
 

    

第 7回技術評価委員会

資料 4-2-10 
 

 

 

 

「石炭利用次世代技術開発調査 

 環境調和型石炭燃焼技術分野 

＜石炭燃焼ガス集塵技術＞」 

事後評価報告書(案)概要 

 

 

目  次 

（頁） 

 

1.分科会委員名簿・・・・・・・・・・・・  １ 

 

2.プロジェクト概要・・・・・・・・・・・  ２ 

 

3.評価概要(案) ・・・・・・・・・・・・・  ５ 

 

4.評点結果 ・・・・・・・・・・・・・・・  ８ 

 



 

1    

新エネルギー・産業技術総合開発機構 技術評価委員会 

「石炭利用次世代技術開発調査 環境調和型石炭燃焼技術分野 

＜高温石炭燃焼ガス集塵技術＞」 

事後評価分科会委員名簿 
 

（平成１４年１２月現在） 

 氏名 所属 

分科会 
会長 吉川

よしかわ

 邦夫
くに お

 東京工業大学大学院 総合理工学研究科 教授 

前
まえ

 一廣
かずひろ

 京都大学大学院 工学研究科 教授 

谷口
たにぐち

 正行
まさゆき

 (株)日立製作所 電力･電機開発研究所 主任研究員 

菱沼
ひしぬま

 孝夫
ゆき お

 北海道大学大学院 工学研究科 教授 

松方
まつかた

 正彦
まさひこ

 早稲田大学 理工学部 応用化学科 教授 

分科会 
委員 
 

溝口
みぞぐち

 忠昭
ただあき

 東北大学 超臨界溶媒工学研究センター 教授 

（敬称略、五十音順） 
 
 

事務局：新エネルギー・産業技術総合開発機構 技術評価部 
 



 

2    

 

制度名 
石炭生産･利用技術振興 

補助金  
事業名 

石炭利用次世代技術開発調査 
環境調和型石炭燃焼技術分野 高温石炭燃焼ガス集塵技術 

事業の概要 実機試験を行うことが困難な高温集塵用フィルタ材について小型試験装置を用い
た基礎物性試験、脱塵、腐食試験類を行うことにより、実機での使用の可否判断が
できる性能評価手法を開発する。 

1.NEDO の関与の必要
性・制度への適合性 

加圧流動層複合発電技術(PFBC)や石炭ガス化複合発電技術(IGCC)などの高効率発
電システムにおいて、ガスタービンの前段に設置される高温集塵装置は、設備の安
定運転に係るキーテクノロジーの一つと言えるものである。 
本プロジェクトは、高温集塵技術のうち、フィルタを用いた集塵技術に着目し、
各社から数多くのフィルタを集め、その評価方法を確立することにより、今後の高
効率石炭燃焼発電の開発へ寄与するものであり、研究期間、資金、難度から、民間
企業が単独で実施するのは大変困難と考える。また、研究体制としても、発電プロ
セスにかかわっている企業とセラミック業界などの異分野の業種との密接な連携が
必須であり、NEDO 等のリーダーシップ無くしては実現が困難である。 
上述した理由により、NEDO の関与する必要性は非常に高いものである。 

2.事業の背景・目的・位

置づけ 

石炭は豊富な埋蔵量、安定供給、価格も安定していることから、わが国にとって
重要なエネルギー源に位置づけられているが、他の化石燃料に比べ CO2排出量が多
く、近年地球温暖化問題意識の高まりから環境負荷低減が求められている。CO2排出
量の低減には、高効率化による排出ガス量削減が最も現実的な対策である。 
高効率石炭燃焼発電システムとしては、国内外で PFBC や IGCC の開発が進められ
てきており、各技術とも高温加圧化による効率向上が期待されている。これらの複
合発電技術においてはガスタービン摩耗防止のため、高温環境下における集塵技術
が欠くことのできない重要課題となっている。 
高温集塵技術としては、フィルタを用いたろ過集塵装置が有望であるが、サイク
ロン、電気集塵器等による集塵装置と比べ技術的に確立されておらず、国内におけ
る大規模新設商用機には採用されていないという状況にある。 
本プロジェクトの目的は、高温集塵に用いられるフィルタ材料に関して、現状で
は強度、脱塵性等の性能評価手法が確立されておらず、高温集塵用フィルタ材の選
定、開発が困難な状況にあることに着目し、フィルタ性能評価手法を確立すること
であり、このことにより実機へ適用できるフィルタ材料を選定することが容易にな
ることから、今後の PFBC、IGCC 開発の一助となり、高効率石炭燃焼発電システム
の開発推進が期待できる。 
このフィルタ性能評価手法の確立は、高温集塵用フィルタを開発する実用技術へ
の橋渡しとなるものと位置づけられる。 

