯ２削減にもつなげることができる。例えば、ガス化

原料としての低品位炭の２０ｗｔ％をバイオマスで代替すれば、２０ｗｔ％の石炭分から発生す

るＣＯ２をゼロとみなすことができる。 

 
 
５－５－Ｂ 変化への対応 
 
特段の変化はなかった。 
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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 
 

技術的課題が、「石炭火力の低炭素化」と「低品位炭の多目的利用」の２つにまとめられ、

施策の目的は明確に示されている。ＩＧＣＣ等の時間軸に沿った発電効率目標なども明示され

ており、技術移転やＯ＆Ｍまで一体化したインフラシステム輸出も視野に入れるなど、出口を

見据えた内容となっている。また短期および中長期的に技術課題は整理され、技術的見地から

国際的にも高い施策が構築されている。 

資源小国の日本にとって、エネルギー安全保障面から、エネルギー源の多様化は不可欠であ

り、安定調達面・経済性として石炭の優位性に資する技術開発は極めて肝要であり、また東日

本大震災後、石炭火力発電の重要性が増していることも鑑みて、政策的位置付けも妥当である。

なお、いつまでに何をどこまでやらなければならないかという目標が明確ではないものがあ

り、できる限り不確実性も考慮した長期的・戦略的な施策が望まれる。 

また、施策の多くは技術支援に留まり、石炭技術産業の発展にまでは至らないと考えられる。

技術の商用化に必要な社会経済的な問題点と対策が明らかにされていない。 

さらに、熾烈な国際競争の中で、国は海外の具体的な地点での商用化にも関与する必要があ

る。 

 

【肯定的意見】 

○技術的課題が、地球環境問題への対応としての「石炭火力の低炭素化」と我が国のエネルギー

セキュリティー向上を目指した「低品位炭の多目的利用」の２つにまとめられており、施策の

目的は明確に示されている。（Ａ委員） 

○石炭は国内エネルギー供給の２０〜２５％を占め、世界全体でも新興国、途上国で大量に消費

され、かつ需要が拡大している重要なエネルギー資源である。このため、石炭をクリーンにか

つ高度有効利用するクリーンコールテクノロジーの開発は、地球環境問題への対応、および我

が国のエネルギーセキュリティーの観点から、極めて重要な課題であり、国が重点的に取り組

むべき環境・エネルギー施策である。（Ａ委員） 

○短期および中長期的に技術課題は整理され、課題の目標も明確になっている。石炭技術に係る

高い水準の維持と技術者養成の点において優れた施策となっている。技術的見地から国際的に

も高い施策が構築されている。（Ｂ委員） 

○資源小国の日本にとって、エネルギー安全保障面から、エネルギー源の多様化は不可欠であり、

技術革新を投入しつつ、各エネルギー源の特徴を 大限に活かすことが必要である。この観点

から、安定調達面・経済性として石炭の優位性に資する技術開発は極めて肝要で、施策の目的、

政策的位置付けは妥当である。（Ｃ委員） 

○エネルギー供給を取り巻く国際競争が激化する中、環境変化に伴う事業リスクを見据え、技術

展開が軌道に乗るまでは、官民一体となった取り組み、国として切れ目ない関与が必要である。

（Ｃ委員） 

○エネルギー安全保障や国際協調等の観点から、エネルギー政策のプライオリティーとして石炭

政策は高い位置付けにある旨、永続的に国民的理解に繋げていくよう、引き続き、国として明

確なメッセージを発信して頂きたい。（Ｃ委員） 

○東日本震災後、原子力発電所の稼働時期が不透明な中、石炭火力発電の重要性は増している。

エネルギーセキュリティの観点から、国が積極的に関与、推進すべき施策である。とりわけ、

産業戦略、産炭地との良好な関係構築の意味から、当省での関与が必要とされる。以上の観点

から、施策の目的、政策的位置付けは妥当であり、国の施策としても妥当と考える。（Ｄ委員） 

○エネルギーセキュリティーの向上のためにも、経済的なエネルギー供給実現のためにもエネル

ギー資源としての石炭が重要であること、その一方で、単位熱量当たりのＣＯ２排出量が大き

く、利用が困難な低品位炭が多いことなどの技術的課題が記載され、低炭素化の実現・低品位

炭の多目的利用の実現など、施策の目的は明確である。また、ＩＧＣＣやＩＧＦＣの時間軸に

沿った発電効率目標、ＣＣＳの経済性目標なども明示されている。さらに、技術移転やＯ＆Ｍ
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まで一体化したインフラシステム輸出も視野に入れるなど、出口を見据えた内容となっている。

以上のことから、施策の目的については妥当であると思料する。（Ｅ委員） 

 

 

 

【問題点・改善すべき点】 

●クリーンコールテクノロジーは比較的長期の開発期間を必要とするものが多いこと等により、

いつまでに何をどこまでやらなければならないかという目標が明確でないものがあるので、で

きる限り不確実性も考慮し、長期的な技術革新、国際動向等を見据えた、より戦略的な施策が

望まれる。（Ａ委員） 

●中長期的に重要で、技術イノベーションが求められる基礎研究・基盤研究も技術戦略に取り組

み、他省庁との連携も積極的に進めていくことが必要である。（Ａ委員） 

●国の支援が技術開発にだけ限定しているのであれば、現施策についての異議はない。しかし、

施策の多くは技術支援に留まり、石炭技術産業の発展にまでは至らないと考えられる。技術の

商用化には技術課題の他に、導入可能地点におけるインフラ整備、コスト問題、社会的合意、

政治的な対応など技術以外の要因についての検討が必要になる。本施策にはそういった社会経

済的な問題点と対策が明らかにされていない。（Ｂ委員） 

●熾烈な国際競争の中で日本の石炭技術が市場を確保できるように施策変更も検討すべきであ

る。それには、国は技術開発の支援だけでなく、外務省等との連携により海外の具体的な地点

での商用化にも関与する必要がある。（Ｂ委員） 
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２．施策の構造及び目的実現見通しの妥当性 

 
クリーンコール技術開発の目的を完遂できるよう、世界 高水準にある日本の事業者の技術

力を活かした施策を配置し、実効性を高めた予算配分となっている。技術開発、ベンチスケー

ル実証、スケールアップ実証など、技術の熟度にあわせ、妥当な成果が得られている。 

なお、これまでのプロジェクトを振り返り、改善すべき点等を整理し、今後の施策に反映さ

せることが重要である。施策を推進する上で、政策資源投入に関し、柔軟に対応できるよう、

取り組むこと。 

また、他国に国際市場が奪われている理由の分析がないこと等も上げられる。さらに、実用

化に向けたさらなるスピードアップも期待される。 

 

【肯定的意見】 

○プロジェクトは全て技術に関する施策の目的を実現する上で必要なものであり、得られた成果

も概ね妥当なものである。（Ａ委員） 

○技術目標だけを見れば、事業は適切に配置されている。技術開発だけであれば予算配分とスケ

ジュールは妥当である。（Ｂ委員） 

○クリーンコール技術開発の目的としては、コスト低減、ＣＯ2削減、安全保障の強化、産業政

策、国際貢献等が挙げられるが、これらの目的を完遂できるよう、世界 高水準にある日本の

事業者の技術力を活かした施策を配置し、実効性を高めた予算配分となっており妥当である。

（Ｃ委員） 

○得られた成果は妥当である。施策の目的を実現するために、事業は適切に配置されている。（Ｄ

委員） 

○技術開発、ベンチスケール実証、スケールアップ実証など、技術の熟度にあわせて一定の成果

が得られているものと思料する。（Ｅ委員） 

○施策の目的を踏まえ、設定されたテーマに応じてプロジェクト等を配置し、技術開発や実証な

ど、プロジェクトの規模に応じた予算配分が行われているものと思料される。（Ｅ委員） 

 

 

【問題点・改善すべき点】 

●エネルギーを取り巻く国内外の情勢は大きく変化しつつある。熾烈な競争下にある石炭技術開

発の中で、日本以外の国々に国際市場が奪われている理由についての分析がなされていない。

戦略と戦術が欠けていると思われる。（Ｂ委員） 

●火力発電においては高効率化とゼロエミッション化が大きな柱であるため、国の政策資源投入

に関し、柔軟に対応できるよう、投資対効果・技術リスク・時間軸を不断に精査しつつ、取り

組んで頂きたい。（Ｃ委員） 

●実用化に向けてさらなるスピードアップを期待する。（Ｄ委員） 

●クリーンコールとして、これまで実施されてきた調査・研究開発・実証等のプロジェクトにつ

いては、一覧表等の形式で示されているものの、アウトプットやアウトカムの分析はやや表層

的で一部のプロジェクトに関する記載にとどまっている印象がある。これまで実施されてきた

プロジェクトを振り返り、優れた点や改善すべき点を整理し、今後の施策に反映していくこと

は重要であり、より精緻な深堀りと学ぶべきポイントの抽出が望まれる。あるいは、過去の振

り返りについて十分な検討が行われた上で現在の施策、技術開発・実証等が行われている場合、

その内容を文章化することが望まれる。（Ｅ委員） 
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３．総合評価 

 
石炭資源の有効利用は世界的に見て重要なエネルギー施策として位置づけられており、日本

の技術的な役割を明確にしている点で優れた施策となっている。我が国のエネルギー資源状況

を踏まえた妥当な目的を設定し、同目的の実現に向けて、技術開発・実証・スケールアップ実

証等が実施され、着実にクリーン・コール技術の開発を推進してきた点は大いに評価できる。

日本が蓄積してきた石炭に関わる高効率な燃焼・加工等技術の一層の革新と導入は、現実的か

つ即効性に優れたアプローチであり、国主導で重責感をもって推進すべきである。 

なお、これまで実施されてきた施策や技術開発・実証等を振り返り、それらの課題や改善点

を明らかにし、現在の施策や技術開発・実証が行われていることを説明することが望まれる。

各施策の目的は複合化されており、施策成果がどのようなインパクトを持つのか、定量的な評

価を行い、事業化の出口、付随する価値などについて具体的に見えると良い。また、性能向上

だけにとらわれない、情勢変化を踏まえた技術開発の見直しを行い、さらに技術開発だけでな

く実用化地点における社会経済及び政治情勢に則した施策を検討すべきである。他に、産学連

携等を通して、基礎から実証研究まで広い分野での推進体制を構築すべきである。 

 

【肯定的意見】 

○高効率石炭火力発電は、エネルギー基本計画、エネルギー革新技術計画、革新的エネルギー・

環境戦略でも 重要課題の１つとして取り上げられており、クリーン・コール・テクノロジー

の技術開発の推進は我が国の環境・エネルギー政策上極めて重要である。この点に立って、石

炭火力の低炭素化と低品位炭の多目的利用の２つに絞り込み、着実にクリーン・コール技術の

開発を推進してきた点は大いに評価できる。（Ａ委員） 

○石炭資源の有効利用は世界的にみて重要なエネルギー施策として位置づけられており、本施策

は日本の技術的な役割を明確にしている点で優れた施策となっている。（Ｂ委員） 

○今後の国際的なエネルギー情勢として、原子力や再生エネルギーの非化石電源や天然ガスの導

入拡大が見込まれる中、石炭使用量も、中国やインドでの消費量増加に伴い、１０年以内に石

油換算で石油使用量を上回る見込みであり、エネルギーセキュリティー・経済性の両面からの

石炭の優位性が必ずしも安泰というわけではない。しかしながら、これまで日本が蓄積してき

た石炭に関わる高効率な燃焼・加工等技術の一層の革新と導入は、エネルギーセキュリティー

・経済性の確保に向けた現実的かつ即効性に優れたアプローチであり、国主導による施策とし

て重責感をもって推進していくべきである。（Ｃ委員） 

○わが国のエネルギーセキュリティ、産業競争力維持の観点から、重要な施策である。（Ｄ委員） 

○エネルギーセキュリティの向上、地球温暖化の抑制にも貢献可能で経済的な電力供給の実現な

ど、我が国がおかれたエネルギー資源状況を踏まえた妥当な目的を設定し、同目的の実現に向

けて、技術開発・実証・スケールアップ実証等が実施され、一定の成果が得られているものと

思料する。（Ｅ委員） 

 

 

