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概 要 

作成日 平成 15 年 6 月 20 日 

制度・プログラム名  

事業(プロジェクト名) 燃料電池用石炭ガス製造技術開発 PJ コード E98001 

事業担当推進部室・担当者 担当推進部室：エネルギー・環境技術開発室 担当者：和坂主任研究員、小橋主査 

事業概要 

石炭は、その供給の安定性及び低価格等から、今後とも我が国のエネルギー供給において重要な
役割を果たすことが期待される。一方、CO2 等の環境負荷物質の排出量が多いため、その低減が必
要である。特に発電部門では、従来技術を超える高効率利用が不可欠である。 
石炭をガス化・精製し、「燃料電池/ガスタービン/蒸気タービン」のトリプルコンバインドサイ
クル発電システムで利用すると、既存の微粉炭火力発電技術に比較して、大幅な発電効率の向上と
CO2 排出量削減が実現できる。本事業は、燃料電池に供給可能な石炭ガス化による燃料ガスの製造
技術の確立を目的とする。 
 

１．事業の位置付け・必要性
について         
【ＮＥＤＯが関与する意義】【実施
の効果（費用対効果）】【事業の背
景・目的・位置付け】 

【ＮＥＤＯが関与する意義】 
本事業の最終成果が重要要素である石炭ガス化燃料電池複合発電システム（IGFC）は究極の発

電システムであり、実用化までに多くの時間と費用がかかること、及び安価で安定供給が可能な
石炭の環境に調和した利用を可能にする技術であり、エネルギーセキュリティー確保の観点から
も、重要な技術と位置付けられ、NEDO の関与が必要とされる事業である。 
 

【実施の効果（費用対効果）】 
電気事業用 IGFC が実用化された場合、最新の微粉炭火力に比べ CO2 排出量を 30%削減可能なこ

とから、すべての石炭火力を IGFC に置き換えた場合、削減可能 CO2 排出量は 0.52 億 t-CO2/年が
期待できる。 
 

【事業の背景・目的・位置付け】 
我が国のエネルギー政策の中で、石炭は中核的な石油代替エネルギーとして位置付けられてい

るが、近年の地球環境問題（CO2問題）の高まりを背景に、単位発熱量当りの CO2発生量が石油の
1.25 倍もある石炭については石炭利用全般に亘ってその効率的利用と環境負荷の低減が強く求
められている。石炭ガス化燃料電池複合発電システムは、55%以上の送電端効率及び CO2 排出量を
既存技術に比べ約 30%削減できるため、本開発は時代の要請に応えるプロジェクトである。 

 

２．研究開発マネジメントに
ついて          
【事業の目標】 

・石炭ガス化ガス発熱量 ：１０，０００kJ/m3N 以上 
・ 炭 素 転 換 率 ： ９８％以上 
・ 冷 ガ ス 効 率 ： ７８％以上 
・ ガ ス 化 圧 力 ： ２．５ＭＰａ 

主な実施事項 H10-14fy H15fy H16fy H17fy H18fy  

パイロット試験設備 
の建設 

      

パイロット試験設備 
運転研究 

      

燃料電池用石炭ｶﾞｽ化ｼｽﾃ
ﾑ高度化対応技術開発 

      

酸素吹石炭ｶﾞｽ化炉ｼｽﾃﾑ
運転制御技術の確立 

      

ガス化要素研究       

社会適合性調査研究       

【事業の計画内容】 

成果とりまとめ       

（単位：百万円） H10fy H11fy H12fy H13fy H14fy H10-14fy
総額 

特別会計 
(高度化) 

実績 1,150 1,134 1,094 820 844 5,042 

実施者負担 実績 574 565 544 404 399 2,486 

【開発予算】 

総事業費 実績 1,724 1,699 1,638 1,224 1,243 7,528 
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経済省担当原課 資源エネルギー庁 資源・燃料部 石炭課 

運営機関 新エネルギー・産業技術総合開発機構 

プロジェクトリーダー 所属：電源開発株式会社 技術開発センター若松研究所 

委託先（Ｈ10～Ｈ14 年度） 
電源開発株式会社 技術開発センター若松研究所 
財団法人 石炭利用技術総合センター 事業部 

【開発体制】 

共同研究先（Ｈ15 年度～） 
電源開発株式会社 技術開発センター若松研究所 
バブコック日立株式会社 呉研究所 

【情勢変化への対応】  当初計画を変更する必要性がある情勢変化は出ていないことから、計画の変更は行っていない。 

【今後の事業の方向性】  本プロジェクトは、「資源エネルギー庁技術評価検討会（平成 11 年）」で中間評価を行った結果、
妥当なプロジェクトとして評価、検討され、高い新規性と独創性があるとの評価を得ている。 
今後、本プロジェクトを当初研究開発計画どおり、平成 18 年度まで着実に進めていく。 

３．研究開発成果 

 

(写真、図、表の使用可) 

 

(要素技術含む) 

