
ゼロエミッション石炭火力技術開発プロジェクト 
ゼロエミッション石炭火力基盤技術 

石炭利用プロセスにおける微量成分の環境への影響低減手法の開発 のうち 
「微量成分の高精度分析手法の標準化に資するデータ蓄積」 

自主中間評価委員会 
 

評価報告書 
 

 
【１．総論】 
１．１  総合評価 

本プロジェクトは、大きく 3 つの研究テーマ（コールバンク整備、石炭微量成分

の分析手法、B、Se 測定方法の開発および規格化）から成るが、どれも研究インフ

ラ整備事業として日本の産業競争力強化に資するものであり、NEDO の事業とし

て相応しい。これまでの成果に基づき、コールバンクは低品位炭への展開、分析法

は JIS、ISO 等の規格化を目指す点も、3 年間の延長理由として妥当である。 
しかし、各項目の相互関係・連携関係（プラント試験は ISO、JIS の策定のため

のバックデータ（不確かさなど）確保に繋がる、石炭微量成分分析法の充実はコー

ルバンクの質的内容充実に繋がる等）についての具体性が弱く、計画化が必要であ

る。 
また、コールバンクについては、これまでの成果を生かすうえでも、時限付きプ

ロジェクトの一環ではなく、独立採算による運営など持続可能な事業フレームの整

備を検討すべきである。 
本プロジェクトを延長することは理解できるが、これ以上の延長は透明性の観点

からも妥当では無く、次フェーズとして行うべきである。 
 
＜肯定的意見＞ 
○ 微量成分の高精度分析法に必要となる石炭サンプルおよびその分析データを多

種にわたって確保し、体系化するコールバンク事業と、石炭中の微量成分評価

法の開発と規格化を同時に進め、瀝青炭を中心により充実したデータベース構

築ができる基盤を作った点、及びホウ素、セレンというガス状排出量の評価法

が定まっていない物質にいち早く着眼し、正確な測定法構築に必要な課題を抽

出するなどし、ISO 等に提案できる基礎を構築した点は評価できる。 
○ これまでの成果に基づき、方向性としてコールバンクは低品位炭への展開、計

測法は JIS、ISO 等の標準化を目指す点も、プロジェクトの中間総括に基づき、

3 年間の延長理由として妥当であり計画としても整合性があると思われる。 
○ 今回の延長実施は適切であると評価する。 
○ 原計画のままでは、「コールバンクの拡充」は利用炭種の幅の広がりへの対応に



おいて、「微量成分分析測定」は開発技術の権威付け（規格化）においてそれぞ

れ不十分であり、これらの未達部分を完遂するための延長措置は妥当で、開発

の投資対効果を高めるものと考える。 
○ コールバンクにおける収集石炭数の拡大と石炭性状のデータベース化という地

道な活動を微量成分分析技術開発と連携しつつ推進するとともに、分析技術に

ついては JIS と ISO 化を目指している点で、PJ として継続していくべき課題

と考えられる。 
○ 今後の研究開発目標も十分達成されることが期待される明確な研究計画となっ

ている。 
○ これらの研究開発により得られる成果は、１）石炭性状データベースおよび保

管試料の活用により我が国の CCT 技術開発推進に大きく貢献できる、２）微量

成分分析技術の確立により日本発の JIS および ISO による標準化に繋がり、

CCT 分野で技術的に優位性が高くなるとともに、分析技術の波及効果も大きく

期待できる、３）これまで未解明のホウ素とセレンの実プロセスにおける挙動

の解明から将来の環境技術開発に大きな知見を与える、などが期待される。 
○ クリーンコールテクノロジーの基盤となる石炭の分析手法の標準化とデータベ

ースの拡充を目的としていることから妥当なプロジェクトと評価できる。 
○ コールバンクは、我が国で入手可能な世界の石炭 109 種類を現時点で保有し、

石炭の基礎研究への活用や利用技術開発のデータベースとしての高い資産価値

を有していると高く評価できる。CO2 による地球温暖化問題で石炭利用への風

当たりが強いが、エネルギー資源として占める重要性は変わらず、少なくとも

50 年以上の維持管理を目標に、その礎となる枠組み作りを進めて頂きたい。 
○ 微量成分分析法やガス状セレン分析法の規格化に貢献する努力は高く評価でき

る。 
○ 本研究事業は 3 つの研究から構成されているが、どれもゼロエミッション石炭

利用に必要な事業である。コールバンク整備、石炭微量成分の分析手法、B、

Se 測定方法の開発および規格化は、どれも研究インフラ整備事業で、日本の産

業競争力強化に資するであり、NEDO の事業として相応しいものである。 
○ コールバンクの炭種の追加は、利用が低品位炭へ拡大していることへの対応で

ある。確立した手法の国際規格化は、近年、産業競争力上の重要性が高まって

いることへの対応であり、内外の情勢を踏まえて適切な内容となっている。 
○ コールバンク、400 以上の登録ユーザがおり既に実用化されている。 
○ 研究開発マメジメントも良好である。 
 