【問題点・改善すべき点】 

●産学連携、国際連携を通して、基礎研究から応用・展開研究、実証研究まで広い分野での研究

開発を推進していく体制を構築すべきである。（Ａ委員） 

●短期、中期、長期と研究のロードマップを意識し、重点化していく必要がある。（Ａ委員） 

●２０１１年３月に発生した東日本大震災以降、日本のエネルギー情勢は大幅に変化した。情勢

変化に合わせた石炭関連技術開発の見直しが求められているにも係らず、今回の施策概要説明

ではそれについて何ら説明がされていない。技術に偏った施策であり、実用化地点における社

会経済的な施策を取り入れるべきである。（Ｂ委員） 

●国は、実用化に向けて社会経済及び政治面から政策的に支援する施策を検討すべきである。

（Ｂ委員） 

●各施策の目的は複合化（ＣＯ2削減、安全保障の強化、産業政策等）されているため、施策成

果が各目的に対しどのようなインパクトを持つのか、また、波及効果の時間軸はどうなのか、
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定量的な評価を行うことで、施策のＰＤＣＡをより適切に行うことができると考える。（Ｃ委

員） 

●施策体系が全体としてよく整理されており、国内・国際的にもニーズに合致した施策となって

いるものの、国民や現地の国民にはその意義や成果がやや見えにくいように思われる。事業化

の出口や、付随する価値などについてより具体的に見えるとさらによい。（Ｄ委員） 

●これまで実施されてきた施策や技術開発・実証等を振り返り、それらの課題や改善点を明らか

にした上で、現在の施策や技術開発・実証が行われていることを説明することが望まれる。（Ｅ

委員） 
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第５章 技術に関する事業評価 
 
Ａ．高効率褐炭乾燥システム研究（プロジェクト）（総合評価） 
 

高効率乾燥技術の開発は石炭の低炭素利用および低品位炭の多目的利用の上で、非常に重要

な課題である。本技術は石炭ガス化技術にも山元発電にも採用される可能性を秘めた技術であ

り、ＣＯ２排出量削減や褐炭の価値向上に資する研究開発として有意義である。研究開発の目

標は妥当であり、研究開発体制も万全で、蒸気流動層や排熱回収の要素技術も目標以上の研究

成果が得られたと評価できる。ある程度の性能レベルに至った段階で、アイディアを既存の実

用システムに取り入れるなど汎用性を持たせ、ビジネス展開を図ることも期待される。 

なお、エネルギー回収率の目標値を達成できている点は評価できるが、更なるエネルギー回

収率向上のための研究が望まれる。また、商用規模の事業化を目標とするにはまだ技術開発と

社会経済的な課題が多い状況であるが、日本の独自技術として今後世界市場で発展すること期

待したい。スケールアップに伴うシステムの安全性や今回で得られた要素技術の確度向上な

ど、商用化工程の短縮に向けた目標設定については、今後万全を期すことが肝要と考える。 

 

【肯定的意見】 

○高含水率の褐炭の乾燥は多くのエネルギーを消費するため、高効率乾燥技術の開発は石炭の低

炭素利用および低品位炭の多目的利用の上で、非常に重要な課題である。（Ａ委員） 

○流動層乾燥装置は、スケールアップ等は比較的容易で、今回のプロジェクトの成果により、か

なり実用化レベルまで達していると判断できる。（Ａ委員） 

○褐炭乾燥システムとしてユニークな技術開発であり、国の事業として、また研究開発の目標は

妥当である。ある程度の性能レベルでアイディアを既存の石炭技術の実用プラントに取り入れ

るべきである。（Ｂ委員） 

○豪州で基幹電源となっている褐炭炊き火力発電に対し、事業者が得意とするＩＧＣＣ技術の組

合せを見据え、ＣＯ2 排出量削減や褐炭の価値向上に資する研究開発として有意義な事業であ

る。（Ｃ委員） 

○研究開発体制も万全で、蒸気流動層や排熱回収の要素技術も目標以上の研究成果が得られたと

評価できる。（Ｃ委員） 

○低品位炭の有効利用に当たり、ある種、前処理システムとしての位置づけで、石炭ガス化技術

にも山元発電にも採用される可能性を秘めた技術であると思料する。本システムを全体システ

ムの一部に組み込み、全体システムの差異化を図っていくこと、あるいは、本システムに汎用

性を持たせ、各種のガス化炉や発電炉の一部システムとして部品のようにビジネス展開を図っ

ていくなど、ビジネス戦略と一体化した実用化が期待される。（Ｅ委員） 

 

 

【問題点・改善すべき点】 

●エネルギー回収率の目標値が５０％で、５４％を達成しているのは評価できるが、更なるエネ

ルギー回収率向上のための研究が望まれる。このための基礎研究が必要である。また、石炭中

の水分の形態によって、乾燥特性が異なるが、そのような基礎研究も十分になされているとは

言えない。（Ａ委員） 

●商用規模の事業化を目標とするにはまだ技術開発と社会経済的な課題が多い状況であるが、日

本の独自技術として今後世界市場で発展することを期待したい。褐炭を有効利用する既存の商

用化技術を国際市場で展開した上で、次の新技術として売り込むべき技術開発である。（Ｂ委

員） 

●シミュレーションにより、スケールアップ技術の可能性を確認したとあるが、具体的な商用化

に向けては、２００ｔ／ｄ規模の実証試験が必要とあり、スケールアップに伴うシステムの安

全性や今回で得られた要素技術の確度向上など、商用化工程の短縮に向け、今後、目標設定に

万全を期すことが肝要と考える。（Ｃ委員） 

●事業化の見通しについて、経済的な分析の記載がなく、十分な検討がなされていない懸念が残
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る。また、ＣＯ２削減効果についても、経済性も含めた分析を行うことで、他の低炭素化技術

との比較も少しは可能になるものと思料される。（Ｅ委員） 
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Ｂ．未利用炭有用資源化技術開発（プロジェクト）（総合評価） 
 

本ガス化技術開発は、低品位炭やバイオマスのガス化に適した技術として常圧循環流動層ガ

ス化を採用し、技術の選択肢を広げる上で有意義である。また、事業目的や商用化に伴う波及

効果が定量的かつ明確化され、エンドクライアントを見据えて競合他社との差異化を図りつつ

事業化に近い活動を行っており評価できる。特に技術目標が全て達成されたことは高く評価で

きる。また、運転特性試験により、運用の工夫やトラブルの対処等、要素技術の確立に向けて、

適切な対応がなされている。 

なお、ガスタービンとのインテグレーションや装置体積を押さえるために加圧化のメリット

も検討してはどうか。また、二塔式ガス化炉の技術的優位性をもっとアピールすべきである。

天然ガス供給見通し等について、常に 新のマーケットを意識することが望まれる。 

 

【肯定的意見】 

○現在主流のガス化技術である噴流層ガス化に対して、常圧循環流動層ガス化は低品位炭やバイ

オマスのガス化に適した技術として、技術の選択肢を広げる上で、開発は有意義なものである。

（Ａ委員） 

○多くのパイロット試験を行うとともに、多くの論文投稿・発表がなされており、成果としては

十分である。（Ａ委員） 

○パイロット炉での技術目標が全て達成されたことは高く評価できる。スケールアップに向けて

の課題については少ないと思われる。具体的な立地候補地を海外で選定し、メーカーを中心と

する実用化を推進すべきである。（Ｂ委員） 

○事業目的や商用化に伴う波及効果が定量的かつ明確化されており、事業の妥当性を評価できる

内容である。（Ｃ委員） 

○事業者特有の技術を応用したシステムに対し、運転特性試験により、運用の工夫やトラブルの

対処等、要素技術の確立に向けて、適切な対応がなされている。（Ｃ委員） 

○商用化に向けてはシステムの安全性等、ハードルは高いが、市場参入の具体化と早期化が実現

するよう期待する。（Ｃ委員） 

○エンドクライアントを見据え、その意見も踏まえつつパイロット実証を行っており、競合他社

との差異化を図りつつ、事業化に近い活動を行っている点は評価できる。（Ｅ委員） 

○スケールアップ実証等を行っていくことは重要であるが、開発のための開発に陥ることなく、

商業化を視野に入れた活動を継続・深化させていくことが望まれる。（Ｅ委員） 

 

 

【問題点・改善すべき点】 

●常圧であることがメリットの１つであると発表されていたが、一定の規模以上の化学プラント、

エネルギープラントでは、ガスタービンとのインテグレーションや装置体積を押さえるために、

加圧化するのが一般的である。装置コストの面でも必ずしも常圧ガス化が有利である訳ではな

い。二塔式ガス化炉の技術的に優れている点があまりうまくアピールされていない。（Ａ委員） 

●ガス化ガスの経済的な競争力に影響を与えるインドネシア国内における天然ガス供給見通し

等については、やや古いデータを用いた評価を行っている懸念がある。事業性評価に際しては、

常に 新のマーケットでを意識することが望まれる。（Ｅ委員） 
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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】 
（クリーンコール分野） 
 

クリーンコール技術の開発は、これからは時間軸も十分に考慮し、中長期的な技術開発戦略

を確立していくことが望まれる。特に、産学連携および国際連携が不可欠であり、柔軟でかつ

強靭な研究開発体制にて基礎研究／展開研究を押し進めていく必要がある。また、日本の中長

期的な財政再建が避けられない中、場当たり的な予算措置を払拭する必要があり、技術立国の

国家ビジョンとして、研究開発の集中と選択を見極め、国家戦略としての取り組みが必要と考

える。これまでの施策により達成された事項、いまだ未達成な事項など、これまでの施策から

学ぶべきポイントを十分に踏まえて次の施策を企画していくことが重要である。 

また、国内外でエネルギー情勢は大きく変化しているため、国は性能に優れた技術の開発に

だけ注力するのではなくマーケットから求められるポイントを意識した開発を行い、事業者が

戦略的に技術を売り込むことが重要。研究開発マネジメントの中にマーケティング的な活動を

明確に位置付けた施策を展開することが望まれる。 

 

【各委員の提言】 

○クリーン・コール技術の開発は、これまでも一定のレベルで俯瞰的に推進されてきているが、

さらに時間軸も十分に考慮し、中長期的な技術開発戦略を確立していくことが望まれる。特に、

長期的な革新的技術開発として、産学官一体となった基礎研究／展開研究を押し進めていく必

要がある。これには産学連携および国際連携が不可欠で、省庁にまたがった柔軟でかつ強靭な

研究開発体制を構築していくことが重要である。また、限られた予算で重点化を図りつつも、

不確定要素を十分に考慮したポートフォリオ的な重厚な技術開発を推進していく必要がある。

（Ａ委員） 

○低品位炭の利用促進だけでなく、バイオマスの積極的な利活用として石炭との混焼、コプロセッ

シングをクリーン・コールテクノロジーの枠組みの中で推進していくことが望ましい。（Ａ委員） 

○長期的視点からは、固体酸化物形燃料電池（ＳＯＦＣ）の開発が重要であり、クリーン・コー

ルテクノロジーの中でも、燃料電池も含めたＩＧＦＣを重点的に推進していくことが求められ

ている。（Ａ委員） 

○国内外でエネルギー情勢は大きく変化しており、新興国の技術力も先進国レベルに近づいてい

る。より高度な技術開発も大切ではあるが、そういった技術の信頼性には課題も多く、必ずし

も費用対効果が優れているとは言えないことも理解すべきである。以前のように性能に優れた

技術を開発すれば世界の市場を確保できる時代は過ぎており、戦略的に技術を売り込む時代へ

と移っている。技術開発一辺倒のこれまでの施策を改めて、市場を確保するために求められる

社会経済および政治的な戦略を検討していく施策へと移行する時期に来ている。（Ｂ委員） 

○日本の中長期的な財政再建が避けられない中、出口が明確でない、あるいは出口の時間軸が長

い研究開発案件は予算削減により失速もしくは頓挫し、施策の連続性やロードマップが反故に

なる懸念がある。場当たり的な予算措置を払拭する意味からも、技術立国の国家ビジョンとし

て、研究開発の集中と選択を見極め、国家戦略としての取り組みが必要と考える。（Ｃ委員） 

○低品位炭の活用策については、褐炭の乾燥化、改質化（乾燥・乾留等）、ガス化、液化等の様

々なアプローチがあるが、総花的な取り組みと捉われないよう、各々の技術の特異性を踏まえ

たビジネスモデルとしての有望性、市場規模や市場展開のリードタイム等の評価について、従

来以上に正確性かつ説得性を高める工夫が必要と考える。（Ｃ委員） 

○これまでの施策により達成された事項、いまだ未達成な事項など、これまでの施策から学ぶべ

きポイントを十分に踏まえて次の施策を企画していくことが重要であると考えられる。また、

研究開発であっても、研究開発成果の利用者、すなわちマーケットの声を常に把握し、求めら

れるポイントを意識した開発を行うことが事業化・商業化への近道であると考えられることか

ら、研究開発マネジメントの中にマーケティング的な活動を明確に位置付けた施策を展開する

ことが望まれる。（Ｅ委員） 
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【技術に関する事業】 

（Ａ 高効率褐炭乾燥システム研究（プロジェクト）） 

 

