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平成２２年度実施方針 
 

クリーンコール開発推進部 
 

１．件 名  ：（エネルギーイノベーションプログラム） 
国際連携クリーンコール技術開発プロジェクト 

 
２．根拠法 

独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法第十五条第１項第一号イ、ロ及

び第十五条第１項第九号 
 
３．研究開発の目的・目標・内容 

(1)研究開発の目的 
①政策的な重要性 

石炭は、供給の安定性、経済性の面で他の化石燃料に比べ優れており、今後とも石

油代替エネルギーの重要な柱の一つであるが、近年の地球環境問題への高まりから、

石炭利用に伴う地球環境問題への積極的な対応が求められており、石炭利用に伴う環

境負荷を低減させることを目的としたクリーンコール技術の開発は、エネルギー及び

環境政策上、非常に重要な技術開発である。 
②我が国の状況 

2008 年 3 月の「Cool Earth-エネルギー革新技術計画」の中で、高効率石炭火力発

電及び二酸化炭素回収・貯留（CCS）技術は、大気中の二酸化炭素を短期間で大幅に

削減する有力なオプションと位置づけられ、また日本の優れた技術を国際的な連携の

もと、世界全体での 2050 年までの大幅削減に積極的に貢献していくこととされてい

る。さらに、2008 年 7 月の「低炭素社会づくり行動計画」（閣議決定）においても、

当該計画によるロードマップの着実な実行や、環境エネルギー国際協力パートナーシ

ップの実現などが指摘されている。 
③世界の取り組み状況 

昨今、世界的に気候変動への対応が加速化する中、我が国と欧米等との間において、

技術的にそれぞれ強みを持ち、相互補完性がある CCS 関連技術について、官民連携

の下で共同研究等の協力を検討・推進しているところである。  
 また、中国でも、石油増進回収（EOR）に関連して、我が国のクリーンコール技術

と併用した CCS への我が国の関与、協力に期待しており、ゼロエミッション石炭火

力の実現を目指す我が国にとっても、国土の制約等のある中で、その可能性検討は、

有用である。  
④本事業のねらい 
本事業は、石炭火力を発生源とする日本型CCSの早期確立を図るため、本邦研究機

関と欧米等の当該分野に優れた実績を有する研究機関による共同研究及び中国におけ

るCCS-EORの技術検討を目的にした国際的な連携事業として実施する。 

 
(2)本事業の目標 

本事業は、エネルギー問題や環境問題への対応を目的として、我が国が得意とする

高効率石炭ガス化・燃焼技術や分離・回収技術等と欧米等先進国の CCS 技術等を活

用した共同研究、あるいは日本型 CCS 確立のための中国における EOR の技術検討等

により、石炭火力を発生源とした日本型 CCS の早期確立への寄与を目指す。 
  

４．平成２２年度実施内容 
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４．１．１ 事業内容 
上記の目標を達成するために、以下の研究開発項目①、②について推進する。 

 
研究開発項目①クリーンコール技術に関する基盤的国際共同研究 

石炭使用により発生する CO2 の分離・回収・貯留（CCS）技術分野において、

発生源での高効率化（発電・ガス化・燃焼）又は低炭素化／クリーン燃料製造、

CO2 貯留にかかる安全性確保等、将来の実用化や技術のブレークスルーを目指し

た基礎的・基盤的技術等について、欧米等の研究機関等との共同研究を実施する。 
 
研究開発項目②中国での石炭起源の CO2 の CCS-EOR 適応に関する調査研究 

CO2 分離回収システムの検討や、我が国が保有するモニタリング技術・システ

ム・インテグレーション技術の中国 CCS-EOR への適用、油田層の回収・漏洩等

の将来予測等、中国における石炭火力起源の CO2 による CCS-EOR の実施に向け

た経済性・実現性検討等について、中国の研究機関等との共同調査研究を実施す

る。 
  

４．１．２ 事業方針 
＜採択用件＞ 

（1）委託対象事業者 

委託対象事業者は、単独ないし複数で受託を希望する、原則本邦の企業等の研

究機関（原則、国内に研究開発拠点を有していること。ただし、国外企業の特別

の研究開発能力、研究施設等の活用あるいは国際標準獲得の観点から国外企業と

の連携が必要な部分はこの限りではない。）とし、この対象事業者から公募によっ

て委託事業者を選定する。 

 