＜問題点・改善すべき点＞ 
● 議論の過程で、その重要性の認識は一定は明らかになったが、各項目の相互関

係、連携の在り方はプロジェクトの出口であるコールバンクの量とともに質的

な充実、ISO など規格化にとって重要であるが、連携関係についての具体化が



少々弱いと思われ、計画化が必要である。 
● プラント試験も ISO、JIS の策定のためのバックデータ（不確かさなど）確保

としての位置づけ、石炭微量成分分析法の充実もコールバンクの質的内容充実

など、各項目間での連携関係、計画の具体化が必要である。 
● 「微量成分分析測定」の延長の必要性については、当初計画の段階でその可能

性が認識できたはずである。当初時点で、あるべき最終目標を定め、そのため

の計画、工程を考慮すべきであったと思う 
● ホウ素、セレン分析の位置づけについて、医学的または環境負荷の観点から開

発の緊急性の高さをアピールされることが望まれる。 
● 微量成分分析技術開発全般について、外的要因の高い規格標準化のみならず技

術的な面での具体的目標設定も望まれる。 
● コールバンクについては、今後さらなる充実と活用の利便性を高くするために

も予算の充実が必要と考えられる。 
● 環境問題に係わる技術開発は今後、更に重要度を増して行くと思われるので十

分な体制と資金をもって遂行していって欲しい。今後、規格化に向けて様々な

技術的検討を重ねることになると思うが、満たすべき要件とそれに要する時

間・費用・人材を的確に把握し、適宜、チェックを行い、確実な目的の達成に

努めて欲しい。 
● コールバンクに収集されている石炭に対する分析データの精度の検証がほとん

ど行われていない。予算の問題もあるが、10 種類程度の石炭について、数カ所

の分析機関に分析依頼して、分析値の信頼性向上のための努力をお願いしたい。

特に、石炭中微量成分については、ラウンドロビンテストとともに、標準試料

の粉砕・縮分などの手順も重要となる。 
● コールバンクは 3 年の延長後も継続的な炭種の拡大が必要との説明であるが、

そうであれば、3 年延長して 9 炭種追加するという説明ではなく、低品種炭の

拡大に従って登録炭種の継続的な追加が必要であることを説明されたい。 
● 規格化については、最終目標に対する進捗状況が見えにくい。最終的に ISO 化

するには、ステップ・作業量、期間を表した上で、これまでの成果と今後 3 年

間の作業の位置づけ示しておくべき。（そうでないと ISO 化できない場合に厳

しい評価になる恐れがある） 
 
＜その他の意見＞ 
・ 延長の必要性は上記の通り理解、評価できたが、第三者に分かりやすい説明が

できるように、延長の理由、目的、効果等を原計画のままでは何がまずいのか

を含めて整理しておくことを望む。 
・ コールバンクについては、これまでの成果を生かすうえでも、時限付き PJ の

一環ではなく継続的な組織化または機関の設立を目指す枠組みの検討が必要で

ある。 



１．２ 今後の提言 

各項目間の連携に関し、一層の計画の具体化が必要と思われる。低品位炭を対象

とすることで、分析法も質的な向上が見込まれる。単に、数量の増加だけでなく、

質的な展開をコールバンクとして明確化すべきである。また、今後３年間の延長で

増やすデータベースについては、分析方法の適用範囲を拡張するあるいは空白部分

を補充するためのものとして実施されたい。 
また、分析手法の ISO 化については、長年関わっている機関に所属する人材の

助言を積極的に受け、ネゴシエーションなどの交渉術や対象となる Committee メ

ンバーとの継続的な信頼関係の構築などの指導を仰ぐことで、効率的に進めること

を望む。 
 
＜今後に対する提言＞ 
・ 各項目間の連携に関し、一層の計画の具体化が必要と思われる。低品位炭を対

象とすることで、分析法も質的な向上が見込まれる。単に、数量の増加だけで

なく、質的な展開をコールバンクとして明確にすべきと思われる。 
・ ISO 化については、長年関わっている機関に所属する人材の助言を積極的に受

け、ネゴシエーションなどの交渉術や対象となる TC の Committee メンバーと

の継続的な信頼関係の構築など、指導を仰ぐべきである。これらの人材・機関

には適切な技術料の支払い（交渉、ネゴシエーションの巧みさなども技術と考