乾燥技術の高効率化は、大幅な省エネ化となり、全ての石炭利用分野において低炭素化に大

きく貢献できる。当面は褐炭焚き発電システムに対する発電効率向上と信頼性向上に根ざした

研究開発・事業化に重点を置き、投資効果を確実に高めることが肝要と考える。その上で、ガ

ス化後の合成燃料製造のサプライチェーンの確立等、関連事業者を含めた先進的な研究体制に

取り組むことを期待する。また、技術的課題の解決方法の発見・検証を行うことに加え、常に

経済的な評価を行い、コストターゲットを意識した開発を行っていくことが望まれる。 

 

【各委員の提言】 

○乾燥技術の高効率化は、大幅な省エネ化となり、全ての石炭利用分野において低炭素化に大き

く貢献できる。実証研究だけでなく、エネルギー回収率をさらに６０％、７０％、８０％と向

上させていく基礎研究など地道な努力が求められる。（Ａ委員） 

○具体的に立地可能な地点での研究推進が望ましい。（Ｂ委員） 

○高効率褐炭乾燥システムについて、当面は褐炭焚き発電システムに対する発電効率向上と信頼

性向上に根ざした研究開発・事業化に特化し、特定の地域・用途ではあるが、投資効果を確実

に高めることが肝要と考えるが、蒸気流動層方式のポテンシャルの更なる展開に向けて、ガス

化後の合成燃料製造のサプライチェーンの確立等、関連事業者を含めた先進的な研究体制に取

り組むことを期待する。（Ｃ委員） 

○技術的課題の解決方法の発見・検証を行うことに加え、常に経済的な評価を行い、“品質は高

く、技術的には高い評価は得られるものの、経済性が合致しないため採用されない”といった

事態に陥ることのないようコストターゲットを意識した開発を行っていくことが望まれる。

（Ｅ委員） 
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【技術に関する事業】 

（Ｂ 未利用炭有用資源化技術開発（プロジェクト）） 

 

本技術開発は、事業化の市場規模が大きく有望な案件であるが、システム全体のコストパー

フォーマンスの更なる向上により天然ガス代替への波及効果が相乗的に高まることから、大型

化に当たっては、建設費・運転維持費の低減に資する格段の創意工夫の取り組みに期待する。

また、物質・エネルギー併産（コプロダクション）の観点から、常圧ガス化炉のみではなく加

圧化も積極的に検討すべきである。 

 

【各委員の提言】 

○物質・エネルギー併産（コプロダクション）の観点から、常圧ガス化炉のみではなく加圧化も

積極的に検討すべきである。（Ａ委員） 

○未利用炭有用資源化技術開発について、事業者が開発した特有のガス化炉技術に加え、事業化

の市場規模が大きく、相応の有望な案件であるが、商用化にあたり、システム全体のコストパ

ーフォーマンスの更なる向上で、天然ガス代替への波及効果が相乗的に高まるため、ＴＩＧＡ

Ｒの大型化にあたっては、建設費・運転維持費の低減に資する格段の創意工夫の取り組みに期

待する。（Ｃ委員） 
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第７章 評点法による評点結果 
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第７章 評点法による評点結果 

 

 

「高効率褐炭乾燥システム研究（プロジェクト）」及び「未利用炭有用資源化技

術開発（プロジェクト）」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 高効率褐炭乾燥システム研究(プロジェクト)） 

 

評点法による評点結果 

（Ａ 高効率褐炭乾燥システム研究(プロジェクト)） 

  評点
Ａ 

委員

Ｂ 

委員 

Ｃ 

委員 

Ｄ 

委員

Ｅ 

委員

 １．事業の目的・政策的位置付けの妥当性 2.20 3 2  2  2 2 

 ２．研究開発等の目標の妥当性 2.00 2 3  2  1 2 

 ３．成果、目標の達成度の妥当性 2.60 3 3  3  2 2 

 ４．事業化、波及効果についての妥当性 1.60 2 1  3  1 1 

 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 3 2  3  1 2 

 ６．総合評価 2.40 3 2  3  2 2 
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及効果について

の妥当性

５．研究開発マネ
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金・費用対効果等

の妥当性

６．総合評価
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（Ｂ 未利用炭有用資源化技術開発(プロジェクト)） 

 

評点法による評点結果 

（Ｂ 未利用炭有用資源化技術開発(プロジェクト)） 

  評点
Ａ 

委員

Ｂ 

委員 

Ｃ 

委員 

Ｄ 

委員

Ｅ 

委員

 １．事業の目的・政策的位置付けの妥当性 2.20 2 2  3  2 2 

 ２．研究開発等の目標の妥当性 1.80 2 2  2  1 2 

 ３．成果、目標の達成度の妥当性 2.20 2 3  2  2 2 

 ４．事業化、波及効果についての妥当性 2.00 2 2  3  1 2 

 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 3  3  1 2 

 ６．総合評価 2.20 2 2  3  2 2 
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５．研究開発マネ
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金・費用対効果等

の妥当性

６．総合評価
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経済産業省技術評価指針の位置付け 

 

経済産業省技術評価指針（以下、「本指針」という。）は、経済産業省が、経済産業省における技

術に関する施策及び技術に関する事業（以下、「技術に関する施策・事業」という。）の評価を行う

に当たって配慮しなければならない事項を取りまとめたガイドラインである。 

本指針は、「産業技術力強化法」（平成１２年法律第４４号）第１０条の規定、「科学技術基本計画」

（平成１８年３月閣議決定）、「研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研

究開発等の効率的推進等に関する法律」（平成２０年法律第６３号）第３４条の規定及び「国の研究

開発評価に関する大綱的指針」（平成２０年１０月内閣総理大臣決定）（以下、「大綱的指針」という。）

に沿った適切な評価を遂行するための方法を示す。 

同時に、「行政機関が行う政策の評価に関する法律」（平成１３年法律第８６号）（以下、「政策評

価法」という。）に基づく「経済産業省政策評価基本計画」（以下、「政策評価基本計画」という。）

に沿った、経済産業省政策評価のうち研究開発に関する部分の実施要領としての性格を持つ。した

がって、技術に関する施策・事業についての評価の結果は、政策評価基本計画に基づき実施される

事前評価及び事後評価に適切に反映・活用を図る。 

技術評価は、政策評価法上要請される評価を含め政策評価の一環としての位置付けを有すること

から、本指針は、技術に関する施策・事業の成果や実績等を厳正に評価し、それを後の技術に関す

る施策・事業の企画立案等に反映させる政策サイクルの一角としての評価の在り方について定める

ものである。 

ただし、技術に関する施策・事業に係る評価は、競争的資金制度による研究課題、プロジェクト

といった研究開発の内容や性格、実施体制等の態様に応じた評価方法に拠るべきであるとともに、

評価の厳正さと効率性を両立するためには、評価をとりまく様々な状況に応じた臨機応変な評価手

順を設定する必要がある。さらに、評価手法は日進月歩であり、今後よりよい評価手法が提案され

ることも十分考えられる。したがって、本指針では共通的なルール及び配慮事項を取り上げること

とし、より詳細な実施のプロトコルは評価マニュアルの作成等により記述することで、機動的な実

施を図ることとする。 

研究開発機関が自ら実施する評価をその機関の自己改革の契機とするような自律的なシステムの

構築に努め、研究開発を実施する独立行政法人が、大綱的指針及び本指針に沿って、研究開発評価

の実施に関する事項について、明確なルールを定め、研究開発評価の実施及び評価結果の活用が適

切かつ責任を持って行われるよう、所管官庁としての責務を果たすものとする。 
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◎本指針における用語については、次に定めるところによる。 

 

・競争的資金制度：資金を配分する主体が、広く一般の研究者（研究開発に従事している者又はそ

れらの者から構成されるグループをいう。）、企業等又は特定の研究者、企業等を対象に、特定の

研究開発領域を定め、又は特定の研究開発領域を定めずに研究課題を募り、研究者、企業等から

提案された研究課題の中から、当該課題が属する分野の専門家（当該分野での研究開発に従事し

た経験を有する者をいう。）を含む複数の者による、研究開発の着想の独創性、研究開発成果の先

導性、研究開発手法の斬新性その他の科学的・技術評価又は経済的・社会的評価に基づき、実施

する課題を採択し、当該課題の研究開発を実施する研究者等又は研究者等が属する組織若しくは

企業等に資金を配分する制度をいう。 

・研究開発制度：資源配分主体が研究課題を募り、提案された課題の中から採択した課題に研究開

発資金を配分する制度をいう。 

・プロジェクト：具体的に研究開発を行う個別の実施単位であり、明確な目的や目標に沿って実施

されるものをいう。研究開発制度（競争的資金制度を含む）による研究課題は、本指針上プロジ

ェクトには該当しない。 

・研究開発機関：国からの出資、補助等の交付を受けて研究開発を実施し、又は研究開発の運営管

理を行う機関をいう。 

・技術に関する事業：具体的に研究開発を行う個別の実施単位をいい、「研究開発制度（競争的資金

制度を含む）」、「プロジェクト」及び「競争的資金制度による研究課題」により構成される。 

・技術に関する施策：同一又は類似の目的を有する技術に関する事業のまとまりをいい、当該目的

との関係で必要な研究開発以外の要素（調査等）を含む場合がある。 

・政策評価書：本指針において用いる「政策評価書」とは経済産業省政策評価実施要領を踏まえた

評価書をいう。 

・政策サイクル：政策の企画立案・実施・評価・改善（plan-do-check-action）の循環過程をいう。 

・評価システム：評価目的、評価時期、評価対象、評価方法等、評価に係るあらゆる概念、要素を

包含した評価制度、体制の全体をいう。 

・推進課：技術に関する事業を推進する課室（研究開発担当課室）をいう。推進課は、評価結果を

反映させるよう努力する義務がある。 

・主管課：技術に関する施策の企画立案を主管する課室及び予算等の要求事項を主管する課室をい

う。 

・査定課：予算等の査定を行う課室（大臣官房会計課、資源エネルギー庁総合政策課等）をいう。 

・有識者等：評価対象となる技術に関する施策・事業について知見を有する者及び研究開発成果の

経済的・社会的意義につき指摘できる人材（マスコミ、ユーザ、人文・社会科学者、投資家等）

をいう。 

・外部評価者：経済産業省に属さない外部の有識者等であって、評価対象となる技術に関する施策・

事業の推進に携わっていない者をいう。 

・外部評価：外部評価者による評価をいい、評価コメントのとりまとめ方法としてパネルレビュー
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（評価者からなる委員会を設置（インターネット等を利用した電子会議を含む。）して評価を行う

形態）による場合とメールレビュー（評価者に対して郵便・ＦＡＸ・電子メール等の手段を利用

して情報を提供し、評価を行う形態）による場合とがある。 

・評価事務局：技術に関する施策・事業の評価の事務局となる部署をいい、評価者の行う評価の取

りまとめ責任を負う。 

・評価者：評価の責任主体をいい、パネルレビューによる場合には外部評価者からなる委員会が責

任主体となる。また、評価の結果を踏まえて、資源配分の停止や変更、技術に関する施策・事業

の内容の変更に責任を有するのは企画立案部門である技術に関する施策・事業の推進課及び主管

課である。 

・終了時評価：事業終了時に行う評価であり、事業が終了する前の適切な時期に行う終了前評価と

事業の終了直後に行う事後評価がある。 
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Ｉ．評価の基本的考え方 