   （2）審査項目 

    

審査の項目  審査の観点  
1)研究の目的及び

意義 
・研究開発項目毎に以下の目的・意義に合致すること。か

つ、国際共同研究を行うことに、妥当性、有効性が認めら

れること。  
 
研究開発項目①：クリーンコール技術に関する基盤的国際共

同研究 
石炭使用により発生する CO2 の分離・回収・貯留（CCS）

技術分野において、発生源での高効率化（発電・ガス化・燃

焼）又は低炭素化／クリーン燃料製造、CO2 貯留にかかる安

全性確保等、将来の実用化や技術のブレークスルーを目指し

た基礎的・基盤的技術等であって、欧米等の研究機関等との

共同研究を実施する提案であること。 
 

研究開発項目②：中国での石炭起源の CO2 の CCS-EOR 適応

に関する調査研究 
CO2 分離回収システムの検討や、我が国が保有するモニタ

リング技術・システム・インテグレーション技術の中国

CCS-EOR への適用、油田層の回収・漏洩等の将来予測等、中

国における石炭火力起源の CO2 による CCS-EOR の実施に向

けた経済性・実現性検討等であって、中国の研究機関等との

共同調査研究を実施する提案であること。 
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2)研究の新規性・

独創性・先導性 
・研究開発の内容が、新規性、独創性又は先導性の点で優

れていること。  
3)研究目標、研究

計画の妥当性 
・研究目標が、具体的かつ明確に設定されており、高い水

準であること。  
・研究計画（研究予算を含む）が目標達成の観点で実現性

が高いこと。  
4)研究実施体制の

妥当性 
・研究実施体制（研究者、研究機関、設備を含む）がすぐ

れ、かつ、有効な国際共同研究体制が組まれていること。

5)研究成果の産業

技術への寄与度 
・将来の産業創出または産業技術の進展に高い波及効果が見

込まれること。研究開発項目毎には以下の観点。 
 

研究開発項目①：クリーンコール技術に関する基盤的国際共

同研究 
石炭使用により発生する CO2 の分離・回収・貯留（CCS）

技術分野において、発生源での高効率化（発電・ガス化・燃

焼）又は低炭素化／クリーン燃料製造、CO2 貯留にかかる安

全性確保等、将来の実用化や技術のブレークスルーに貢献し

得ること。 

研究開発項目②：中国での石炭起源の CO2 の CCS-EOR 適応

に関する調査研究 
提案が、日本型 CCS 確立のための中国における CCS-EOR

の技術検討等により、石炭火力を発生源とした日本型 CCS の

早期確立に寄与し得ること。 
 
なお、審査項目毎の重み付けは、研究開発項目毎に以下のとおりとする。 

審査の項目  研究開発項目①  研究開発項目②  
1)研究の目的及び意義 １０％ １０％ 
2)研究の新規性・独創性・先導性 ２５％ ２０％ 
3)研究目標、研究計画の妥当性 ２５％ ３０％ 
4)研究実施体制の妥当性 ２０％ ２０％ 
5)産業技術への寄与度 ２０％ ２０％ 

 

＜委託条件＞ 

(1)事業の実施期間 

研究開発項目①：クリーンコール技術に関する基盤的国際共同研究 
１年以上３年以内 

研究開発項目②：中国での石炭起源の CO2 の CCS-EOR 適応に関する調査研究 
２年 

※但し、必要に応じて延長する場合がある。 

(2) １件当たりの事業規模（１年当たり） 

   研究開発項目①：３０百万円以内（単年度の目安）で提案のこと 

   研究開発項目②：１００百万円以内（単年度の目安）で提案のこと 

 ※採択後の契約金額は、提案にかかわらず変更することがある。 

 

