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概要 

LCS では、定量的技術システム研究に基づいて、様々な低炭素技術の定量的評価を行っている

(LCS 提案書(FY2014-PP-00(2014 年 6 月)), (FY2016-PP-00(2016 年 12 月))参照)。その中において、

「低炭素技術設計・評価プラットフォーム」(以下、プラットフォーム)は、定量的評価を支援する

情報システム基盤である(LCS 提案書(FY2013-PP-07(2014 年 3 月)), (FY2014-PP-10(2015 年 3 月)))。
プラットフォームは種々の低炭素技術の定量的評価に利用されている。将来重要になる個々の技

術システムに対する、本プラットフォームを利用した評価結果が、政策提案につながってゆく。 
低炭素技術の性能およびコストの将来を見通し、技術進展を図るため今後取り組むべき研究開

発方向を提示するためには、低炭素技術を階層的に構造化して定量的な分析が必要である。プラ

ットフォームは、この定量的な分析のために要する時間とコストを削減し、評価したプロセス・

評価結果などをデータベース化する仕組みを開発してきた。定量的分析から、性能向上やコスト

低減に関する問題点やヒントを発掘するには、評価の視点や基準を明確にし、継続的な評価が確

実に行えるとともに、関係部門での共有が重要である。 
昨年度までに、低炭素技術設計・評価プラットフォームとして、上記の課題の解決に向けて、 

(1) 物質収支・エネルギー収支を求めるプロセスシミュレータ(Modeling Tool)の開発 
(2) 製造プロセスの BFD(Block Flow Diagram)や PFD(Process Flow Diagram)を容易に作成でき

る CAD(computer-aided design and drafting)システムの開発 
(3) 機器コスト・環境負荷・原材料価格などのデータベースを容易に利用するシステム 
(4) 単位操作に関する標準モジュールのデータベース化 

を開発してきた。本年度は、既に開発したシステムとデータベースに関して、 
(1) 適用プロセスの拡大 
(2) データベースの内容充実 
(3) システム操作性の向上 

を進めてきた。今後は、それらを継続するとともに、定量的技術シナリオ研究を支援するための

重要な課題である｢最新の研究開発動向も含めて、今後取り組むべき研究開発の目標と技術課題

の提示｣に寄与する仕組みとして、 
(1) 蓄積資産の再利用を支援するための仕組みの開発(類似例検索) 
(2) 新規要素技術の応用先を検索するシステム 
(3) Modeling Tool を解析型だけでなく、設計型シミュレータとして利用できるサポートシス

テム 
の開発に取り組む。 
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Summary 
The Center for Low Carbon Society Strategy (LCS) quantitatively evaluates various low carbon 

technologies under the Quantitative Technology Systems Research program (see, for example, LCS proposal 
papers (FY2014-PP-00(June, 2014)) and (FY2016-PP-00(December, 2016))). “Platform of Low Carbon 
Technologies for Process Design and Evaluation of Manufacturing Cost and CO2 Emissions” (hereafter 
referred to as “platform”) is the information system infrastructure supporting this research (LCS proposal 
papers (FY2013-PP-07(March, 2014)) and (FY2014-PP-10(March 2015))). Using this “platform”, results of 
evaluation of important independent engineering systems may lead to suggestions for future policy. 

To predict future performance and cost of low carbon technologies and propose the direction for future 
research and development, quantitative analysis of the hierarchical structure of those technologies is 
absolutely necessary. We have developed a “platform” to reduce the cost and time required for this 
quantitative analysis. In conjunction with the results calculated by the “platform” we have also developed a 
database support system to evaluate different technologies. Successive evaluation and sharing of information 
regarding low carbon technologies are necessary for improving performance and reducing cost. 

In order to solve the above mentioned problems, the “platform” includes the following components 
developed until last year: 

(1) A process simulator, named “Modeling Tool”, to determine material and energy balance. 
(2) A CAD (computer-aided design and drafting) system to easily produce a BFD (Block Flow 

Diagram) and PFD (Process Flow Diagram) of the manufacturing process. 
(3) A system which can easily use databases of production equipment cost, environmental loads, and 

price of raw materials. 
(4) Database of standard modules of chemical engineering unit operations. 