えられる）などボランテイアでない形での対処もモチベーションを向上するに

は必要と思われる。 
・ 3 年後のビジョンとして、データベース、規格化が中心の本プロジェクトは必

ずしも事業化は、義務付けられてはいないと思われるが、継続的な管理、Version 
up を可能とするような自立的なプランの見通し（コールバンクの有償化、計測

法の商品化など）も検討の余地はあると思われる。 
・ 「コールバンクの拡充」については、データベースの網羅性を吟味し、延長終

了後はせいぜい補完的な追加で済むような整備を図ってもらいたい。 
・ 「微量成分分析測定」については、JIS 化はもとより、技術の国際的権威付け

のため ISO 規格化を図るための措置を、延長終了後も検討、実施されたし。 
・ コールバンクに関しては、これまでは技術開発要素があったかもしれないが、

今後は継続的に維持・管理しつつ CCT に反映できる研究開発に提供できる体制

作りを確立できなければ、これまでの資金投入や活動が全く無に帰することが

危惧される。このためにも、我が国の CCT に対するこれまでの成果と意義、さ

らには今後の戦略を明確にすることで、その重要性の周知を図り、国立コール

バンクまたは関連業界からの支援と公的な資金で継続的に運営可能な団体、あ

るいはどこかの大学や研究機関の付属施設として運営できるような努力が必要

不可欠であろう。このような施設は世界に誇れる、知財であると確信している。 
・ 微量成分分析とホウ素やセレンの規格化に関しては、分析技術の確立及び規格



化後には、医学的見地からその有害性の定量的な評価ひいては将来の環境基準

規制に対して大きく寄与されることが望まれる。  
・ データベース数を増やすことを目的として技術開発する場合は、その数や内容

の妥当性などを求められるため、ある程度数を増やすとなかなか継続の妥当性

が説明できなくなる。今回、３年間の延長で増やす分については、分析方法の

適用範囲を拡張するあるいは空白部分を補充するためのものとして実施した方

が良い。 
・ コールバンクについては、将来的には、独立採算を視野に入れて運営の方法を

再考すべきと考える。利用者からの要望を取り入れ、利用方法や提供する情報

のレベルも考慮して現実的で信頼できるデータベースとすることが重要である。 
・ ISO および JIS 化など規格化に対する努力・交渉も重要であるが、本プロジェ

クトの実施期間内で必ずしも実現できる案件ではない。開発されたガス状ホウ

素・セレンの高精度分析法によって、燃焼炉内における挙動解明が進み、その

新しい知見が速やかに公表されることを期待する。 
・ 今回は、延長の是非の評価であるが、一般的に延長は、当初の目的が期間内に

達成されない場合に期間を伸ばすということであり、良い印象を与えない。し

たがって、延長は最小限にすべきと考える。今回、延長として申請している内

容をみると、当初の目的は達成した上で、その次のステップに進む、あるいは、

拡張をするもので、延長ではなく、次フェーズとして行う方が妥当であるし、

透明性も上がる。 
・ コールバンクと手法開発は、関連はあるが、事業の性格は異なる。後者は期間

を定めて行う研究だが、コールバンクは、メンテナンスも含め、知的基盤とし

て継続することが必要である。継続が必要な知的基盤整備事業であることを明

確にして、持続可能な事業フレームを整備すべきではないか。 
・ 国際規格化の重要性は急速に高まっている。ISO 化には国際社会で人的ネット

ワークを持ち、交渉力のある人材を育てる（当面は海外から人材を雇う）こと

が必要である。それを個別の案件ごとに対応するのは人材育成の面でもノウハ

ウの蓄積の面でも非効率である。NEDO に国際規格取得を担当する部署（例え

ば、鉄道総合研究所に設置した国際規格センター）を設け、NEDO で開発した

技術を戦略的に国際規格化することを検討してはどうだろうか。 
 
＜その他の意見＞ 
・ 国際標準化には、日本以外に連携できる国、協力国を複数つくることが重要で

ある。（日本の単独提案だけでは厳しい）同じ TC/SC 内でのネゴシエーション、

学会等を通じ、連携国や協力研究者の拡大を試みるのも一つの手法である。 
・ 微量成分分析技術の規格化後は、分析器メーカーとも連携して、世界のスタン

ダード分析器として商用化し、市場性拡大への戦略を描くことも重要であろう。 
・ 特に無し 