１．評価目的 

(1) より良い政策・施策への反映 

   評価を適切かつ公正に行うことにより、研究者の創造性が十分に発揮されるような、柔軟か

つ競争的で開かれた研究開発環境の創出など、より良い政策・施策の形成等につなげること。 

(2) より効率的・効果的な研究開発の実施 

評価を支援的に行うことにより、研究開発の前進や質の向上、独創的で有望な優れた研究開

発や研究者の発掘、研究者の意欲の向上など、研究開発を効果的・効率的に推進すること。 

(3) 国民への技術に関する施策・事業の開示 

高度かつ専門的な内容を含む技術に関する施策・事業の意義や内容について、一般国民にわ

かりやすく開示すること。 

(4) 資源の重点的・効率的配分への反映 

評価の結果を技術に関する施策・事業の継続、拡大・縮小・中止など資源の配分へ反映させ

ることにより資源の重点化及び効率化を促進すること。また、研究開発をその評価の結果に基

づく適切な資源配分等通じて次の段階に連続してつなげることなどにより、研究開発成果の国

民・社会への還元の効率化・迅速化に資すること。 

 

２．評価の基本理念 

評価の実施に当たっては、以下の考え方を基本理念とする。 

(1) 透明性の確保 

推進課、主管課及び研究開発機関においては、積極的に成果を公開し、その内容について広

く有識者等の意見を聴くこと。評価事務局においては、透明で公正な評価システムの形成、定

着を図るため、評価手続、評価項目・評価基準を含めた評価システム全般についてあらかじめ

明確に定め、これを公開することにより、評価システム自体を誰にも分かるものとするととも

に、評価結果のみならず評価の過程についても可能な限り公開すること。 

(2) 中立性の確保 

評価を行う場合には、被評価者に直接利害を有しない中立的な者である外部評価の導入等に

より、中立性の確保に努めること。 

(3) 継続性の確保 

技術に関する施策・事業においては、個々の評価がそれ自体意義を持つだけではなく、評価

とそれを反映した技術に関する施策・事業の推進というプロセスを繰り返していく時系列のつ

ながりにも意義がある。したがって、推進課及び主管課にとって評価結果を後の技術に関する

施策・事業の企画立案等に反映させる際に有用な知見を抽出し、継続性のある評価方法で評価

を行うこと。 

(4) 実効性の確保 

政策目的に照らし、効果的な技術に関する施策・事業が行われているか判断するための効率

的評価が行われるよう、明確で実効性のある評価システムを確立・維持するとともに、技術に

関する施策・事業の運営に支障が生じたり、評価者及び被評価者双方に過重な負担をかけるこ
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とのない費用対効果の高い評価を行うこと。 

 

３．指針の適用範囲 

(1) 本指針においては、多面的・階層的な評価を行う観点から、経済産業省における具体的に研

究開発を行う個別の実施単位である研究開発制度、プロジェクト及び競争的資金制度による研

究課題である技術に関する事業並びに同一又は類似の目的を有する技術に関する事業のまとま

りである技術に関する施策を評価対象とする。 

(2) 国費の支出を受けて技術に関する事業を実施する民間機関、公設試験研究機関等の評価につ

いては、当該事業の評価の際等に、これら機関における当該事業の研究開発体制に関わる運営

面に関し、国費の効果的・効率的執行を確保する観点から、必要な範囲で評価を行う。 

(3) 上記(2)の規定にかかわらず、独立行政法人が運営費交付金により自ら実施し、又は運営管理

する技術に関する事業については、独立行政法人通則法（平成１１年法律第１０３号）及び大

綱的指針に基づいて実施されるものであり、本指針の対象としない。なお、技術に関する施策

には、これら事業は含まれるものとする。 

(4) 評価の種類としてはこの他に研究者等の業績の評価が存在するが、これは研究開発機関の長

が評価のためのルールを整備した上で、責任を持って実施することが基本であり、本指針の対

象としない。 

 

４．評価の類型・階層構造及びリンケージ 

(1) 実施時期による類型 

評価はその実施時期により、事前評価、中間・終了時評価及び追跡評価に類型化される。 

(2) 評価の階層構造 

経済産業省における技術評価では、技術に関する施策・事業での評価を基本的な評価単位と

するが、政策効果をあげるために、特に必要があると認められるときには、関連する複数の技

術に関する施策・事業が有機的に連携をとって 

体系的に政策効果をあげているかを評価することとする（これは経済産業省政策評価実施要

領における「政策体系評価」に対応するものと位置付ける。）。 

(3) 実施時期による評価のリンケージ 

中間・終了時評価は、技術に関する施策・事業の達成状況や社会経済情勢の変化を判断し、

計画の見直しや後継事業への展開等の是非を判断するものである。また、事前評価での予想が

実際にどのような結果となったか、予算措置は妥当であったか等を確認することにより、事前

評価の方法を検証し得るものである。したがって、中間・終了時評価の結果をその後の産業技

術政策・戦略の企画立案や、より効果的な事前評価の評価手法の確立に反映させるよう努める

ものとする。 

また、中間・終了時評価の結果は、追跡評価にて検証されるものである。 

 

５．評価方法等 

厳正な評価を行うためには、評価方法、評価項目等に客観性を持たせることが必要であること
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から、本指針をはじめ評価実施に係る諸規程等を整備の上、公開するものとする。 

技術評価室は本指針を踏まえ、評価マニュアル等を策定するとともに、円滑な評価の実施のた

めの指導及び評価システムの維持管理を行う。 

(1) 施策原簿 

技術に関する施策の基本実施計画書、政策評価書等をもって施策原簿とする。施策原簿を作

成・改定した場合は、速やかにその写しを技術評価室へ提出する。 

(2) 事業原簿 

技術に関する事業の基本実施計画書、政策評価書等をもって事業原簿とする。研究開発制度

及びプロジェクトの事業原簿を作成・改定した場合は、速やかにその写しを技術評価室へ提出

する。 

(3) 評価項目・評価基準 

評価の類型及び技術に関する施策・事業の態様等に応じて標準的な評価項目・評価基準を技

術評価室が別に定めることとする。 

(4) 評価手続・評価手法 

評価の類型に応じて適切な評価手法を用いるものとする。なお、複数の事業間の相対的評価

を行う場合等においては、評点法の活用が有効と考えられ、評価の類型及び対象案件の態様に

応じ適宜活用することが望ましい。 

(5) 評価の簡略化 

評価の実施に当たっては、評価コストや被評価者側の過重な負担を回避するため、評価対象

となる事業に係る予算額が比較的少額である場合には、評価項目を限定する等の簡略化を行う

ことができるものとする。なお、簡略化の標準的な方法については技術評価室が別に定める。 

 

６．評価結果の取扱い等 

(1) 評価結果の取扱い 

評価事務局は、評価終了後速やかに評価書の写しを技術評価室に提出する。技術評価室は全

ての評価結果について、これまでに実施された関連調査及び評価の結果、評価の実施状況等を

踏まえつつ意見をまとめ、査定課、秘書課及び政策評価広報課に報告することができる。 

(2) 予算査定との関係 

査定課は、技術評価室から事前評価及び中間評価の評価書の提出を受けた場合は、技術評価

室の意見を踏まえつつ技術に関する施策・事業の評価等を行う。事前評価に関しては査定課の

評価を終えた事前評価書に記載された技術に関する施策・事業の内容をもって、推進課又は主

管課と査定課との間の合意事項とみなし、査定課はこれを踏まえて予算査定を行う。中間評価

に関しては、査定課は中間評価結果を踏まえて予算査定を行う。 

(3) 評価結果等の公開の在り方 

評価結果及びこれに基づいて講ずる又は講じた措置については、機密の保持が必要な場合を

除き、個人情報や企業秘密の保護、知的財産権の取得等に配慮しつつ、一般に公開することと

する。なお、事前評価については、政策立案過程の透明化を図る観点から、評価事務局は予算

が経済産業省の案として確定した後に、公開するものとする。パネルレビューを行う場合にお
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ける議事録の公開、委員会の公開等については、「審議会等の透明化、見直し等について」（平

成７年９月閣議決定）に準じて行うものとする。 

 

７．評価システムの不断の見直し 

いかなる評価システムにおいても、評価は評価者の主観的判断によってなされるものであり、

その限りにおいては、完璧な客観性、公平性を求めることは困難である。したがって、評価作業

が終了するたびごとにその評価方法を点検し、より精度の高いものとしていく努力が必要である。

また、本指針については、こうした一連の作業を踏まえ、原則として毎年度見直しの要否を検討

する。 

 

８．評価体制の充実 

評価体制の充実を図るため、研究者の評価者としての活用などにより評価業務に携わる人材を

育成・確保するとともに、研究開発費の一部を評価費用に充てるなど評価に必要な資源を確保す

る。 

 

９．評価データベース等の整備 

技術評価室は、国内外の適切な評価者を選任できるようにするため、及び個々の評価において

普遍性・信頼性の高い評価を実現するため、個々の技術に関する施策・事業についての研究者、

資金、成果、評価者、評価結果等をまとめたデータベースを整備する。 

また、競争的資金制度による研究課題に関する評価など、審査業務等を高度化・効率化するた

めに必要な電子システムの導入も促進する。 

 

１０．評価における留意事項 

(1) 評価者と被評価者との対等性 

① 評価者と被評価者との関係 

評価作業を効果的に機能させるためには、評価者と被評価者の双方が積極的にその知見と情

報を提供し合うという協調的関係と、評価者もその評価能力を評価されるという意味で評価者

と被評価者とが相互に相手を評価するという緊張関係とを構築し、この中で、討論を行い、評

価を確定していく必要がある。 

この際、評価者は、不十分な成果等被評価者が自ら進んで提示しない事実があるかどうかを

見極める能力が要求される。一方、被評価者は、評価対象の技術に関する施策・事業の位置付

けを明確に認識するとともに、評価結果を正確に理解し、確実にその後の技術に関する施策・

事業の創設、運営等に反映させていくものとする。 

② 評価者に係る留意事項 

研究者が評価者となる場合、評価者は、評価作業を評価者自らの研究を妨げるものとして捉

えるべきではなく、自らの研究の刺激になる行為として、積極的に取り組むことが必要である。         

また、研究開発成果を、イノベーションを通じて国民・社会に迅速に還元していく観点から、

産業界の専門家等を積極的に評価者に選任する。 
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③ 被評価者に係る留意事項 

被評価者は、評価を事業の質をより高めるものとして積極的に捉え、評価は評価者と被評価

者の双方の共同作業であるとの認識の下、真摯な対応を図ることが必要である。 

(2) 評価の不確実性 

評価時点では見通し得なかった技術、社会情勢の変化が将来的に発生し得るという点で評価

作業は常に不確実性を伴うものである。したがって、評価者は評価の精度の向上には、必然的

に限界があることを認識した上で、評価時点で最良と考えられる評価手法をとるよう努めるこ

とが必要である。かかる観点からは、厳正さを追求するあまりネガティブな面のみを過度に減

点法で評価を行うこととなると、将来大きな発展をもたらす技術を阻害するおそれがある点に

も留意する必要がある。 

また、成果に係る評価において、目標の達成度合いを評価の判定基準にすることが原則であ

るが、併せて、副次的成果等、次につながる成果を幅広い視野からとらえる。 

(3) その他の留意事項 

① 海外の研究者、若手研究者の活用 

研究者には、研究開発の発展を図る上で専門的見地からの評価が重要な役割を果たすもので

あることから、評価者としての評価への積極的参加が求められる。一方、特定の研究者に評価

実施の依頼が集中する場合には、評価への参加が大きな負担となり、また、評価者となる幅広

い人材の養成確保にもつながらないことから、海外の研究者や若手研究者も評価者として積極

的に参加させることなどにより評価者確保の対象について裾野の拡大を図るよう努める。 

② 所期の成果を上げられなかった研究開発 

研究開発は必ずしも成功するとは限らず、また、失敗から貴重な教訓が得られることもある。

したがって、失敗した場合には、まずその原因を究明し、今後の研究開発にこれを生かすこと

が重要であり、成果を上げられなかったことをもって短絡的に従事した研究者や組織、機関を

否定的に評価すべきものではない。また、評価が野心的な研究開発の実施の阻害要因とならな

いよう留意しなければならない。 

③ 数値的指標の活用 

論文の被引用度数、特許の申請状況等による成果の定量的評価は一定の客観性を有するが、

技術に関する施策・事業においては研究分野や内容により、その意味は大きく異なり得るもの

であり、必ずしも研究開発成果の価値を一義的に表すものではない。したがって、これらを参

考資料として有効に活用しつつも、偏重しないよう留意すべきである。 

④ 評価結果の制度間での相互活用 

  研究開発をその評価の結果に基づく適切な資源配分等を通じて次の段階の研究開発に連続

してつなげるなどの観点から、関係府省、研究開発機関及び制度を越えて相互活用するよう努

める。 

⑤ 自己点検の活用 

  評価への被評価者等の主体的な取組を促進し、また、評価の効率的な実施を推進するため、

推進課及び主管課は、自ら技術に関する施策・事業の計画段階において具体的かつ明確な目標

とその達成状況の判定基準等を明示し、技術に関する施策・事業の開始後には目標の達成状況、
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今後の発展見込み等の自己点検を行い、評価者はその内容の確認などを行うことにより評価を