(1) パイロット試験設備による研究 
計画通りパイロット試験設備の建設を行ない、機器の単体試運転調整、及び設備の総合試運
転調整、起動停止操作等の運転手順確立、設備不適合事項の抽出及び同事項の改善、試験炭に
て初期のガス化基本特性確認試験運転を実施し、基本性能の把握など所要の成果を得た。 

〔高効率石炭ガス化(EAGLE)炉の開発成果概要〕 
（EAGLE：Coal EEEEnergy AAAApplication for GGGGas,LLLLiquid&EEEElectricity） 

① パイロットプラント起動・停止操作手順の確立 
起動準備～ガス化炉負荷 100%到達～停止・保管までの一連の操作手順を確立。 

② 酸素／石炭比設定 
安定したスラグ流下を図り、ガス化炉を運転できる酸素／石炭量比を把握。 

③ シールガス比率低減 
生成ガスに対するガス化炉絞り部のシールガス比率を 50%⇒30%に低減。 

④ １炭種による各種ガス化データの取得 
瀝青炭１炭種における生成ガスの組成データを取得し、発熱量、炭素転換率及び冷ガ
ス効率を把握。 

⑤ 機器トラブル対応手順策定 
試験運転の中で経験した課題を、以降の試験運転において未然に防ぐ手法としての対応
フローを策定。 

⑥ スケールアップに向けた基本設計 
限界流速、バーナ噴出速度変化、高度化粉体弁に関する基本設計。 
 

(2) 支援・調査研究 
社会適合性調査として、我が国の発電分野における石炭の位置付けについて取りまとめた。
また、要素試験として、候補炭事前評価、効率向上評価及び EAGLE 炉の性能予測を加圧ガス化
試験炉、噴流床ガス化シミュレーションモデルを活用し、試験・検討・評価を行った。 
① 炭種評価試験 

候補となる５炭種を対象とし、石炭処理量 1ｔ/ｄの加圧ガス化試験炉を用いて、広範
囲な酸素／石炭比条件における生成ガス特性、ガス化効率等を事前に評価。 

② 効率向上試験 
スチームガス化法によるガス化効率向上の可能性について評価 

③ 性能予測 
各候補炭のガス化特性、チャー反応性、スチームガス化特性等に関する①及び②の試験
による知見に基づき、噴流層ガス化シミュレーションモデルを活用し、EAGLE 炉の性能
の予測や炭種ごとの適正運転条件、効率向上策の検討を実施 

(特許・論文等について件数

を記載) 

特許  ６件（公開中）  論文 ２８件 
発表 ４１件       展示  ５件 
新聞 ３５件 

４．実用化、事業化の見通し  ガス化炉規模スケールアップの次のステップとして、本事業で開発している 150ｔ/ｄから産業用
の 1，000ｔ/ｄ規模へのスケールアップを想定している。最終的には 60 万ｋＷ級火力に適応するた
め、3，000ｔ/ｄ級へのスケールアップが必要となるが、ガス化炉のスケールアップとしては、150
ｔ/ｄ⇒1，000ｔ/ｄ（約 7倍）⇒3，000ｔ/ｄ（3倍）であり、現状の 150ｔ/ｄ規模での十分なデー
タの蓄積、検証により、ガス化炉に関する実用化の見通しはつけられるものと考えられる。 
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実施時期 平成 11 年度 技術評価検討会 

評価項目・評価基準 
研究開発ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ評価に係る基本的な評価項
目、評価基準 

実施時期 平成 15 年度 中間評価実施 

評価履歴 

評価項目・評価基準 標準的評価項目・評価基準 

実施時期 平成 19 年度 事後評価実施予定 

５．評価に関する事項 

【評価実施時期】 

【評価項目・評価基準】 

評価予定 
評価項目・評価基準 標準的評価項目・評価基準 
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「燃料電池用石炭ガス製造技術開発」 

（中間評価）評価概要（案） 
 

１．プロジェクト全体に関する評価結果 
１．１ 総 論 
１）総合評価 
石炭は、埋蔵量の豊富さに加え原発の新規立地の困難、中東情勢の不安定等に対応
した国家のエネルギーセキュリティの視点から見ても、２１世紀のわが国にとって主
要エネルギー資源の一翼を担い続けることは論をまたない。一方、石炭は地球環境に
対しては単位熱量当たりの温室効果ガス発生量が多く、また炭種のバリエイションが
多様で、それによって対応技術に制約が生まれる等の欠点も有り、技術上ただちに実
用ベースに至るものだけを前提とするとその利用には今後大きな障害が生まれ、エネ
ルギー資源として限定的なものとなる可能性が高い。 
本プロジェクトの対象としている、酸素吹きガス化をコアとし燃料電池を組み込む
ことを前提とする開発技術は、温室効果ガス、特に CO2固定の可能性まで視野に入れ
るとすると、石炭を環境調和型で高効率利用できる将来技術である。また、炭種の多
様性への対応も技術的工夫で問題点を克服し得る可能性が高いこと、大きな所内動力
を要する酸素製造も視点を変えると窒素を含む副次的産業の育成に資する可能性が
あること等総合的に考えると、わが国のみならず今後発展著しいアジア、特に中国を
含む東世界のエネルギーセキュリティにとっても極めて有望かつ有益なエネルギー
基幹技術の一つとなるものと大きな期待を寄せることができる。 
しかし、酸素吹きガス化技術は現状では多くの未踏分野を含むと同時に、現状のエ
ネルギーシステムに実用技術として組み込むために周辺産業の育成も含め多くの困
難が予測される。これらを考慮すると現段階でこれを国家プロジェクトとして強力に
推進していくことは妥当であるばかりでなく、実用技術として定着するまでの間、国
家として適切な施策を継続的に実施していくことが将来国民の利益を確保していく
上でも極めて重要である。 