【２．各論】 

２．１ 事業の位置付け・必要性について 

 本プロジェクトを構成する 3 テーマとも研究インフラ整備事業として日本の産

業競争力強化に資するものであり、NEDO の事業として相応しい。 
しかし、コールバンクは、延長理由の説明が不足しており、場当たり的に炭種を

増やしているのではないことを示すことを望む。既に登録済みの炭種や今後利用可

能性のある炭種をマップ化し、今後必要となる登録数の全体像を示されたい。 
また、微量成分分析については、数ある微量成分中でホウ素とセレンの分析技術

の緊急性が高いことの動機付けがやや乏しい。幅広い層に説得性のある必要性の明

示が望まれる。 
 
＜肯定的意見＞ 
○ コールバンク事業が内包する標準サンプルの製造、評価、データベース化など

自体が民間企業では実施が困難であり、公共性が極めて高く、産総研の様な公

的機関をサポートして NEDO 事業として行うことは極めて妥当である。 
○ ゼロエミッションプロジェクト内で、石炭中の微量元素分析法、排ガスのホウ

素、セレン分析法とも測定法の商品化、事業化が困難で、特に排ガス分析は小

さな企業が多く、民間だけで標準化することは困難であり、公的事業として実

施すべきである。 
○ 標準法として規格化する場合、実際の石炭火力等での計測が必要であるが、公

的機関が中心となって実施しないと（実施してもであるが）発電所等の協力は

極めて困難であり、公的な事業として実施すべき内容である。 
○ 本事業を NEDO 事業として行うべきことは、先の中間評価で述べた通りである

（石炭利用基盤技術は民間のみで行うのは困難であり、長期的観点も持ち、

NEDO 事業として行うべき）。今回、より充実した効果的なものとすべく延長

を図るものであり、延長部分も当然 NEDO 事業として行うことが妥当である。 
○ 今回の延長の目的は、石炭データベースの拡充、微量成分分析測定技術の規格

化であり、それは利用対象石炭の多様化、分析測定技術の権威付けニーズの高

まりといった動向を踏まえたものであり、事業実施の必要性は高い。 
○ コールバンクは世界に冠たる石炭のデータベース化とサンプル提供システムを

整備している点で、当然公共性は高く、CCT 開発支援の観点からも国際的競争

力を一層アップするためにも必要性の高い事業であるといえる。 
○ 微量成分分析についても、日本発の規格化を早急に目指す分析技術として

NEDO の積極的な関与が必要である。また、これらの分析技術をプラントでの

実測を通して分析技術のブラッシュアップと挙動解明に反映させる研究開発の

意義は高い。 
○ データベースの蓄積やそれに付帯する技術は、国際的な競争力を支える基礎的

な技術力となることから、基盤技術の整備、拡充は公共性が高く、妥当なプロ



ジェクトである。また、少ない予算ではあるが、目標を満足する成果を得てい

ると思われる。 
○ コールバンクの維持と拡充は、将来にわたって評価される事業であり、民間活

動のみでは不可能であり、公共性が高いことにより、ＮＥＤＯの関与が必要と

される事業である。 
○ 本研究事業は 3 つの研究から構成されているが、どれもゼロエミッション石炭

利用に必要な事業である。 
○ コールバンク整備、石炭微量成分の分析手法、B、Se 測定方法の開発および規

格化は、どれも研究インフラ整備事業で、日本の産業競争力強化に資するもの

であり、NEDO の事業として相応しいものである。 
○ コールバンクの炭種の追加は、利用が低品位炭へ拡大していることへの対応で

ある。確立した手法の国際規格化は、近年、産業競争力上の重要性が高まって

いることへの対応であり、内外の情勢を踏まえて適切な内容となっている。 
 

＜問題点・改善すべき点＞ 
● 実施する内容に対し、想定される予算金額が極めて少なく、予算規模のために

コールバンクで増やす炭種数、JIS に標準化を絞らざるを得ない（ISO 化を目

標に掲げられない）ように思われる。 
● 炭種数は、予算規模から逆算して、できる数という印象であり、今後需要が増

えると考えられる低品位炭では実際にはどの程度の炭種が必要か、という観点

で増加させる炭種数が決まったということではないように思われる。 
● コールバンクについては、PJ での分析技術と連携して各種炭の性状データベー

ス化が進められてきているが、自立化または PJ からの独立した組織へ移行す