(3)採択予定件数 

研究開発項目①：数件程度（採択テーマの予算規模、件数によって調整することが

ある） 

研究開発項目②：１件  

3 
 



 
 ４．２ 平成２２年度事業規模 

エネルギー対策特別会計（需給）     ２３８百万円 
 （注）事業規模については、変動があり得る。 
 

５．事業の実施方式 
 ５．１ 公募 
 （１）掲載する媒体 

ＮＥＤＯホームページ及び e-Rad ポータルサイトで行う。 
 

（２）公募開始前の事前周知 
公募開始の１ヶ月前にＮＥＤＯホームページで行う。本事業は、e-Rad 対象事業で

あり、e-Rad 参加の案内も併せて行う。 
 
（３）公募時期・公募回数 

平成 22 年 4 月に行う。 
 

（４）公募期間 
原則 30 日間とする。 
 

（５）公募説明会 
ＮＥＤＯにて開催する。 

 
５．２ 採択方法 
（１）審査方法 

 本事業では、e-Radシステムへの応募基本情報の登録を必須とする。 
委託事業者の選定・審査は、公募要領に合致する応募を対象にＮＥＤＯが設置

する採択審査委員会（外部有識者で構成）で行う。採択審査委員会（非公開）は、

提案書の内容について外部専門家（学識経験者、産業界の経験者等）を活用して

行う評価の結果を参考とし、本事業の目的の達成に有効と認められる委託事業者

候補を選定した後、ＮＥＤＯはその結果を踏まえて委託事業者を決定する。 
 申請者に対して、必要に応じてヒアリング等を実施する。 
 採択審査委員会は非公開のため、審査経過に関する問合せには応じない。 

 
（２）公募締切から採択決定までの審査等の期間 

60 日間とする。 
 

（３）採択結果の通知 
 採択結果については、ＮＥＤＯから申請者に通知する。なお不採択の場合は、そ 
の明確な理由を添えて通知する。 

 
（４）採択結果の公表 

採択案件については、申請者の名称、研究開発テーマの名称・概要を公表する。 
 

６．その他重要事項 
 ６．１ 運営・管理 

本事業については、必要に応じて技術検討会を実施し、外部有識者の意見を適切に反
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映し、着実な運営を図る。 

 
 ６．２ 評価 

ＮＥＤＯは、政策的観点から見た制度の意義、目標達成度、将来の産業への波及効果、

効果的な制度運営の観点から、本事業のうち、研究開発項目①については制度評価指針

に基づき、原則、内部評価により実施する（事後評価を含む）。   
さらに、研究開発項目①については平成２５年度に外部有識者による事後評価を行う。

ただし、制度立上げの初年度、翌年度に公募を実施しない年度においては制度評価を実

施しないこととする。また、評価結果を踏まえ、必要に応じて制度の拡充・縮小・中止

等の見直しを迅速に行う。 
また、研究開発項目②については、平成２２年度事業終了後速やかに事業評価を実施

する。 
 
 ６．３ 複数年度契約の実施 

事業項目①：クリーンコール技術に関する基盤的国際共同研究 
選定された委託事業者に対して、平成２２年度～２４年度（ 長）の単年度又は複数

年度契約を行う。 
 
事業項目②：中国での石炭起源の CO2 の CCS-EOR 適応に関する調査研究 
選定された委託事業者に対して、平成２２年度～２３年度の複数年度契約を行う。 

 
７．スケジュール 
 ７．１ 本年度のスケジュール： 平成２２年４月上旬  公募開始 

  ４月上旬  公募説明会 
  ４月下旬   公募締切 
  ６月上旬  契約・助成審査委員会 
  ６月中旬  採択決定 

                 
 ７．２ 来年度の公募について 
  平成２２年度の委託事業者採択状況及び技術動向等をふまえ、決定する。                      
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（別紙）事業実施体制の全体図 
 

事業項目①：クリーンコール技術に関する基盤的国際共同研究 
 

実施体制 
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      委託 

ＮＥＤＯ 

○○○○ 
（H22 年度研究項目） 
（例）CO2 貯留に係る安

全性確保、低品位炭のク

リーン利用（液化／ガス

化等）等 

相手国政府機関等 
共同研究に

関する基本

協定書等 

共同研究

契約等 

 
 
 
 

相手国研究機関 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

事業項目②：中国での石炭起源の CO2 の CCS-EOR 適応に関する調査研究 
 

実施体制 
 
 
 
 
      委託 

ＮＥＤＯ 

○○○○ 
（H22 年度調査研究項

目） 
中 国 で の 石 炭 起 源 の

CO2 の CCS-EOR 適応

に関する調査研究 
 

相手国政府機関等 
共同調査研

究に関する

基本協定書

等 

共同調査研

究契約等 

 
 
 
 
 

相手国研究機関 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