行う。 

⑥ 評価の国際的な水準の向上 

  研究開発の国際化への対応に伴い、評価者として海外の専門家を参加させる、評価項目に国

際的なベンチマーク等を積極的に取り入れるなど評価に関して、実施体制や実施方法などの全

般にわたり、評価が国際的にも高い水準で実施されるよう取り組む。 

 

Ⅱ．評価の類型と実施方法 

Ⅱ．１．技術に関する施策評価 

技術に関する施策の評価は、当該技術分野全体の方向性等を勘案しつつ、当該施策の下に位置

付けられる技術に関する事業のまとまりを俯瞰する形で、各事業の相互関係等に着目し、個々の

事業に係る評価結果を踏まえて行う。 

(1)事前評価 

  新規の技術に関する施策の創設に当たって行う。 

① 評価者 

外部評価者 

② 被評価者 

   推進課及び主管課 

③ 評価事務局 

推進課及び主管課。ただし、必要に応じて技術評価室が行うこともできる。 

④ 評価手続・評価手法 

   外部評価を行う。 

   評価対象とする技術に関する施策は、技術評価室が推進課及び主管課と協議の上、定める。 

⑤ 評価項目・評価基準 

    技術評価室が定める標準的な評価項目・評価基準又は評価者が定めるものとする。 

 

(2) 中間・終了時評価 

    技術に関する施策創設後、一定期間継続的に実施しているものについて、技術に関する施策

ごとに中間・終了時評価を行う。 

① 評価者 

    外部評価者 

② 被評価者 

   推進課及び主管課 

③ 評価事務局 

推進課及び主管課。ただし、必要に応じて技術評価室が行うこともできる。 

④ 評価手続・評価手法 

   施策原簿、成果報告、運営状況報告等を基に外部評価を行う。 

評価対象とする技術に関する施策は、技術評価室が推進課及び主管課と協議の上、定める。 
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⑤ 評価項目・評価基準 

    技術評価室が定める標準的な評価項目・評価基準又は評価者が定めるものとする。 

⑥ 実施時期 

中間評価については、実施が４年以上にわたる又は実施期間の定めのない技術に関する施策

について３年程度ごとに定期的に行う。なお、モニタリング（進捗状況を把握する作業）につ

いては毎年行うこととする。 

終了時評価については、当該技術に関する施策の成果を切れ目なく次の技術に関する施策に

つなげていく場合には、当該技術に関する施策が終了する前の適切な時期に終了前評価を行う

こととし、その他の場合には、当該技術に関する施策の終了直後に事後評価を行うものとする。 

なお、中間・終了時評価は、効果的・効率的な評価の実施の観点から、技術に関する施策を

構成する技術に関する事業の評価を前提として実施する。 

 

Ⅱ．２．技術に関する事業評価 

Ⅱ．２．１．研究開発制度評価 

研究開発制度評価は、個々にその目的・政策的位置付け、目標、成果、目標の達成度、必要性、 

効率性、有効性等について、事前評価及び中間・終了時評価を行う。 

(1) 事前評価 

   新規の研究開発制度の創設に当たって行う。 

① 評価者 

外部評価者 

② 被評価者 

   推進課 

③ 評価事務局 

   推進課 

④ 評価手続・評価手法 

   外部評価を行う。 

⑤ 評価項目・評価基準 

技術評価室が定める標準的な評価項目・評価基準又は評価者が定めるものとする。研究開発

制度について制度実施予定期間及び中間評価の時期の妥当性に関して評価する。 

 

(2) 中間・終了時評価 

 研究開発制度創設後、一定期間継続的に実施しているものについて、研究開発制度ごとに中

間・終了時評価を行う。 

① 評価者 

外部評価者 

② 被評価者 

   推進課及び研究開発機関 

③ 評価事務局 
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推進課又は研究開発機関（独立行政法人であって、研究開発制度の推進部門から独立した評

価部門が評価を行う場合に限る。）。ただし、必要に応じて技術評価室が行うこともできる。 

④ 評価手続・評価手法 

事業原簿、研究開発制度から得られた成果、研究開発制度の運営状況等を基に外部評価を行

う。また、必要に応じ、評点法の活用による評価の定量化を行うこととする。 

⑤ 評価項目・評価基準 

技術評価室が定める標準的な評価項目・評価基準又は評価者が定めるものとする。 

⑥ 実施時期 

中間評価については、実施期間が５年以上の研究開発制度又は実施期間の定めのない研究

開発制度については、その目的、内容、性格、規模等を考慮し、３年程度ごとに定期的に行

う。なお、モニタリング（進捗状況を把握する作業）については毎年行うこととする。 

終了時評価については、当該研究開発制度の成果を切れ目なく次の研究開発制度につなげ

ていく場合には、当該研究開発制度が終了する前の適切な時期に終了前評価を行うこととし、

その他の場合には、当該研究開発制度終了直後に事後評価を行うものとする。 

なお、中間・終了時評価は、効果的・効率的な評価の実施の観点から研究開発制度に関す

る評価結果の情報を集積し、関連する技術に関する施策の評価に際しその情報を提供する。 

 

Ⅱ．２．２．プロジェクト評価 

プロジェクト評価は、個々にその目的・政策的位置付け、目標、成果、有効性、効率性等につ

いて評価を行う。事前評価及び中間・終了時評価を行う。 

(1) 事前評価 

 新規のプロジェクトの創設に当たって行う。 

① 評価者 

外部評価者 

② 被評価者 

   推進課 

③ 評価事務局 

   推進課 

④ 評価手続・評価手法 

   外部評価を行う。 

⑤ 評価項目・評価基準 

    技術評価室が定める標準的な評価項目・評価基準又は評価者が定めるものとする。プロジェ

クトについて実施予定期間及び中間評価の時期の妥当性に関して評価する。 

 

(2) 中間・終了時評価  

プロジェクト創設後、一定期間継続的に実施しているものについて、プロジェクトごとに中

間・終了時評価を行う。 

① 評価者 
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外部評価者 

② 被評価者 

   推進課、研究開発機関及び実施者（研究開発機関から委託又は補助を受けてプロジェクトを

実施する機関又は個人をいう。） 

③ 評価事務局 

推進課又は研究開発機関（独立行政法人であって、事業の推進部門から独立した評価部門が

評価を行う場合に限る。）。ただし、必要に応じて技術評価室が行うこともできる。 

④ 評価手続・評価手法 

   事業原簿、成果報告、運営状況報告等を基に外部評価を行う。また、必要に応じ、評点法の

活用による評価の定量化を行うこととする。 

⑤ 評価項目・評価基準 

技術評価室が定める標準的な評価項目・評価基準又は評価者が定めるものとする。 

⑥ 実施時期 

   中間評価は、実施期間が５年以上のプロジェクト又は実施期間の定めのないプロジェクトに

ついては、その目的、内容、性格、規模等を考慮し、３年程度ごとに定期的に行う。なお、モ

ニタリング（進捗状況を把握する作業）については毎年行うこととする。 

   終了時評価は、当該プロジェクトの成果を切れ目なく次のプロジェクトにつなげていく場合

には、当該プロジェクトが終了する前の適切な時期に終了前評価を行うこととし、その他の場

合には、当該プロジェクト終了直後に事後評価を行うものとする。 

なお、中間・終了時評価は、効果的・効率的な評価の実施の観点から個別プロジェクトに関

する評価結果の情報を集積し、関連する技術に関する施策の評価に際しその情報を提供する。 

 

Ⅱ．２．３．競争的資金制度による研究課題に関する評価 

  競争的資金制度に提案された個々の研究課題について、当該競争的資金制度の目的に照らして、

目標・計画、科学的・技術的意義、実施体制、実用化の見通し等について評価を行う。複数の候

補の中から優れた研究課題を採択するための事前評価及び目標の達成状況や成果の内容等を把握

するための中間・終了時評価を行う。 

(1) 事前評価 

   新規研究課題の採択時に行う。 

① 評価者 

    外部評価者。 

研究課題の採択の際、被評価者と同じ研究開発機関に所属する等の専門家は排除する必要

があるため、例えば評価事務局はあらかじめ全評価者名を公表し、被評価者に対して申請時

に利害関係者の存在を併せて書面にて宣誓することを求める等の措置を講ずる。また、評価

者には秘密保持を義務付ける。 

なお、評価者としてふさわしい者であることを示すため、評価者の業績又は実績について

適切な時期にホームページ等で公開する。 

② 被評価者 
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   研究課題の提案者 

③ 評価事務局 

   推進課又は研究開発機関 

④ 評価手続・評価手法 

研究課題の採択に当たっては、エフォート（一研究員の全研究活動時間のうち当該競争的資

金制度による研究活動に充てる時間の割合をいう。）の明記を原則求める。また、被評価者と

利害関係のない有識者等によるパネルレビュー又はメールレビューによる評価を行う。採択に

当たっては、他の競争的資金制度による研究課題等との重複が生じないようにする。評価事務

局は研究課題の提案者へ不採択の結果を通知する場合には、原則として評価項目別に詳細な評

価内容を提示するとともに、不採択となった提案者からの問い合わせに応じるための環境を整

備する。 

   なお、研究課題の評価に際しては、研究分野や当該競争的資金制度の趣旨を踏まえ、必要に

応じて、主に業績が十分に定まらない若手研究者等について、マスキング評価の導入を図るこ

ととする。主に中堅以上の研究者に関する研究者としての評価は、所属組織や機関のみに着目

するのではなく、過去の実績を充分に考慮した評価とする。 

   また、研究者の研究遂行能力を示している過去の研究実績について、定量化を試みつつ、研

究者としての評価を過去の実績を十分考慮して行った上で研究課題の採否を決定する。 

  ⑤ 評価項目・評価基準 

技術評価室が定める標準的な評価項目・評価基準又は評価者が定めるものとする。研究課

題について実施予定期間及び中間評価の時期の妥当性に関して評価する。 

 

(2) 中間・終了時評価 

  研究課題の目標達成度の把握とともに研究課題の継続、拡大・縮小、中止等の資源配分の判

断、および必要に応じ被評価者に対する支援的助言を行うための評価。 

① 評価者 

   外部評価者 

なお、評価者としてふさわしい者であることを示すため、評価者の業績又は実績について適

切な時期にホームページ等で公開する。 

② 被評価者 

   研究課題の実施者 

③ 評価事務局 

   推進課又は研究開発機関。ただし、必要に応じて技術評価室が行うこともできる。 

④ 評価手続・評価手法 

   事業原簿、成果報告、運営状況報告等を基に外部評価を行う。 

   競争的資金制度による継続的な研究の必要性及びプロジェクトへの発展の可能性（主として

技術シーズの創造を目的とする研究の場合に限る。）の有無が判断できる手法により評価を行

う。 

また、研究課題の終了時評価の結果については、採択された研究課題ごとに定量化されたも
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のについては結果を公表する。 

⑤ 評価項目・評価基準 

   技術評価室が定める標準的な評価項目・評価基準又は評価者が定めるものとする。 

⑥ 実施時期 

   中間評価については、実施期間が５年以上の研究課題又は実施期間の定めのない研究課題に

ついては、その目的、内容、性格、規模等を考慮し、３年程度ごとに定期的に行う。 

   終了時評価については、当該研究課題の成果を切れ目なく次の研究課題又はプロジェクト等

につなげていく場合には、原則、当該研究課題が終了する前の適切な時期に終了前評価を行う

こととし、その他の場合には、当該研究課題終了直後に事後評価を行う。 

 