With respect to the above mentioned systems and databases, the following were achieved this fiscal year: 
(1) Expansion of the application range of processes. 
(2) Improvement of database contents. 
(3) Improvement of system operability. 

In order to support research of quantitative technology scenarios, we will be constantly upgrading this 
“platform”. Also, to formulate “a proposal concerning research and development targets and technical 
problems to be addressed, including the latest research and development trends”, we will be developing the 
following: 

(1) System for supporting the reuse of innovative properties of this “platform”, i.e., similar instance 
retrieval. 

(2) System for determining application fields for new radical technologies. 
(3) Support system that can use the “Modeling Tool” not only as an “Analyzing Simulator” but also 

as a “Design Simulator”. 
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1. はじめに 

LCS では、定量的技術システム研究に基づいて、様々な低炭素技術の定量的評価を行っている

(LCS 提案書1)[1],[2]参照)。その中において、「低炭素技術設計・評価プラットフォーム」(以下、プ

ラットフォーム)は、定量的評価を支援する情報システム基盤である[3],[4]。プラットフォームは

種々の低炭素技術の定量的評価に利用されている[5]-[9]。将来重要になる個々の技術システムに

対する、本プラットフォームを利用した評価結果が、政策提案につながってゆく。 
(1) Modeling Tool の開発と製造プロセスの構造化 
物量やエネルギー収支の計算には、研究者が Excel 等を利用して、複雑な計算過程を個別にプ

ログラムすることが必要である。プラットフォームでは、この負担を軽減し、かつその計算プロ

セスを別の製品評価に再利用できるように、プロセスシミュレータの簡易版ともいえる「Modeling 
Tool」を、まず開発した。これによって、計算過程の透明性や信頼性を担保することが可能であ

る。 
Modeling Tool においては、製造プロセスを構造化するために、化学工学での「単位操作」をモ

ジュールとし、モジュールの組み合わせでプロセスを表現する手法を採用し、関連システムの開

発を行った。製造プロセスは二階層で表現することとした。まず、単位操作の組み合わせでプロ

セス全体を定義し、個々のモジュールを構成する詳細な機器類や収支式は下位レベルで定義する

こととし、それらの開発を行い、標準ライブラリーを整備してきた。 
(2) CAD(computer-aided design and drafting)によるプロセス定義 

CAD システムを利用して、モジュールを表す図形を配置し、その図形間を線で接続することに

よって BFD(Block Flow Diagram)を生成できるシステム、およびこの BFD を Modeling Tool が処理

できる補助システムを開発した。プラットフォームでは Microsoft 社の Visio を CAD として使用

している。 
(3) データベースの整備 
プラットフォームでは、定量的評価を行う一般的な手順を定めた上で、必要な知識やデータを

明確にしてきた。 
製造原価計算を行う際に必要な、装置機器の購入コストや原材料購入単価などのデータを整備

し、環境負荷を求めるために必要な CO2排出原単位などのデータも整備してきた。Modeling Tool
が算出した結果と連動して、原価計算や環境負荷を求めるために、データを RDB(Relational 
Database)形式に再編整備し、データベース支援システムを開発した[10]。 
(4) 原理から製造プロセスまでの構造化 
低炭素技術に関する製品には、その機能を実現する基になる、化学的・物理的な原理が存在す

る。また製品を製造するプロセスを構成する各装置や機器にも、その機能を実現する化学的・物

理的な原理が存在し、かつその性能を支配する理論や経験則が存在する。これらの原理や経験則

は、製品の性能や、製造技術、製造プロセスにおける、物量やエネルギーの量的関係を計算によ

って求める場合の、数式モデルの根拠となる。化学的・物理的な原理には、反応速度や分離率な

どのように、性能を支配する要素(Parameter)が存在するのが一般的である。これらの Parameter は
触媒開発・新素材開発・優れた反応経路・加工技術の進歩などによって改良や画期的な発展が期