るための戦略構想の構築も望まれる。 
● 微量成分分析については、数ある微量成分中でホウ素とセレンの分析技術の緊

急性が高いことの動機付けがやや乏しい。幅広い層に説得性のある必要性の明

示が望まれる。 
● データベース（コールバンクを含む）の維持・管理・運用自体は、今後、採算

のとれる方法で適切な機関に任せることにした方がよい。 
● コールバンクの意義から判断すると、投じた予算が過小であり、今後、予算の

増額が強く望まれる。石炭を収集保存するのみでは無く、その精度の高い分析

値も必要である。増額された予算によって、ラウンドロビンテストなどにより、

典型的な石炭の分析値（微量元素を含めて）の信頼性向上が望まれる。 
● コールバンク事業は、延長理由の説明が不足している。場当たり的に炭種を増

やしているのではないことを示すことが必要。それには、現状登録済みの炭種、

今後利用可能性のある炭種をマップ化し、今後必要となる登録数の全体像を示

されたい。また、本データベースを維持、拡大していくためのスキームの検討

も必要。 



● ISO 化は難易度の高い目標である。ISO 化に必要な項目、タイムスケジュール

を示し、今回延長期間中に行う活動のポジションを示しておくことが重要。 
 
＜その他の意見＞ 
・ 欧州特にドイツは、ISO は、国家戦略として、産官学が一体となって人材を育

成し、技術的に必ずしも優位でない技術も国際標準法とすることで普及させて

いる。コールバンクも国際標準サンプル化できれば、事業化も可能となる。国

際標準化に向け、本事業の様な内容を契機に人材育成、戦略化を進める必要が

ある。 
 



２．２ 研究開発マネジメントについて 
今年度までに概ね測定法は確立し、延長後の出口として規格化を設定している点

は妥当な計画であり、3 年間の延長期間中に達成できると思われる。必要な微量成

分分析技術は概ねこれまでに確立してきており、標準化に必要な実機プラントでの

データ取得についても協力者の確保を含め実績を有している実施者であり、マネジ

メントは適切である。 
一方で、項目間の連携（石炭内の微量成分分析結果のコールバンクのデータベー

スへの反映や、プラント試験結果の標準化項目への貢献など）について、計画の具

体性が十分でなく、改善すべきである。 
予算面ではやや厳しい計画であるが、これまでの知見に基づき、低予算での工夫

で目標となる成果が得られることを期待する。コールバンクの維持と拡充はその重

要性から考えると、可能な範囲での増額が望まれる。 
 
＜肯定的意見＞ 
○ 各項目について、今年度までの成果に基づいて、概ね適切な目標を設定し実施

可能な体制となっている。 
○ 各項目については、実施可能なスケジュールとなっている。 
○ 必要な微量成分分析技術は概ねこれまでに確立してきており、標準化に必要な

実機プラントでのデータ取得についても協力者の確保を含め実績を有している

実施者であり、マネジメントは適切と思われる。 
○ 今年度までに概ね測定法は確立し、延長後の出口として JIS 化を設定している

点も、妥当な計画であり、3 年間の延長期間中に達成できると思われる。 
○  次の観点から、技術開発マネジメントは適切に行われていると評価できる。 
 ・「コールバンクの拡充」は対象とする石炭の幅をより広める必要性を認識し、  

また、「微量成分分析測定」は技術的見通しを得たことを踏まえて、それぞれ

目標、計画を見直している。 
・成果の実用性を高めるため、データバンクの充実化、微量成分分析測定技術の

規格化を行おうとしている。 
・上記２点の実施のため、期間延長を図っている。 

○ これまでの研究開発の成果に基づき、全般的に情勢変化や新たな目標設定がな

されており、目標達成に向けた体制も構築されていることから、延長期間内で

の目標達成が期待される。特に微量成分分析については、規格化が最終段階に

来ており、JIS 化はもとより ISO 化にも最大限の努力を期待する。 
○ 事業体制は、その分野における第一線級の専門家を有する大学、企業（石炭サ

プライヤー、ボイラーメーカ）、研究機関で構成されており、目的を達成するの

に見合った体制と評価できる。 
○ 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が十分に行われる体制