Ⅱ．３．追跡評価 

  終了して数年経った技術に関する施策・事業を対象に、その研究開発活動や研究開発成果が産

業、社会に及ぼした効果について調査し、その調査結果を基に現在の視点から総合的に評価を行

う。 

(1) 評価者 

  外部評価者 

(2) 被評価者 

  評価対象となる技術に関する施策・事業及びこれに関連する技術に関する施策・事業に携わ

った推進課及び研究開発機関 

(3) 評価事務局 

  推進課又は技術評価室 

(4) 評価手続・評価手法 

  過去の事業原簿等の文献データ、関連部署・機関及びその他関係者等からの聞き取り調査等

による情報を基にパネルレビュー又は第３者機関への委託による外部評価を行う。また、可能

な限り定量的な評価に努める。 

(5) 評価項目・評価基準 

  技術評価室が定める標準的な評価項目・評価基準又は評価者が定めるものとする。 

(6) 実施時期  

   技術に関する施策・事業終了後、成果の産業社会への波及が見極められる時点とする。 



 
                                                                                    
 
 
 
 
 
 
 
 

経済産業省技術評価指針に基づく 
標準的評価項目・評価基準 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

平成２３年７月 

経済産業省産業技術環境局 

技術評価室 
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はじめに 

 

 研究開発評価に当たっては、公正性、信頼性さらには実効性の観点から、その対

象となる研究開発の特性や評価の目的等に応じて、適切な評価項目・評価基準を設

定して実施することが必要である。 

 本標準的評価項目・評価基準は、経済産業省における技術に関する施策及び技術

に関する事業の評価を行うに当たって配慮しなければならない事項を取りまとめた

ガイドラインである経済産業省技術評価指針に基づき、評価方法、評価項目等に一

貫性を持たせるために、標準的なものとして、技術評価室が定めるものである。 

 なお、本標準的評価項目・評価基準は、あくまで原則的なものであり、必ずしも

全てそのとおりとしなければならないものではなく、適切な評価の実施のために評

価対象によって、適宜、変更することを妨げるものではない。                       
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Ⅰ．施策評価  

【事前評価】 

１．目的  

・施策の目的は特定されていて、簡潔に明示されているか。                        

・当該施策の導入により、現状をどのように改善し、どのような状況を実現しよう 

 としているのか。  

 

２．必要性  

・国（行政）が関与する必要があるか。 

 (注１)   背景として、どのような問題が当該施策の対象領域等に存在するのか。 

            また、その問題の所在や程度を数値、データや文献により具体的に把握しているか。 

 (注２)  行政関与の必要性や妥当性について、その根拠を客観的に明らかにする。 

      具体的には、妥当性を有することを説明する場合、これらニーズや上位目的に照らした妥当性を可    
           能な限り客観的に明らかにする。また、「市場の失敗」と関連付けて行政の関与の必要性を説明する 
           場合には、「行政関与の基準」の「行政関与の可否に関する基準」により、必要性を明らかにする。 

（注３）   行政目的が国民や社会のニーズ又はより上位の行政目的に照らして妥当性を有していること、民 
         間活動のみでは改善できない問題であって、かつ、行政が関与することにより改善できるものが存 

         在することを明らかにする。 

 
３．施策の概要  
・施策全体としての概要を適切に記述しているか。 
・当該施策を構成する事業を網羅し、個々の事業について記載しているか。 
 （注）施策の概要の記載において、施策の中間・事後評価時期を記載する。 

 
４．目標、指標及び達成時期  
（１）目標 
・具体的にいつまでにいかなる事業をどの程度実施し、どの水準から事業を開始

し、どの水準の成果を達成するのか。目的と照らして、明確かつ妥当な目標を

設定しているか。  

・政策の特性などから合理性がある場合には、定性的な目標であっても良いが、

その場合、目的として示された方向の上で目指す水準（例えば、研究開発成果

による新規市場の創設効果など）が把握できるものとなっているか。 

   （注） 目標は、資金提供やサービス提供の量といった施策の実施の直接的な結果（アウトプット）だけ

でなく、施策の目的を具現化した効果（アウトカム：実施の結果、当該施策を直接に利用した者以

外にも生ずる効果等）についても設定する。 

（２）指標及び目標達成時期 

・適切な指標を設定しているか。毎年のモニタリングとして測定可能なものと

なっているか。 

・当該指標により当該目標の達成度が測定可能なものとなっているか。 
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・目標達成時期は明確かつ妥当であるか。 

 

（注）＜共通指標＞  

 ・論文数及びそれら論文の被引用度数 

 ・特許等取得した知的所有権数、それらの実施状況 

 ・特に、製品化に際しての実施権供与数、取得実施権料 

 ・国際標準形成への寄与 

 

５．中間・事後評価の時期及び方法  

・事前評価書に、中間・事後評価の時期を設定しているか。 

・目標達成や運用の状況を、いつ、どのようにして計測し、また、検証するかを明 

 らかにしているか。 

・事前評価段階で、評価方法を定めているか。 

 

（注１）施策の中間評価は、技術評価指針に基づき、４年以上の事業期間である施策について、実施する。 

     なお、技術評価指針における「中間評価」は、政策評価法上においては「事後評価」のカテゴ 

    リーに整理される。 

（注２）事業の実施状況モニタリングは、過度のコストを伴う等非現実的な実施が前提とならないように配 
    慮し、各指標値を得る情報源及び入手頻度等は明確にする。 

 

６．有識者、ユーザー等の各種意見  

・当該施策の企画・立案過程において参照した外部の意見や要請等を施策全体及び

個別事業毎に具体的に記述しているか。 

 

７．有効性、効率性等の評価  

（１）手段の適正性                          

・目的や目標を達成するために採り得る政策手段にはどのようなものがあるか。 

  その中で、提案している施策が最も優れていると考える根拠は何か。                            

・採ろうとする政策手段が目的や目標の達成に役立つ根拠及び程度を明らかにし

ているか。     

（２）効果とコストとの関係に関する分析（効率性）                              

・要求予算規模、想定減税規模、機会費用その他の当該政策手段に伴い発生する

コストを明確にしているか。 

・各選択肢についての社会的便益と社会的費用の比較（費用便益分析、費用効果

分析、（社会的便益が同等な場合は）コスト分析等）を行っているか。定量的な

評価が困難な場合は、少なくとも、各々の想定される結果の長所・短所の定性

的な比較に基づいて行っているか。 

（３）適切な受益者負担 

・政策の目的に照らして、政策の効果の受益や費用の負担が公平に分配されるか。 
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【中間・事後評価】 

１．施策の目的・政策的位置付けの妥当性  

（１）施策の目的の妥当性 

 ・施策の目的が波及効果、時期、主体等を含め、具体化されているか。 

 ・技術的課題は整理され、目的に至る具体的目標は立てられているか。 

 ・社会的ニーズに適合し、出口（事業化）を見据えた内容になっているか。 

（２）施策の政策的位置付けの妥当性 

 ・施策の政策的位置意義（上位の政策との関連付け、類似施策との関係等）は高

いか。 

 ・国際的施策動向に適合しているか。 

（３）国の施策としての妥当性、国の関与が必要とされる施策か。 

 ・国として取り組む必要のある施策であり、当省の関与が必要とされる施策か。 

 ・必要に応じ、省庁間連携は組まれているか。 

 

２．施策の構造及び目的実現見通しの妥当性  

（１）現時点において得られた成果は妥当か。 

（２）施策の目的を実現するために技術に関する事業が適切に配置されているか。 

 ・配置された技術に関する事業は、技術に関する施策の目的を実現させるために

必要か。 

 ・配置された技術に関する事業に過不足はないか。 

 ・配置された技術に関する事業の予算配分は妥当か。 

 ・配置された技術に関する事業のスケジュールは妥当か。 

 

３．総合評価  
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Ⅱ．技術に関する事業評価  

Ⅱ－１ プロジェクト評価  

【事前評価】 

１．事業の目的・政策的位置付け  

（１）事業目的は妥当で、政策的位置付け（上位の施策における位置付け）は明確か

。 

（２）官民の役割分担は適当か。 

※ 事業目的の妥当性、政策的位置付けを技術戦略マップを用いて説明し、官民､ 

国と地方公共団体、他省庁との役割分担についても記述すること。目標（目指す 

結果、効果）については、技術戦略マップのロードマップとの整合性を説明する 

こと｡ 

 

２．研究開発目標の妥当性  

①目標（目指す結果、効果）は、具体的かつ明確か。 

②目標達成度を測定・判断することが容易な指標が設定されているか。 

※ 事業の進捗を示す指標については、技術戦略マップのロードマップ、技術マッ 

プを参考に設定すること。 

③最終目標に至るまでのマイルストーンとして戦略的に中間目標が立てられている

か。 

※ 事業の目指す結果、効果については、技術戦略マップのロードマップとの整合 

性をとったマイルストーンを設定すること。 

④中間・事後評価時期が明確に設定されているか。 

 

３．有効性・効率性等  

（１）手段の適正性 

①他の政策手段（事業を実施しない場合の影響を含む。）との比較検討において、

提案する事業が最も優れている根拠が明確であるか。 

②実施する事業が目的や目標の達成に役立つ根拠は明確か。 

・目的達成のための妥当なスケジュール、予算となっているか。 

・事業終了後の実用化や事業化のシナリオは明確になっているか。 

※ 技術戦略マップの導入シナリオを用いて、研究開発事業と関連事業の関係を説 

明すること。 

・研究開発実施者の事業体制・運営は適切かつ妥当であるか。 

（２）効果とコストに関する分析 

・可能な限り、各選択肢についての社会的便益と社会的費用の比較（費用便益分析

、費用効果分析、コスト分析等）が行われているか。定量的な評価が困難な場合
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は、少なくとも、各々の想定される結果と長所・短所の定性的な比較に基づいて

行う。 

（３）適切な受益者負担 

・実用化、事業化のシナリオを踏まえて、事業者等が得る利益に応じて適切な負担

を求める委託費や補助制度となっているか。 

 

※知的基盤・標準整備等のための研究開発に特有の評価項目 

・成果に公共性は見込まれているか。 

・成果の公共性を担保するための措置が想定されているか、又は標準化した場合

に得られる経済効果は十分にあるか。無差別に公開されるものであるか。 

・公共財としての需要は見込まれているか。 

・公共財整備のための技術を民間能力を活用して開発することの妥当性はあるか。 

 ・成果を国際標準として提案する場合に、他国から賛同を得られる見通しはあるか。 

 

 

【中間・事後評価】 

１．事業の目的・政策的位置付けの妥当性  

（１）事業目的は妥当で、政策的位置付けは明確か。 

・事業の政策的意義（上位の施策との関連付け等） 

・事業の科学的・技術的意義（新規性・先進性・独創性・革新性・先導性等） 

・社会的・経済的意義（実用性等） 

（２）国の事業として妥当であるか、国の関与が必要とされる事業か。 

・国民や社会のニーズに合っているか。 

・官民の役割分担は適切か。 

 

２．研究開発等の目標の妥当性  

（１）研究開発等の目標は適切かつ妥当か。 

・目的達成のために具体的かつ明確な研究開発等の目標及び目標水準を設定して

いるか。特に、中間評価の場合、中間評価時点で、達成すべき水準（基準値）

が設定されているか。 

・目標達成度を測定・判断するための適切な指標が設定されているか。 

 

３．成果、目標の達成度の妥当性  

（１）成果は妥当か。 

・得られた成果は何か。 

・設定された目標以外に得られた成果はあるか。 

・共通指標である、論文の発表、特許の出願、国際標準の形成、プロトタイプの

作製等があったか。 
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（２）目標の達成度は妥当か。 

・設定された目標の達成度（指標により測定し、中間及び事後評価時点の達成す   

べき水準（基準値）との比較）はどうか。 

 

４．事業化、波及効果についての妥当性  

（１）事業化については妥当か。 

 ・事業化の見通し（事業化に向けてのシナリオ、事業化に関する問題点及び解決

方策の明確化等）は立っているか。 

（２）波及効果は妥当か。 

・成果に基づいた波及効果を生じたか、期待できるか。 

・当初想定していなかった波及効果を生じたか、期待できるか。 

 

＊知的基盤・標準整備等の研究開発の場合、以下の評価項目・評価基準による。 

 ４．標準化等のシナリオ、波及効果の妥当性 

（１）標準化等のシナリオは妥当か。 

 ・ＪＩＳ化や我が国主導の国際規格化等に向けた対応は図られているか。 

（２）波及効果は妥当か。 

 ・成果に基づいた波及効果を生じたか、期待できるか。 

 ・当初想定していなかった波及効果を生じたか、期待できるか。 

 