待でき、製品の性能向上やコストの低減、環境性の向上に寄与する。化学的・物理的な原理と製

品性能との関係、化学的・物理的な原理と製造プロセス・装置との関係を明確に関連付け、その

中に存在する可変 Parameters を明示し、Parameters と低炭素技術に関するいくつかの評価関数と

の関係を明確にすることが、低炭素技術を構造化することともいえる。構造化においては適用可

                                                        
1) 低炭素社会の実現に向けた技術および経済・社会の定量的シナリオに基づくイノベーション政策立案のため

の提案書、科学技術振興機構低炭素社会戦略センター（以下、LCS 提案書）。 
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能な領域の定義も必要となる。即ち、Parameter の適用可能範囲などの、束縛条件を明確に定める

ことも必要となる。Modeling Tool では、Parameters を独立して定義できる方法を採用することに

より、構造化を実現している。 
 

2. 低炭素技術の定量化評価の手順 

プラットフォームを利用した評価の手順を、図 2.1 に示す。 

 

図 2.1 低炭素技術の定量的評価の手順 
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プラットフォームの構成と評価手順の関係は、以下のようになっている。 
 

(1) 単位操作 
プロセス設計に関する基本的な知識をまとめた文書｢プロセス機器の種類・仕様の選定法｣[11]

では、種々の単位操作の機能や必要な機器類、物質収支・エネルギー収支の考え方などをまとめ

ている。プラットフォームでは、これに基づき、各種単位操作を構成する機器や物質収支・エネ

ルギー収支の計算方法などを Excel で整理し、さらに Visio を利用して図面化した個々の単位操作

にも数式を内蔵している。 
(2) プロセス構築(図 2.1①②③④参照) 
対象としている製品を製造するためのプロセスを、データベースから参照するか、文献を調べ

て概略図を作成する。さらに概略図を参考にして、必要な単位操作を Visio データベースから選

択して BFD を作成することにより、プロセス全体を構築できる。 
(3) 物質収支・エネルギー収支の計算(図 2.1⑤参照) 

Modeling Tool は、プロセスに含まれる単位操作ごとに定義されている計算式を結合して、全体

の収支計算式を自動的に Excel に生成し、作成と同時に計算が実行される。この時 Parameter の値

を種々変えて Excel でケーススタディすることができる。 
(4) 機器一覧表の作成(図 2.1⑥⑦参照) 
標準モジュール(単位操作)データベースおよび Visio PFD(Process Flow Diagram)に内蔵されてい

る機器類を参照して、プロセス全体の構成機器一覧表が Modeling Tool で作成される。機器の仕様

を決定する特性値は物質収支・エネルギー収支の計算結果を基に求められる。 
(5) 原材料表の生成(図 2.1⑩参照) 
収支計算の結果から、必要な原材料の品名および所要量一覧が作成される、 

(6) 用役一覧表の生成(図 2.1⑩参照) 
収支計算の結果から、電力、燃料、工業用水などの用役の品名および所要量一覧が作成される。 

(7) 製造原価計算(図 2.1⑬参照) 
データベースを利用して製造原価を固定費・変動費別に求める。例えば固定費の要素である減

価償却費算出は、機器一覧表と機器コストデータベースによって求めることができる。変動費の

要素である材料費は原材料一覧と原材料データベースから自動的に求めることができる。 
(8) 環境負荷の算出(図 2.1⑭参照) 
原材料起源・用役起源の CO2排出量は収支計算の結果で得られる使用量と原材料価格データベ

ースによって、設備材料起源の CO2は機器一覧表で定義されている機器材質を基にデータベース

から自動的に求めることができる。 
(9) プロセス評価・ケーススタディ・感度解析(図 2.1⑮⑯⑰参照) 
生産量や操業時間などの制御可能な条件、転嫁率や歩留まりなど技術開発と関連する条件など

は Modeling Tool 内で Parameter として定義しておき、Parameter の値を種々変更して計算させるこ

とによってケーススタディが容易にできる。ケーススタディの結果は Excel の標準機能を利用し

てグラフ化ができる。 
 

3. 低炭素技術の構造化(原理から製品製造プロセスまで) 