 

3.事業の目標 

 

  (全体目標) 

 

項   目 開 発 目 標 
フィルタ材料評
価手法 

・フィルタ材料性能評価手法確立 

 酸化雰囲気 950℃ 
還元雰囲気 700℃   使用可能フィルタ性能評価手

法確立 
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4.事業の計画内容
　     (単位：百万円) H8fy H9fy H10fy H11fy H12fy H13fy 総額

(6年間)
　　一般会計 　 　
　　特別会計(電特) 　 　
　　特別会計(石特) 142 191 195 134 146 89 943
　　特別会計(エネ高) 　 　
　　　総予算額(計) 142 191 195 134 146 89 943

 

 

  

 

 

省内担当原課 資源エネルギー庁 石炭課 
運営機関 新エネルギー･産業技術総合開発機構(NEDO) 
委託先 (財)石炭利用総合センター 

再委託先 なし 

研究開発体制 
 
 
（実態に併せて記載） 

研究協力先（共
同研究先含む） 

バブコック日立㈱、㈱荏原製作所、川崎重工業㈱、(財)ファイ
ンセラミックセンター 

5.実用化、事業化の 
見通し 

現状メーカにおける評価データしかなく比較検討するすべがない高温集塵用
フィルタ性能について、本開発により評価手法が確立されるとともに、膨大な試
験データを得ることが出来たことから、今後フィルタの選定、開発の必要が生じ
た際に、この評価手法が用いられ、試験データが活用されることとなると考えら
れる。 
国内の PFBC 火力発電所においては、集塵フィルタの信頼性が低いということ
から、２段サイクロンを採用し、ガスタービンを消耗品として扱っている傾向が
あり、本研究開発のデータ等の成果が、フィルタ式ろ過集塵装置導入の一助にな
ると考えられる。 
また、試験データは多岐に亘っており、フィルタ製造業者、電力会社のみなら
ず、可燃廃棄物・バイオマス等の焼却に関わる業者を含め、有効に活用されるも
のである。 
なお、実用化に当たっては、実ガスにおけるフィルタ挙動の更なる詳細なデー
タを取得することにより、評価手法としての精度が高まるものである。 
また、開発の一環として、高温集塵に適合可能な革新性のあるサンプルフィル
タの設計指針を提示しており、実用的な製造方法を確立することにより、酸化雰
囲気に適用可能なフィルタ自体の実用化の可能性も考えられる。 
この製造技術である「アルコキシド法を用いた低温焼成技術」と「ウイスカろ
過層付与技術」については、関東経済産業局による平成 13年度即効型地域新生
コンソーシアム研究開発事業「セラミックファイバー製大型かつ高温フィルタの
製造技術開発と実証」における大型フィルタの基本製造技術に展開されている。

6.今後の展開 本研究開発は、当初予定した高温石炭燃焼ガス集塵用フィルタの性能評価手法
を開発、確立したことを持って終了する。 
今後は、CCUJ、JFCC ホームページホームページ等に得られた性能評価手法を掲
載するとともに、関連学会誌等への投稿により広報活動に努める。 

7.中間・事後評価 平成 11 年度終了後、「高温石炭燃焼ガス集塵技術」についての中間評価を「石
炭次世代・基盤技術委員会(NEDO)」にて実施した。 
H13 年度終了後に本プロジェクトの事後評価を実施する。 

8.研究開発成果 特許(出願)：0件(0 件)、口頭発表:20 件、査読論文数：2件、 
査読なし論文数:3件、総説､解説､著書：0件、新聞発表数：0件 
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基本計画の変更 なし 
変更内容 なし 

9.情勢変化への対応 

評価履歴 平成 11 年度終了後、「高温石炭燃焼ガス集塵技術」について
の中間評価を「石炭次世代・基盤技術委員会(NEDO)」にて実施
した。 
H13 年度終了後に本プロジェクトの事後評価を実施する。 

10.今後の事業の方向性 高温集塵フィルタの普及と相まって本プロジェクトの成果であるフィルタの
評価手法が活かされると思われることから、高温集塵フィルタそのものの実用化
開発を目指したプロジェクトを後継プロジェクトとして立ち上げることを目指
す。 
また、ホームページ等に得られた性能評価手法を掲載するとともに、関連学会