になっていると判断される。 



○ 研究目標は明確であり、目標達成に向けて計画的に進められている。 
○ 成果の実用化の姿は明確である。コールバンクは 400 名以上が登録済みで、す

でに実用化している。 
＜問題点・改善すべき点＞ 
● 各研究項目の目標設定、計画、スケジュールは妥当であるが、項目間の連携（石

炭内の微量成分分析結果のコールバンクのデータベースへの反映や、プラント

試験結果の標準化項目への貢献など）について、計画の具体性が十分でなく、

改善すべきと思われる。 
● コールバンクは数的目標の他、質的な目標（低品位炭をどういった趣旨、目的

で選定し、微量成分についてどの程度の範囲をカバーするか明記する必要があ

る。 
● 予算面ではやや厳しい計画であるが、これまでの知見に基づき、低予算での工

夫で目標となる成果が得られることを期待する。 
● コールバンクについては、新たな炭種拡大だけでなく、蓄積されてきたデータ

ベースや試料の管理、電子化、データ精度の確保等を含めた地道な実施内容に

ついても明確に目標設定されることも重要である。 
● 微量成分分析については、プラントでの分析が実施項目にあがっているが、規

格化以外の技術的目標についてのもう少し具体的な目標設定が望まれる。また、

分析機器の商用化のためには、分析者の熟練度にあまり依存しないシステム開

発または人材育成のための戦略が必要であろう。  
● 当初目的に具体性が欠けているように思われる。本来であれば最終目標があっ

て、それに向けた計画が立案されるべきである。例えば、当初計画ではＨ２２

年度末の目標が最終目標になっているはずでこの時点で実用化が考慮された目

標を立案するべきである。分析方法の実用化という点では国内外の規格化が最

終目標となるのが妥当と思われる。 
● 目標達成のための予算は、必要最小限と判断され、コールバンクの維持と拡充

はその重要性から考えると、可能な範囲で増額すべきと考える。 
● 研究期間内の目標は明確であるが、コールバンクの今後の事業継続計画や ISO

化までの計画など、事業全体像が不明瞭。最終目標達成に必要な課題を明確に

して、延長期間の事業の位置付けを明確にされたい。 
● コールバンクと微量成分の分析手法の開発は別々の研究に見えるが、両者の関

連やシナジー効果の説明が欲しい。 
 
＜その他の意見＞ 
・ プロジェクト実施機関内の連携に加え、ISO 化など国際標準化を進める上では、

国際標準化に豊富な経験を有する機関、人材の協力が不可欠である。ISO 化ま

では延長期間内で達成目標としていないが、実施期間内である程度見通し

（NWI の採択など）ができれば、前倒しにして推進するために、関係機関、人



材との協力関係は構築しておいた方が良いと思われる。 
・ 今回の延長は、ある程度当初から見通せたはずである。当初の目標、計画にお

いて、追加実施、延長の可能性について言及しておくべきであったと考える。 
・ 予算枠が少額のため、具体的な計画を立てにくいと思われるが、放射化分析を

含めて数カ所の分析機関とタイアップして、分析値の信頼性向上のための努力

をお願いしたい。 



２．３ 研究開発成果について 

目標を概ね達成し、一部に超過達成をしている。特に、当初予定していなかっ

た計測方法の標準化に関し、国際標準化 ISO 化にいち早く取り組み、ガイダンス

策定や NWI の提案など重要な超過達成をしている。また、コールバンクも整備

が順調に進んでおり、分析方法も並行して進化している。コールバンクについて

は、中間目標の炭種数が若干達成されていないが、これまでの経験と知見に基づ

き、最終目標は十分達成されるものと確信される。 
国際標準化に向けた提案等の取組が精力的に実施されているが、このプロジェ

クトの終了年度までに実現できなかったときの予算処置や担当部署などを予め

決めておく必要がある。また、コールバンクについては、収集された石炭性状デ

ータベースを有効に活用できるようにするためにも、多角的に視覚化・チャート

化する工夫が望まれる。 
 
＜肯定的意見＞ 
○ 全ての項目について目標を達成し、一部に超過達成をしている。特に、当初予

定していなかった計測方法の標準化に関し、国際標準化 ISO 化にいち早く取り

組み、ガイダンス策定や NWI の提案など重要な超過達成をしている。また、

コールバンクも整備が順調に進んでおり、分析方法も並行して進化している。 
○ 所期の目標は達成できていると評価する。 
○ コールバンクについては、中間目標の炭種数が若干達成されていないが、これ