3.1 低炭素技術の製品の製造プロセス 
低炭素技術に係る製品の形態には、リチウム電池のような物体、地熱発電・風力発電などから

作り出される電力、メタン発酵プロセスから製造されるガスなどがある。これらの製造プロセス

の機能モデル(Level 0)は全て図 3.1 で表現できる。 
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図 3.1 低炭素技術の製造プロセスの機能モデル(Level 0) 

 
図 3.1 は Input である原料などが、制約条件(Control)のもと、設備や用役などの Mechanism を利

用して、Output に変換されることを表している機能モデルである。前述した種々の Parameters も
Control の要素の一つである。図 3.1 の表現を LIB(リチウム電池)に適用すると図 3.2 となる。 
 

 

図 3.2 LIB 製造プロセスの機能モデル(Level 0) 

 
図 3.1 で表現される機能モデル(Level 0)はブレイクダウンして階層的に詳細化できる。製造プ

ロセス機能モデルを一階層分詳細化した機能モデル(Level 1)は図 3.3 となる。 
 

 

図 3.3 低炭素技術の製造プロセスの機能モデル(Level 1) 

 
Level 1 の機能モデルを構成している複数の Block(矩形)は、反応や貯槽、分離などの特有の機

能を担当している装置・機器である。化学工学的表現をすれば Block とは、一つまたは複数の単
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位操作を実現する工程を表している。Unit_1 などの Block 名は｢貯槽｣や｢蒸留｣などの具体的名称

で表現される。加工組立型の製造プロセスにおいても同様な表現となる。 
Level 1 の機能モデル図を構成している各々の Block をさらに詳細化すると、その Block を構成

する機器や装置、配管、輸送経路などを明示することができる(機能モデル(Level 2), 図 3.4 参照)。 
 

 

図 3.4 低炭素技術の製造プロセスの機能モデル(Level 2)2) 

 
機能モデルは製造プロセスの構成を ICOM(Input、Control、Output、Mechanism)の 4 要素で明確

に表示し、階層的に展開することで、構造を順次詳細化することが可能である。さらにどのレベ

ルにおいても構成要素間の関係が方向付き矢印線によって明確になっている。 
 
3.2 低炭素技術の原理の構造的把握(技術領域と細分化) 
図 3.1 の機能モデルにおいて Control は、その機能の実現のための原理を明示する役割を果た

す。例えば、太陽電池の製造を階層的に表現した機能モデルにおいては、最上位に位置づけされ

る原理は｢光起電力効果｣と表現することができる。その機能モデルが一階層ブレイクダウンされ

て、シリコン系の太陽電池を対象とするプロセスである場合、｢シリコン系光起電力効果｣と表現

することができる。さらにブレイクダウンすると、「結晶シリコン型光起電力効果｣と表記される

であろう。 
また原理には、その原理の効率や達成度などを支配する項目、すなわち Parameter が存在する。

階層構造で表現された機能モデルの最下位の図では、原理に関する詳細な Parameters が Control と
して明記される。これらの Parameters は、物質収支・エネルギー収支の計算モデルや、装置・機

器の仕様決定ロジックの中で、Explicit に利用されていることを示している。 
機能モデルは低炭素技術に係る原理を、構造的に把握し表現できる。最上位レベルでの Control

として示された原理は、その技術の領域を示していることになる。 
 
3.3 プラットフォームにおける製造プロセスの階層と図的表現 
プラットフォームでは、製造プロセスを Level 1 および Level 2 の 2 階層で表現する。図 3.3 の

ような図(機能モデル(Level 1))を BFD と呼び、図 3.4 の図(機能モデル(Level 2))を PFD と呼ぶ。 
図 3.3 の BFD で Block 間を繋ぐ矢印付の線は Block 間の関係を表している。この接続関係を解

析することによって、プロセスの構造が明確になる。Visio を利用すると図的に構造を把握できる

のに対して、Excel は計算処理可能な形で構造を表現できる。プラットフォームでは Visio と Excel
間の互換性を実現している。 

 
                                                        