誌等への投稿により広報活動に努める。 
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評価概要（案） 
１ 総論 
１）総合評価 
高温集塵技術は石炭高効率利用技術のキーテクノロジーとして不可欠で
あること、及びプロジェクト開始時点では集塵フィルタの問題で PFBC の
信頼性が損なわれがちであるという課題があり、これは、民間企業のみで
の解決は困難であった。従って、プロジェクトの必要性と目的は明確であ
り、得られた研究成果も相対的評価とはいえデータベースの量、評価手法
の確かさは公共財としての価値は十分認められる。 
しかし、成果としては過酷な条件で使用する場合のフィルタ特性の評価
試験法をはじめて提案した段階であり、評価手法の検証には実機試験を十
分行うことが望ましかった。プロセスの効率向上に最も有効な耐熱温度の
目標を設定し、運転中のトラブルから得た実用上の真の課題を事前に十分
抽出して、評価手法の確立に向け、他のプロジェクトとの緊密な連携が必
要であったと思われる。 
また、対象を PFBCおよび IGCCへの高温集塵技術の適用に限定してい
るが、廃棄物燃焼などの集塵技術開発への応用も考えられ、広く成果の普
及を検討すべきであった。 

    
２）今後に対する提言 
研究の主体性や開発した評価手法のユーザを明確にすべきであり、スピ
ーディで効率のよい開発を推進するには、本評価、解析を必要としている
メーカやユーザの参画が不可欠である。 
また波及効果をもたらすには、公開データのフォーマットの整備、デー
タ公開の手段と公共への浸透効果などの具体的なアクションプランが必要
である。今後は、ＮＥＤＯの他プロジェクトにて、実機テストの導入など
を検討し、本事業の成果をさらに実証していくことが望まれる。さらに石
炭利用に限らず広く廃棄物燃焼・ガス化などへの適用拡大をめざして、高
温集塵技術の可能性評価や普遍的な評価手法、高性能フィルタ設計指針の
開発を目的にした基盤研究として展開することが望まれる。 

 
２ 各論 
１）事業の目的・政策的位置付けについて 
高温集塵技術はクリーンで高効率な石炭利用プロセスの核となる技術で
あるが、この種の研究は一民間企業でできる類のものではなく、国として
実施すべき公共性のある事業であるといえる。 
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しかし、他の稼働中の実用規模プロセスとの連携がなく、国家プロジェ
クトとしてのメリットが生かされなかったため、実機データが不足して評
価手法の確立まで至らなかったのは残念である。また、PFBC では高温集
塵が重要であるが PFBC そのものの将来性が不透明であり、IGCC につい
ては、高温集塵の必要性が必ずしも明確ではない。こうした中で、PFBC
と IGCC以外への適用も視野に入れるべきであった。 

 
２）研究開発マネージメントについて 
高温集塵技術の評価手法開発のために、入手できるフィルタを系統的に
収集し、フィルタに必要な要素を明確に評価できる手法を基礎試験から実
ガス暴露実験まで行っているという観点では、研究開発計画及び実施体制
は概ね妥当であった。 
しかし、目標値である「フィルタ材料性能評価手法確立」の必要条件が
不明確であり、既存の商用あるいはパイロットプラントにおいて発生した
問題点の摘出を十分に行うと同時に、プロセス面に立脚した目標設定をす
べきであった。また、実ガス試験による性能確認を十分行うことが望まし
かった。 

 
３）研究開発成果について 
相対的評価とはいえ、多数のフィルタを収集し、特性を相互比較したこ
と、特に小型脱塵試験によって各フィルタの脱塵、逆洗特性を把握したこ
とは評価できる。つまり、評価のための試験手法の提案としては高く評価
できるが、実ガスによる実証が試験装置などの制約から十分行われておら
ず、強度、腐食性、脱塵のいずれの試験もフィルタ材を相互比較している
にとどまっている。今後、実証試験の実施を工夫し、実用的なフィルタ材
の選定につながる評価手法の確立までなされることが望まれる。 
また、査読付きの原著論文としての成果発表が少なく、国際的に見て、
研究開発成果がどの程度の水準にあるか判断できない。 

 
４）実用化、事業化の見通しについて 
評価手法の確立という本事業の目的から考えると、得られたデータベー
スの量、評価手法の確かさは、公共財としての価値は十分ある。 
しかし、実機での試験が十分行われておらず、実用的な評価手法を提案
したという段階であり、今後さらに実機ベースでの評価データの積み上げ
が必要である。 
また、研究開発成果を誰がどのように活用するのかの明確なビジョンが
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ない。本成果の最大の受益者はフィルタのメーカや PFBC プラント等のユ
ーザであり、実用化可能性の評価のためには、メーカやユーザの意見を確
認する必要がある。
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平均値

 
 
 

評価項目 平均値 素点（注） 

１．事業の目的・政策的位置付けについて 
 

2.3 A B A B C A

２．研究開発マネジメントについて 
 

1.5 C B B C C B

３．研究開発成果について 
 

1.8 B B B B D A

４．実用化・事業化の見通しについて 
 

1.0 C C C C C C

 