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  
（１）研究開発計画は適切かつ妥当か。 

 ・事業の目標を達成するために本計画は適切であったか（想定された課題への対

応の妥当性）。 

 ・採択スケジュール等は妥当であったか。 

 ・選別過程は適切であったか。 

 ・採択された実施者は妥当であったか。 

（２）研究開発実施者の実施体制・運営は適切かつ妥当か。 

 ・適切な研究開発チーム構成での実施体制になっているか、いたか。 

・全体を統括するプロジェクトリーダー等が選任され、十分に活躍できる環境が

整備されているか、いたか。 

 ・目標達成及び効率的実施のために必要な、実施者間の連携／競争が十分に行わ

れる体制となっているか、いたか。 

 ・成果の利用主体に対して、成果を普及し関与を求める取組を積極的に実施して

いるか、いたか。 

・国民との科学・技術対話を効果的に実施したか、又は実施することとしている

か。（ただし、公募要項に当該対話を実施することが明記されている研究開発で、

３千万円以上の公的研究費の配分を受ける研究開発を実施する研究者等を対象と

する。）ここで、国民との科学・技術対話とは、研究活動の内容や成果を社会・
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国民に対して分かりやすく説明する、未来への希望を抱かせる心の通った双方向

コミュニケーション活動をいう（「国民との科学・技術対話」の推進について

（基本的取組方針）（平成 22年 6月 19日））。 

（３）資金配分は妥当か。 

 ・資金の過不足はなかったか。 

 ・資金の内部配分は妥当か。 

（４）費用対効果等は妥当か。 

・投入された資源量に見合った効果が生じたか、期待できるか。 

・必要な効果がより少ない資源量で得られるものが他にないか。 

（５）変化への対応は妥当か。 

 ・社会経済情勢等周囲の状況変化に柔軟に対応しているか（新たな課題への対応

の妥当性）。 

 ・代替手段との比較を適切に行ったか。 

 

６．総合評価  

 

 

Ⅱ－２ 研究開発制度評価  

※複数の制度の制度構造評価を実施する場合、参考に示す評価項目・評価基準に留意する。 

【事前評価】 

１．事業の目的・政策的位置付け  

（１）事業目的は妥当で、政策的位置付け（上位の施策における位置付け）は明確

か。 

（２）官民の役割分担は適当か。 

※ 事業目的の妥当性、政策的位置付けを技術戦略マップを用いて説明し、官民､ 

国と地方公共団体、他省庁との役割分担についても記述すること。目標（目指 

す結果、効果）については、技術戦略マップのロードマップとの整合性を説明 

すること。 

 

２．目標の妥当性  

①目標（目指す結果、効果）は、具体的かつ明確か。 

②目標達成度を測定・判断することが容易な指標が設定されているか。 

※ 事業の進捗を示す指標については、技術戦略マップのロードマップ、技術マ 

ップを参考に設定すること。 

③最終目標に至るまでのマイルストーンとして戦略的に中間目標が立てられてい

るか。 

※ 事業の目指す結果、効果については、技術戦略マップのロードマップとの整 
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合性をとったマイルストーンを設定すること。 

④目標達成時期及び中間・事後評価時期が明確に設定されているか。 

（注）指標及び目標達成時期は、事業全体及び採択テーマごとに設定する。 

 

３．有効性・効率性等 

 

（１）手段の適正性 

①他の政策手段（事業を実施しない場合の影響を含む。）との比較検討において

、提案する事業が最も優れている根拠が明確であるか。 

②実施する事業が目的や目標の達成に役立つ根拠は明確か。 

・目的達成のための妥当なスケジュール、予算となっているか。 

・事業終了後の実用化や事業化のシナリオは明確になっているか。 

※ 技術戦略マップの導入シナリオを用いて、当該事業と関連事業の関係を説明 

すること。 

・事業の運営体制・組織は効率的となっているか。 

・事業の目的に照らして、個々のテーマの採択プロセス（採択者、採択評価項目

・基準、採択審査結果の通知等）は妥当か。 

・他の事業との関連において、重複等はないか。 

（２）効果とコストに関する分析 

・可能な限り、各選択肢についての社会的便益と社会的費用の比較（費用便益分

析､費用効果分析、コスト分析等）が行われているか。定量的な評価が困難な場

合は、少なくとも、各々の想定される結果と長所・短所の定性的な比較に基づ

いて行う。 

（３）適切な受益者負担 

・実用化、事業化のシナリオを踏まえて、事業者等が得る利益に応じて適切な負

担を求める委託費や補助制度となっているか。 

 

４．有識者、ユーザー等の各種意見 

・有識者等の意見を活用しているか。 

 

 

【中間・事後評価】 

１．制度の目的及び政策的位置付けの妥当性  

（１）国の制度として妥当であるか、国の関与が必要とされる制度か。 

（２）制度の目的は妥当で、政策的位置付けは明確か。 

（３）他の制度との関連において、重複等はないか。 

 

２．制度の目標の妥当性 
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（１）目標は適切かつ妥当か。 

・目的達成のために具体的かつ明確な目標及び目標水準を設定しているか。特に、

中間評価の場合、中間評価時点で、達成すべき水準（基準値）が設定されてい

るか。 

・目標達成度を測定・判断するための適切な指標が設定されているか。 

 

３．制度の成果、目標の達成度の妥当性 

（１）制度としての成果は妥当か。 

・得られた成果は何か。 

・設定された目標以外に得られた成果はあるか。 

・共通指標である、論文の発表、特許の出願、国際標準の形成、プロトタイプの  

作製等があったか。 

（２）制度としての目標の達成度は妥当か。 

・設定された目標の達成度（指標により測定し、中間及び事後評価時点の達成す

べき水準（基準値）との比較）はどうか。 

 

４．制度採択案件に係る事業化、波及効果等その他成果についての妥当性 

（１）成果については妥当か。 

・当該制度の目的に合致する成果は得られているか。 

・事業化が目標の場合、事業化の見通し（事業化に向けてのシナリオ、事業化に

関する問題点及び解決方策の明確化等）は立っているか。 

（２）波及効果は妥当か。 

 ・成果に基づいた波及効果を生じたか、期待できるか。 

・当初想定していなかった波及効果を生じたか、期待できるか。 

 

５．制度のマネジメント・体制・資金・費用対効果等の妥当性 

（１）制度のスキームは適切かつ妥当か。 

 ・目標達成のための妥当なスキームとなっているか、いたか。 

（２）制度の体制・運営は適切かつ妥当か。 

 ・制度の運営体制・組織は効率的となっているか、いたか。 

・制度の目標に照らして、個々のテーマの採択プロセス（採択者、採択評価項

目・基準、採択審査結果の通知等）及び事業の進捗管理（モニタリングの実施、

制度関係者間の調整等）は妥当であるか、あったか。 

 ・制度を利用する対象者はその目標に照らして妥当か。 

 ・個々の制度運用の結果が制度全体の運営の改善にフィードバックされる仕組み

となっているか、いたか。 

 ・成果の利用主体に対して、成果を普及し関与を求める取組を積極的に実施して

いるか、いたか。 

・国民との科学・技術対話を効果的に実施したか、又は実施することとしている
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か。（ただし、３千万円以上の公的研究費の配分を受ける研究開発で、公募要項

に当該対話を実施することが明記されている研究開発を実施する研究者等を対

象とする。）ここで、国民との科学・技術対話とは、研究活動の内容や成果を社

会・国民に対して分かりやすく説明する、未来への希望を抱かせる心の通った

双方向コミュニケーション活動をいう（「国民との科学・技術対話」の推進につ

いて（基本的取組方針）（平成 22年 6月 19日））。 

（３）資金配分は妥当か。 

 ・資金の過不足はなかったか。 

 ・資金の内部配分は妥当か。 

（４）費用対効果等は妥当か。 

・投入された資源量に見合った効果が生じたか、期待できるか。 

・必要な効果がより少ない資源量で得られるものが他にないか。 

（５）変化への対応は妥当か。 

 ・社会経済情勢等周囲の状況変化に柔軟に対応しているか。 

・代替手段との比較を適切に行ったか。 

 

６．総合評価 

 

（参考）制度構造評価  

 

＜複数制度の俯瞰的評価＞ 

 

１．複数制度のバランス、相対的位置の妥当性 

・他の制度との重複により効率が低くなっていないか。結果的に類似し重複や非効 

 率が目立つ制度となってはいないか。 

・産業技術戦略や内外情勢変化に即した制度の配置、構成となっているか。 

・目標のレベル、国が関与すべき程度、実用化時期の想定等に関して、複数制度の 

 相対的位置、複数制度間の政策目的に照らした整合性は妥当か。 

・利用者から見て、制度間の相違（趣旨、対象者、要件等）が分かりにくいものと 

 なっていないか。一方、複数の制度間で申請書類の様式が必要以上に異なり、利 

 用者側に不用な負担をしいることとなっていないか。 

 

＜個別制度の方向性項目＞ 

 

２．俯瞰的にみた個別制度の方向性 

・内外情勢変化、他の制度との相対関係、個別制度評価の結果等を踏まえ、個別制 

 度の継続、統廃合、新設の必要性はどうか。国の関与の度合いはどうか。 
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・統廃合を行う必要はなくても、運用面における連携、協調の必要性はどうか。 

 

Ⅱ－３ 競争的資金による研究課題に関する評価  
＜ア．主として技術シーズの創造を目的とする競争的資金制度の場合＞ 

【事前評価】 
１．目標・計画  

・制度の目的（公募の目的）に照らして、研究開発目標・計画が具体的かつ明確に 

 設定されているか。その目標の実現性、計画の妥当性はどうか。 

 

２．科学的・技術的意義（新規性、先進性、独創性、革新性、先導性等） 

・最新の研究開発動向・水準からみて新規性はあるか。 

・研究開発内容について独創性はあるか。 

・飛躍的に技術レベルを高めるような技術的ブレークスルーポイントがあるか。 

 

３．実施体制  

・研究開発代表者に十分な研究開発管理能力があるか。既に、相当程度の研究開発 

 実績を有しているか。 

・研究開発内容に適した研究開発実施場所が選定されているか。 

・研究開発を行う上で、十分な研究開発人員（研究開発分担者）及び設備等を有し 

 ているか、また、研究開発を推進するために効果的な実施体制となっているか。 

 

４．実用化の見通し  

・研究開発の成果が実用化に結びつく可能性があるか。 

・実用化された場合に、産業・社会への波及効果は認められるか。 

・研究開発代表者又は研究開発チームに属する研究開発分担者が、当該研究開発の 

 基礎となる特許を有しているか、又は出願中であるか。 

・国内外で関連の特許が押さえられていないか。 

 

５．想定される選択肢内の比較  

・事業の提案に当たり、選択肢の吟味を行っているのか。提案する手段が最も優れ 

 ていると考える根拠は何か。 

 

 

【中間・事後評価】 

１．目標・計画  

・技術動向等の変化に対応して、事業の目的や計画は妥当であったか。 

・成果は目標値をクリアしているか。 
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２．要素技術から見た成果の意義  

・科学的・技術的意義（新規性、先進性、独創性、革新性、先導性等）が認められ 

 るか。 

 

３．実施体制  

・研究開発管理能力、研究開発実施場所、研究設備等実施体制は適切であったか。 

・国民との科学・技術対話を効果的に実施したか、又は実施することとしているか。（ただ

し、３千万円以上の公的研究費の配分を受ける研究開発で、公募要項に当該対話を実施す

ることが明記されている研究開発を実施する研究者等を対象とする。）ここで、国民との科

学・技術対話とは、研究活動の内容や成果を社会・国民に対して分かりやすく説明する、

未来への希望を抱かせる心の通った双方向コミュニケーション活動をいう（「国民との科

学・技術対話」の推進について（基本的取組方針）（平成 22年 6月 19日））。 

 

４．実用化の見通し  

・成果に関する特許の出願予定はあるか。 

・実用化に向けた具体的な計画があるか。 

 

 

＜イ．主として研究開発成果を早期に実用化することを目的とする競争

的資金の場合＞ 

【事前評価】 

１．必要性  

・制度の目的に照らして、国の支援が必要な事業であるか。 

・当該事業に対する社会的なニ－ズが具体的かつ明確となっており、ニ－ズを満た 

 すために相当程度有効な事業であるか。 

 