2) FDB や FPA は、プラットフォームで定義されている機器 ID の例示。 
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3.4 プラットフォームにおける低炭素技術の原理の表現 
機能モデルにおいて Control で表される原理(Parameters)は、全て Modeling Tool が生成する Excel

の Sheet(パラメータ定義)に格納される。プロセスの中でどのようなモジュールがこの Parameter
を使用しているかは、数式一覧表から検索することによって得られる。 

 

4. 製造プロセスのモジュール化と動的構成 

単位操作ごとに独立した Block を標準モジュールと呼ぶ。Level 1 の機能モデルである BFD は、

種々の標準モジュールを表す Visio 図形を組み合わせ、Block 間を方向付矢印線でつなぐことで容

易に作成できる。 
物質収支・エネルギー収支などの計算式は、標準モジュールごとに作成されているため、BFD

が完成した時点で、計算式全体が統合される。Modeling Tool では、計算式を動的に構成し、Excel
の Sheet に展開する。 
 
4.1 BFD、PFD の図形のモジュール化 
低炭素技術に係る全ての製品の製造プロセスの、統一した図的表現が可能である。さらに製造

プロセスを構成する Block は、いくつかの標準単位操作からの選択で特定できる。このことから

標準単位操作をデータベース化しておくことによって、任意のプロセスの BFD や PFD を、容易

に作成できることになる。プラットフォームでは、Excel と CAD システムを用いてデータベース

化を実現した。 
(1) CAD システムを用いた標準単位操作のデータベース化 
一般に CAD システムでは、図形ライブラリーが用意されており、利用者が独自に作成した図

形を、ライブラリーに登録して作図時に利用できる。プラットフォームでは、Visio のライブラリ

ーに、BFD 作成用と PFD 作成用の図形を整備している。新規にライブラリーに追加し、変更して

利用することが可能である。 
①BFD 作成用 
図 4.1 に BFD 作成用の図形の例を示している。図形は単純な矩形の左に Input、右に Output の

数だけの小さな矩形(コネクター)を付けたものである。化学プラントの場合には、Block 間は配管

で接続されることが通常なので、Input、Output とも配管の数を表している。 
BFDをCADで作成するには、ライブラリーの中から該当する単位操作を示す図形を取り出し、

紙面上に配置するだけである。図形配置が完了すると配管接続を行う。 
②PFD 図 
単位操作(標準モジュール)の PFD は Visio で作成できる。PFD 内には Excel で作成された数式

モデルも、内蔵することが可能である。 
 
 

  

図 4.1 BFD 作成用図形 
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4.2 BFD 作成の例 
(1) 標準単位操作の配置 
図 4.2 は LIB 製造プロセスを構成する複数の単位操作図形を、CAD の紙面上に配置した例であ

る。この例のように同一の単位操作｢混合｣が複数の Block (U3、U7)で使用されることがある。但

し実際に混合される物質は U3 と U7 とでは異なる。 

 

図 4.2 LIB 製造プロセスの BFD 

 
(2) 各単位操作間の配管配置 
適当に配置した Block 間を矢印付の線でつなぐことで配管の配置が行える。CAD の機能によっ

て Block の配置を変更しても配管の接続関係は自動的に保持される。 
 
4.3 数式モデルのモジュール化 
個々の単位操作を表す BFD 作成用図形の背景には、そのモジュールでの物質収支とエネルギ

ー収支を求めるための数式モデルが格納されている。数式モデルは Excel のマクロを用いて定義

される。 
前述の、図 4.1 は単純な貯槽モジュールと単純混合モジュールを示している。 
この二つのモジュールにはそれぞれ以下のような数式モデルが格納されている。 