までの経験と知見に基づき、最終目標は十分達成されるものと確信される。ま

たこれまでの成果と今後期待される成果は、世界的にも例のない多岐にわたる

炭種の石炭性状データベースと収集・保管・試料提供という優れたシステムが

構築され、CCT 開発にも大きな寄与を果たすことが期待され、我が国の大きな

知財と言える。 
○ 微量成分分析については、計画通りの中間目標が達成されており、我が国独自

の分析方法が確立されている。また、規格標準化への準備がほとんど整い、今

後の活動により JIS 化ひいては ISO 化が期待される。このような規格化が達成

されれば、分析手法の新たなスタンダードとして普及の見通しは高いと考えら

れる。 
○ ＩＣＰ－ＡＥＳ／ＭＳを使用した機器分析が、各国で規格化されてきているな

かで試料をいかに完全に溶液にするかは重要な問題である。この問題を解決す

る方法を確立した意義は大きい。従来の方法では、フッ酸やアルカリなどを添

加して複雑な操作をしなければならなかったところを簡便な前処理で分析が可

能になるので規格化することができれば実用性は極めて高いと評価できる。 
○ 成果は目標値をクリアしている。 
○ 得られた研究開発の成果に基づく国際標準化に向けた提案等の取組が適切に行

われている。 



○ 当初の計画はすべて達成しており、コールバンク事業、微量成分の分析手法と

もに、世界的にも意義のある研究成果が出ている。 
○ 近年の世界的な状況を踏まえ、国際標準化について積極的に取り組んでいる。 

 
＜問題点・改善すべき点＞ 
● 論文等の公表も進めるべきと思われるが、ISO の策定などに時間を使ったため、

やむをえないと判断される。 
● コールバンクについては、3 年間の延長後も継続的な炭種の追加が必要である

とのことだが、メンテナンスコストも含め、継続可能な事業フレームを検討さ

れたい。 
● ＩＳＯ化については、相当の作業や期間を要すると思われるので、その全体計

画と延長期間での位置づけを明確にされたい。 
 
＜その他の意見＞ 
・ 現時点での成果は、高い実用性を目指した最終目標（石炭利用動向を踏まえた

コールバンクの拡充、微量成分分析測定技術の規格化）の達成のための一段階

であり、延長期間での開発遂行に期待する。 
・ コールバンクについては、収集された石炭性状データベースを有効に活用でき

るようにするためにも、多角的に視覚化またはチャート化できる電子システム

の構築も望まれる。 
・ 国際標準化に向けた提案等の取組が精力的に実施されているが、このプロジェ

クトの終了年度までに実現できなかったときの予算処置や担当部署などを予め

決めておく必要がある。 



２．４ 実用化の見通しについて 
コールバンクについては、400 以上のユーザが登録しており、既に研究基盤とし

て機能している。また、その性状分析もデータベース化されているため、新たな分

析を必要とせず、CCT 開発への効率の高い支援を果たしており、今後も多大な寄

与が期待される。このような成果は、公共財としての優れた知的基盤を構築してお

り、世界的にも高いレベルの資産として波及効果は高い。 
微量成分については、ほぼ技術的に確立され、JIS 化及び ISO 化に向けた準備

はほぼ整備され、提案・承認に至るまでの見通し、計画がなされている。また、実

プラントでの試験を通して、分析手法が今後さらにブラシュアップされるととも

に、ホウ素、セレンの挙動から環境対策への基礎的な知見が得られることが期待さ

れ、波及効果は高い。 
一方で、蓄積したデータについての質的な充実が必要であり、複数の分析機関に

よる分析値の比較により、手法の妥当性の検証が必要である。メーカーとも連携す

ることを望む。 
また、コールバンクの網羅性の確認、検証、アピールのため、石炭性状や特性、

品質等を表す指標の分布度を表現、表示する技術、方法の検討も実施されたい。 
 
＜肯定的意見＞ 
○ 成果としてのコールバンク、分析評価法の JIS 化など標準化とも手法が確立さ

れており、体制も整っていることから、十分実用化の可能性を有している。 
○ コールバンクの利用ユーザ数、利用件数は既に多数の実績があり、今回の拡充

によりその実用性が高まるはずである。 
○ 分析測定技術の規格化は、技術の権威付けおよび信用性向上をもたらし、実用

性の向上につながる 
○ コールバンクについては、すでに多くの機関に試料提供が行われており、また、

その性状分析もデータベース化されているため、新たな分析を必要とせず、CCT
開発への効率の高い支援を果たしており、今後も多大な寄与が期待される。こ