２．目標・計画  

・制度の目的（公募の目的）に照らして、技術開発目標・計画が具体的かつ明確に      

 設定されているか。その目標や計画は実現性が高い妥当なものとなっているか。 

・実用化（事業化）に向けた具体的な計画を有し、実用化（事業化）の可能性が高 

 いものとなっているか。 

 

３．新規性、先進性、技術レベル  

・革新的な新製品の開発に取り組むものであるか。 

・既存製品の延長ではあるが経済性の格段の向上や新機能の付加が認められるなど、 

 新規性・先進性を有しているか。 

・技術開発の難易度が既存の技術水準に比して高い事業であるか。 
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４．実施体制  

・事業を的確に遂行するために必要な開発体制及び能力を有しているか。既に、関 

 連する研究開発等の事業経験があるか。 

 

５．実用化（事業化）の見通し  

・当該研究開発の基礎となる研究開発成果が確実なものとなっているか。 

・実用化による産業・社会への波及効果は認められるか。 

・実用化による市場の創出効果が大きいか。または市場を占めるシェアが大きいか。 

・実用化した製品が継続的に受け入れられる市場環境にあるか。 

・事業化に結びつくための生産に必要な資源の確保や、販売ルートを保有している

か。 

・事業化に結びつくための（競争相手に対する）優位性が存在するか。 

 

 

【中間・事後評価】 

１．必要性  

・社会的なニーズを満たすために相当程度有効な事業であったか。国の支援が必要

な事業であったか。 

 

２．目標・計画  

・技術動向等の変化に対応して、事業の目的や計画は妥当であったか。 

・成果は目標値をクリアしているか 

 

３．要素技術から見た成果の意義  

・新規性、先進性が認められるか。 

 

４．実施体制  

・開発体制及び能力は適切であったか。 

・国民との科学・技術対話を効果的に実施したか、又は実施することとしているか。

（ただし、３千万円以上の公的研究費の配分を受ける研究開発で、公募要項に当該

対話を実施することが明記されている研究開発を実施する研究者等を対象とす

る。）ここで、国民との科学・技術対話とは、研究活動の内容や成果を社会・国民

に対して分かりやすく説明する、未来への希望を抱かせる心の通った双方向コミュ

ニケーション活動をいう（「国民との科学・技術対話」の推進について（基本的取

組方針）（平成 22年 6月 19日））。 

 

５．実用化（事業化）の見通し  
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・成果に関する特許出願、国際標準の提案の予定はあるか。 

・実用化に向けたスケジュールや体制は明確になっているか。 

・実用化による産業・社会への波及効果は認められるか。 

・実用化による市場の創出効果が大きいか。または市場を占めるシェアが大きいか。 

・実用化した製品が継続的に受け入れられる市場環境にあるか。 

・事業化に結びつくための生産に必要な資源の確保や、販売ルートを保有している 

か。 

・事業化に結びつくための（競争相手に対する）優位性が存在するか。 

 

 

Ⅵ．追跡評価  

Ⅰ．波及効果に関する評価 

Ⅰ－１．技術波及効果 

（１）実用化への進展度合 

・プロジェクトの直接的および間接的な成果は、製品やサービスへの実用化にど

のように寄与したか、あるいは寄与する可能性があるか。特許取得やその利用

状況、市場環境の変化、競合技術の台頭等を踏まえて評価する。 

①プロジェクト終了後に実用化した製品やサービスは数多くあったか。 

②プロジェクトの成果から今後実用化が期待される製品やサービスはあるか。 

③多額の実施料収入を生み出す等、インパクトのある技術が得られたか。 

④外国での特許取得が行われたか。 

⑤基本特許を生み出したか。 

（２）プロジェクト成果からの技術的な広がり具合 

・プロジェクトの成果により直接的に生み出された技術は、関連技術分野に技術

面でのインパクトを与えたか。派生技術には、プロジェクト実施当時に想定さ

れていたもの、想定されていなかったものを含めてどのようなものがあり、そ

れらはどのように利用されているかを踏まえて評価する。 

①数多くの派生技術を生み出したか。 

②派生技術は多くの種類の技術分野にわたっているか。（当該技術分野、他の

各種技術分野） 

③直接的に生み出された技術又は派生技術を利用した研究主体は数多くあるか。 

④直接的に生み出された技術又は派生技術を利用する研究主体は産業界や学会

に広がりを持っているか。（参加企業、大学等、不参加の同業種の企業、そ

の他の産業等） 

⑤参加企業等が自ら実施する研究開発の促進効果や期間短縮効果はあったか。 

（３）国際競争力への影響 

・直接的に生み出された技術の成果技術や派生技術により、国際競争力はどのよ

うに強化されたか。 
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    ①我が国における当該分野の技術レベルは向上したか。 

②外国と技術的な取引が行われ、それが利益を生み出しているか。 

③プロジェクトの技術分野に関連した外国での特許取得は積極的になされてい

るか。 

④国際標準の決定に対し、プロジェクトはメリットをもたらしたか。 

⑤国際標準等の協議において、我が国がリーダーシップをとれるようになった

か。 

⑥外国企業との主導的な技術提携は行われたか。 

⑦プロジェクトが外国の技術政策に影響を与え、その結果技術交流が促進され

たり、当該分野で我が国がイニシアチブをとれるようになったか。 
 

Ⅰ－２．研究開発力向上効果 

（１）知的ストックの蓄積度合 

・特許や、研究者のノウハウ・センス・知識等の研究成果を生み出す源となる知

的ストックはどのような役割を果たしたか。それらはプロジェクト終了後も継

承され、次の研究の芽になる等、今後も影響を持ち得ることができるか。 

①当該分野における研究開発は続いているか。 

②プロジェクト終了後にも、プロジェクトに参加した研究者が派生技術の研究

を行っているか。 

③プロジェクトの終了時から現在までの間に、知的ストックが将来的に注目す

べき新たな成果（画期的な新製品・新サービス等）を生み出す可能性は高

まっているか。 
（２）研究開発組織の改善・技術戦略への影響 

・プロジェクトは、研究開発組織の強化・改善に対してどのように役立ったか。

あるいは、実施企業の技術戦略に影響を与えたか。 

①企業を超える研究開発のインフラとして、学会、フォーラム、研究者間交流

等の公式・非公式の研究交流基盤は整備され、活用されているか。 
②企業間の共同研究の推進等、協力関係、良好な競争的関係が構築されたか。 
③顧客やビジネスパートナーとの関係の変化が、経済性を向上させたか。 
④技術の管理組織を再編成する契機となったか。 
⑤研究開発部門の再構成等、社内の組織改編は積極的に行われたか。 
⑥研究開発の予算規模が増減する契機となったか。 
⑦プロパテント等の特許戦略に対する意識が高くなったか。 
⑧知的ストックは、企業の技術戦略にどのような影響を与えたか。 

（３）人材への影響 

・プロジェクトは研究者の効率的・効果的配置や能力の向上にどのように寄与し

たか。 
①国内外において第一人者と評価される研究者が生まれたか。 
②論文発表、博士号取得は活発に行われたか。 
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③プロジェクト従事者の企業内での評価は高まったか。 
④研究者の能力向上に結び付くような研究者間の人的交流が行われたか。 
⑤関連分野の研究者増員が行われたか。 

⑥国内外から高く評価される研究機関となったか。 
 

Ⅰ－３．経済効果  

（１）市場創出への寄与 

・新しい市場を創造したか。また、その市場の拡大に寄与したか。 

（２） 経済的インパクト 

・生産波及、付加価値創出、雇用創出への影響は大きかったか。 

①直接的に生み出された技術や派生技術の実用化により、製品の売り上げと利

益は増加したか。 

②直接的に生み出された技術や派生技術の実用化により、雇用促進は積極的に

図られたか。 

（３）産業構造転換・活性化の促進 

・プロジェクトが産業構造の転換や活性化（市場の拡大や雇用の増加等）にどの

ような役割を果たしたか。 

①プロジェクトが、各関連産業における市場の拡大や雇用の増加等に寄与した

か。 

②プロジェクトが新たな産業の勃興や、既存市場への新規参入、あるいは既存

市場からの撤退等をもたらしたか。また、それらが市場全体における雇用に

影響したか。 

③プロジェクトが生産業務の改善や更新に結びついたことにより生産性・経済

性は向上したか。 

 

Ⅰ－４．国民生活・社会レベルの向上効果  

・プロジェクトによって新たな製品・サービスが実用化されたこと、プロジェクト 
 の成果の応用による生産性の向上や顕著なコストダウン、デファクトを含めた規 

 格化を促進したこと等の事例がある場合、それらは、例えば下記に挙げる項目に 

 それぞれどのような影響をもたらしたか。 

 
（１）エネルギー問題への影響 

・エネルギー問題の解決に寄与した効果としてどのようなものが考えられるか。 

（２）環境問題への影響 

・環境問題の解決に寄与した効果としてどのようなものが考えられるか。 

（３）情報化社会の推進 

・情報化社会の推進に寄与した効果としてどのようなものが考えられるか。 

（４）安全、安心、生活の質 

・国民生活の安全、安心、生活の質の向上に寄与した効果としてどのようなもの
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が考えられるか。 

①国民生活の利便性を向上させた事例が存在するか。 

②国民生活の安全性の向上に寄与したか。 

③プロジェクトの成果は、身障者や高齢者の多様な生活を可能にしたか。また、

個の自立を支援するものであるか。 

 

Ⅰ－５．政策へのフィードバック効果  

（１）その後の事業への影響 

・プロジェクトの成果や波及効果、改善提案、反省点等がその後の研究開発プロ  

ジェクトのテーマ設定や体制構築へ反映されたか。 

（２）産業戦略等への影響 

・プロジェクトの直接的・間接的な成果が実用化したり、関連の研究開発基盤が

できたこと等による、その後の産業戦略等への影響があったか。 

 

 

Ⅱ．現在の視点からのプロジェクトの評価      

Ⅱ－１．国家プロジェクトとしての妥当性  

・国のプロジェクトとしてどのような効果があったか。Ⅰに示した各効果を総合的 
 に評価する。 
・現在（追跡評価時点）から見て、国が関与する必要性があったか。また、関与の 
 方法や程度は妥当であったか 
①多額の研究開発費、長期にわたる研究開発期間、高い技術的難度等から、民間

企業のみでは十分な研究開発が実施されない場合。 
②環境問題への先進的対応等、民間企業には市場原理に基づく研究開発実施イン

センティブが期待できない場合。 
③標準の策定、データベース整備等のうち社会的性格が強いもの（知的基盤）の

形成に資する研究開発の場合。 
④国の関与による異分野連携、産学官連携等の実現によって、研究開発活動に新

たな付加価値をもたらすことが見込まれる場合。 

⑤その他国が主体的役割を果たすべき特段の理由がある場合。 

 

Ⅱ－２．目標設定 

・当時の技術動向、市場動向、社会環境、政策目的等から見て、目標設定の方向性 
 とそのレベルは妥当であったか。 
 

Ⅱ－３．プロジェクト実施方法 

・プロジェクトの計画策定、スキーム（予算制度）、実施体制、運営方法等の実施 
 方法が現在の視点から見て妥当であったか。 
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Ⅱ－４．Ⅱ－１～Ⅱ－３の評価結果を踏まえ、プロジェクト終了時の事後評価の妥

当性 

・事後評価で行われた評価結果は、追跡評価の時点から見て妥当であるか。 
（現在の事後評価項目の例示） 
 目的・意義の妥当性、目標の妥当性、計画内容の妥当性、国のプロジェクトであ

ることの妥当性、研究開発体制・運営の妥当性、研究開発成果の計画と比較した達

成度、実用化の見通し（成果普及、広報体制、波及効果）、総合評価、今後の提言 
・今後の最終評価において改善すべき評価方法、考慮すべき要因等を提案。 
 

Ⅱ－５．プロジェクト終了後のフォローアップ方法 

・プロジェクトの成果の実用化や普及に対して、プロジェクト終了後のフォロー 
 アップ体制が適切であったか。後継の国のプロジェクトを立ち上げる必要は無 
 かったか。 
・不適切な場合の改善点、より効果を発揮するための方策の提案。 
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