(1) 貯槽モジュール 
 OUT1.All = IN1.All 

(2) 単純混合モジュール 
 OUT1.All = IN1 + IN2 

このような単純な数式モデルはまれで、化学反応モジュールなどではより複雑な数式モデルと

なることが多い 

M粉粒体
供給

U1
IN1 OUT1

M貯槽_
供給

U2
IN1 OUT1

M貯槽_
供給

U6
IN1 OUT1

M混合
_SM

U3
IN1 OUT1

IN2

M混合
_SM

U7
IN1 OUT1

IN2

M貯槽_
撹拌なし

U4
IN1 OUT1

M貯槽_
撹拌なし

U8
IN1 OUT1

M反応

U5
IN1 OUT1

IN2 M反応

U9
IN1 OUT1

IN2

M炉_
電気4成
分系

U13
IN1 OUT1

IN2 OUT2

M排気

U10
IN1 OUT1

OUT2

M粉砕_粗
微_篩

U14
IN1 OUT1

M貯槽_
撹拌なし

U11
IN1 OUT1

M濾過_遠
心

U12
IN1 OUT1

IN2 OUT2

M粉粒体
供給

U16
IN1 OUT1

M粉粒体
供給

U15
IN1 OUT1

M紛体混
合

U17
IN1 OUT1

IN2

M炉_
電気5成
分系

U18
IN1 OUT1

IN2 OUT2

L113

L110

L111

L103

L116

L105

L104

L108

L128

L101 L112 L114 L118

L120

L121 L123

L125 L126 L127

L129

L131 L132

L106

L130

L119

L122

L124

H2SO4受入れ

H2SO4、H2O混合 18wt%H2SO4貯槽供給

NaOH受入れ NaOH、H2O混合 8wt%NaOH貯槽供給 Li2CO3貯槽供給

L102

M粉砕_粗
微_遠心

U19
IN1 OUT1

L115

L117

L107
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4.4 数式モデルの動的構成 
図 4.3 は二つのモジュールが製造プロセスに配置され配管が設定された図である。 

 

 

図 4.3 モジュールが配置された時の数式モデル 

 
この時点でモジュールに内蔵されている数式モデルは動的に変更される。 
単純混合モジュールにおいては 

L201.All = L101 + L102 
となる。 
この動的構成機能によって、プロセス全体の数式モデルが構築され、Excel シートに展開され

る。配管 L201 に関するデータに割り当てられる Excel のセル位置は Modeling Tool が決定する。 
 

5. 定量的把握 

5.1 物質収支とエネルギー収支計算 
Modeling Tool は BFD で定義されたプロセス構造を解析し、構成するモジュール内に定義され

ている数式モデルを動的に変換して収支計算のための数式を Excel シートに作り出す。またモジ

ュールで定義されている Parameters を全て集め、｢パラメータ定義｣シートに表形式で格納する。

物質収支の計算は｢MB｣シートに表形式で作成される。 
図 5.1 は物質収支(MB)表の一部である。製造プロセス内の各配管中の各成分の流量を格納して

いる。①は製造プロセス内の位置、②は量の単位、③は各配管内を流れる成分名、④は各配管に

おける各成分の重量流量を示している。 
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図 5.1 物質収支(MB)表の構成 

5.2 ケーススタディ 
Modeling Tool では、Parameters が Excel の独立した Sheet｢パラメータ定義｣としてまとめられて

いる。この表で任意の Parameter の値を変更することによって即座に収支計算が実行できる。実

行結果は指定した Excel の Book に格納される。 
 
5.3 製造原価計算と環境負荷 

LCS 提案書[10]では、製造原価計算や環境負荷の定量的把握に関することが報告されている。

プラットフォームではデータベースからデータを取り出し、加工を行い、所定の Sheet に結果を

格納するためのデータベース支援システムを開発している。 
(1)データベース支援システムの例 
機器一覧表に複数の機器が登録されていて、各機器の種類を示す Tag 番号と材質、機器の仕様