のような成果は、公共財としての優れた知的基盤を構築しており、世界的にも

高いレベルの資産として波及効果は高い。 
○ 微量成分については、ほぼ技術的に確立され、JIS 化及び ISO 化に向けた準備

はほぼ整備され、提案・承認に至るまでの見通し、計画がなされている。また、

実プラントでの試験を通して、分析手法が今後さらにブラシュアップされると

ともに、ホウ素、セレンの挙動から環境対策への基礎的な知見が得られること

が期待され、波及効果は高いと考えられる。 
○ 成果を国内外の規格にするという明確な実用化の見通しが得られている。 
○ コールバンクについては備した知的基盤についての利用は実際にあり、公共財

として知的基盤を供給、維持するための体制は整備されていると判断される。 
○ 石炭中の微量成分の分析手法およびガス状ホウ素、セレンの測定方法の開発と



規格化は、JIS、ISO などの国際規格化等、標準整備に向けて積極的に活動して

いると判断される。 
○ コールバンクは既に 400 以上のユーザが登録しており、研究基盤として機能し

ている。 
○ 微量成分の分析手法については、これが確立し標準化されていなければ、研究

の効率も実効も上がらない。本手法が国際標準化されれば、日本のみならず、

国際社会への貢献面でも有益である。 
 
＜問題点・改善すべき点＞ 
● 実用化に向け、研究項目間の連携による内容の質的な充実が必要と思われる。 
● 複数の分析機関での分析値の比較を行い、方法の妥当性を検証することが望ま

しい。 
● 国際規格化は重要な課題であるが、相当難易度も高い。 
● 民間からも人材を募り、NEDO 内の体制強化も必要ではないか。 

 
＜その他の意見＞ 
・ 国際標準化を達成するには、海外渡航費や実際のプラント排ガスによる実験の

追加も必要であるが、予算規模的に見て、厳しい。ISO 化も進めるのであれば

予算の追加配分も検討の余地があると思われる。 
・ コールバンクの網羅性の確認、検証、アピールのため、石炭性状や特性、品質

等を表す指標の分布度を表現、表示する技術、方法の検討も併せて行ってはど

うか。 
・ 微量成分分析について、規格標準化と同時に分析者の技能や経験によらず信頼

性の高い分析機器の開発に繋がる制御法や分析器アルゴリズムまたは分析器仕

様について、メーカーとも連携しつつ検討されることも望まれる。 
・ 石炭灰の組成分析など無機質に関する方法の見直しや新しい分析方法の規格化

が欧米より、遅れているように思われる。この分析技術は、既存のＪＩＳ規格

の改良にも期待できる。 
・ 微量成分の分析データをできるだけ早期にコールバンクに登録するよう努力し

ていただきたい。それが、日本が国際社会でリーダーシップを発揮するひとつ

の方法であるし、微量成分分析手法の ISO 化の支援材料になるのではないか。 
 



【３．採点結果】 
３．１ プロジェクトに全体に対する評価 
 

2.5 

2.2 

2.0 

2.8 

0.0  1.0  2.0  3.0 

４．実用化の見通しについて

３．研究開発成果について

２．研究開発マネジメントについて

１．事業の位置付け・必要性について

 
 平均値 
 
 

平均値

2.8 Ａ Ａ Ａ Ｂ Ａ Ａ

2.0 Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ

2.2 Ａ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ

2.5 Ｂ Ｂ Ａ Ａ Ａ Ｂ

評価項目

１．事業の位置付け・必要性について

２．研究開発マネジメントについて

３．研究開発成果について

４．実用化の見通しについて

素点

 
 
＜判定基準＞ 
(1) 事業の位置付け・必要性について  (3) 研究開発成果について 
・非常に重要         →Ａ  ・非常によい         →Ａ 
・重要            →Ｂ  ・よい            →Ｂ 
・概ね妥当          →Ｃ  ・概ね妥当          →Ｃ 
・妥当性がない、又は失われた →Ｄ  ・妥当とはいえない      →Ｄ 

(2) 研究開発マネジメントについて   (4) 実用化の見通しについて 
・非常によい         →Ａ  ・明確            →Ａ 
・よい            →Ｂ  ・妥当            →Ｂ 
・概ね適切          →Ｃ  ・概ね妥当であるが、課題あり →Ｃ 
・適切とはいえない      →Ｄ  ・見通しが不明        →Ｄ 

 