(サイズなど)を決定する特性(流量や容量など)、対象プロセス内での特性値の値が記録されている

とする。 
機器コストデータベースを検索して、機器一覧表の各機器のコストを求めて一覧表の「価格」

列に書き込むことができる。機器コストデータベースは各機器のコストを数式で推算する構造に

なっているが、特性値の値によってその数式が異なることがある。データベース支援システムは

適用範囲をチェックして数式を選択することができる。 
 
5.4 Modeling Tool を利用した定量的評価の実施例 
(1) LIB200 工程の定量的評価[5] 
(2) メタンガス製造プロセスの定量的評価[6] 
(3) シンプルフラッシュ型地熱発電の発電出力と発電コストの計算[7] 
(4) 高温岩体発電の発電出力と発電コストの計算[8] 
(5) SOFC(物質収支計算と機器一覧表の作成)[9] 
 

6. 今後の展開 

6.1 Modeling Tool と市販プロセスシミュレータ 
化学プロセスの物質収支・エネルギー収支を扱う多くのプロセスシミュレータがあり、その中

には物性データベースやコスト計算のためのデータベースを提供しているものも存在する。加工

①

LINE
kg/h kmol/h kg/h kmol/h ②

H2O 20 1.1
H2SO4 980 10.0

③ ④

L101 L102
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組立型プロセスに関してもライン設計や工程設計などを対象にした多くのシミュレータが報告さ

れている。 
低炭素技術の定量的評価において市販のシミュレータでは解決しにくい問題点もあり、

Modeling Tool は以下のような点を設計基本方針として LCS が開発したものである。 
(1) 低炭素技術の定量的評価に係る人は、必ずしも化学工学の専門家とは限らない。即ち、化学工

学に関する深い知識を要求しない。 
(2) 幾つかの低炭素技術に関して既に実施された定量的評価では、Excel を利用している。資産の

継承が容易でなければならない。Excel をシステムの中心に位置づける。 
(3) LCS が調査・収集して集めたデータや経験に基づいたデータを自由に利用し、保守すること

ができる。具体的には、関係型データベース(RDB)で統一し、Excel の表で実装する。 
(4) 視認性を重視する。そのため、BFD や PFD の作成には CAD を利用する。 
(5) 構造化を重視する。機能モデルによる構造の表現と用語の整備が重要である。 
(6) 知識の共有化と再利用を重視している。その結果、単位操作のモジュール化と動的なプロセス

構成が実現されている。 
(7) Excel のアドインの積極的利用のため、設計型シミュレータであり、最適化機能を有する。 
 
6.2 今後の展開 
低炭素技術の性能およびコストの将来を見通し、技術進展を図るため今後取り組むべき研究開

発方向を提示するためには、低炭素技術を階層的に構造化して定量的な分析が必要である。 
5.4 に実施例を列挙したが、プラットフォームは、この定量的な分析のために要する時間とコス

トを削減し、評価したプロセス・評価結果などをデータベース化する仕組みを開発してきた。定

量的分析から、性能向上やコスト低減に関する問題点やヒントを発掘するには、評価の視点や基

準を明確にし、継続的な評価が確実に行えるとともに、関係部門での共有が重要である。 
昨年度までに、低炭素技術設計・評価プラットフォームとして、上記の課題の解決に向けて、 

(1) 物質収支・エネルギー収支を求めるプロセスシミュレータ(Modeling Tool)の開発 
(2) 製造プロセスの BFD や PFD を容易に作成できる CAD システムの開発 
(3) 機器コスト・環境負荷・原材料価格などのデータベースを容易に利用するシステム 
(4) 単位操作に関する標準モジュールのデータベース化 

を開発してきた。 
本年度は、既に開発したシステムとデータベースに関して、 

(1) 適用プロセスの拡大 
(2) データベースの内容充実 
(3) システム操作性の向上 

を進めてきた。今後は、それらを継続するとともに、定量的技術シナリオ研究を支援するための

重要な課題である｢最新の研究開発動向も含めて、今後取り組むべき研究開発の目標と技術課題

の提示｣に寄与する仕組みとして 
(1) 蓄積資産の再利用を支援するための仕組みの開発(類似例検索) 
(2) 新規要素技術の応用先を検索するシステム 
(3) Modeling Tool を解析型だけでなく、設計型シミュレータとして利用できるサポートシス

テム 
の開発に取り組む。 
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