 
２）今後に対する提言 
本プロジェクトの最終目的は石炭ガス化燃料電池発電技術の実証であるが、別プロ
ジェクトとして進行している空気吹きのガス化発電開発技術との関連で、当初開発の
焦点を絞った観がある。総合効率の向上担保と燃料電池の活用というのは確かに重要
な要素ではあるが、燃料電池、特に本技術の対象となる高温型燃料電池は溶融炭酸塩
型燃料電池（ＭＣＦＣ）ですら未だ完成技術とは必ずしも云えず大型機の作動特性を
把握することすら十分でない段階にあり、固体酸化物型燃料電池（ＳＯＦＣ）は開発
の段階を出ていない。また多様な炭種対応という一方の視点から見れば、総合効率１
位であることも重要であるが、本中間評価以降に実施される多炭種に対しその可能性



6 

と問題点解明を重視すべきである。 
酸素吹きガス化の開発技術は、空気吹きガス化を越える未来技術として総合的に位
置付け、その優位性を明確にしていくことがより重要である。その意味から見て、本
プロジェクトの最終目的である石炭ガス化燃料電池発電という視野のみから本プロ
ジェクトを評価すると、かえって本プロジェクトの本質を限定的に評価してしまう危
険性があり、その点を考慮しつつ今後プロジェクトを実施する必要がある。 
しかしながら、当初計画である燃料電池組込みは実用化を促進する意味で重要であ
り、早期に燃料電池の試験設備を増設し、組込みの可能性を実証していく過程の中で
上記の指摘に対し、ステップバイステップで成果を積み上げていくことが重要である。
特に炭種の拡大について現状では未着手といってよい状態であるが、酸素吹きガス化
の優位性の重要な視点であることに鑑み、早期の取組みが望まれる。その他個別に指
摘される要素技術に対する取組みも基盤要因の積み上げという観点から重要である
ことは言うまでもない。 
最後に、本プロジェクトがＮＥＤＯプロジェクトとＭＥＴＩプロジェクトとに分か
れていることから生じる不都合がないよう両プロジェクトを統合することについて
検討されることを期待する。 
 
１．２ 各 論 
１）事業の位置付け・必要性について 
総論でも述べたように、酸素吹きガス化の技術開発は、環境調和を図りつつ石炭利
用範囲を大きく拡大し得る可能性を持つ未来技術であり、国家のエネルギーセキュリ
ティの向上という目標に鑑みて、公的資金の導入に相応しい課題である。 
さらに、酸素吹きガス化の中でも本研究のテーマとなっている石炭ガス化燃料電池
複合サイクル（ＩＧＦＣ）は実用化という観点から実現性の高い課題であるが、市場
原理だけではなく、政治経済、エネルギー資源とその価格、競合技術等の在り様によ
って大きな影響を受けるため、現状では不確定性が高い。 
また、技術開発という観点だけからみても、ＩＧＦＣは未成熟な技術の組み合わせ
となっており、開発には多大な資金を必要とする。 
以上の観点を総合的に見て、本研究課題を国家プロジェクトとして取り上げたこと
には、十分な妥当性と根拠があると思われる。 
ＩＧＦＣのうち、石炭のガス化装置だけを取り上げても、酸素吹きガス化炉の開発
は、燃料電池の他にも化学合成原料ガス製造用および CO2除去型石炭ガス化複合サイ
クル（ＩＧＣＣ）用などにも適用が可能であり、将来の石炭利用技術として重要な技
術である。 
以上の観点より、2020 年をターゲットとした石炭利用技術開発の必要性と重要性を
総合的に判断して、未来技術である酸素吹きガス化利用技術に積極的に取り組むこと
は、国家のエネルギーセキュリティの向上という国家的目標に沿うものであり、この
うち特に実用化の可能性が高いＩＧＦＣ開発は公的資金導入に相応しい課題である。 
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ただし、石炭のガス化とガス精製は両者一体となって開発を進めるべきで、現状の
二つに分かれた体制は見直すべきであるものと思われる。 
 
２）研究開発のマネジメントについて 
将来のエネルギー供給環境を考慮すると石炭利用技術の開発が重要であり、その中
でも総合利用効率と多品種炭への適用性の向上、および CO2固定化等の環境適応性の
向上は最重要課題である。その具体化技術の一つとして国産のガス化技術を海外に先
駆けて石油依存可能な時代に確立し、特許化しておくことは将来の国益に繋がるもの
と考える。 
マネジメント体制としては、各段階で検討委員会が設けられており、数多くのレビ
ューが行われ、さらに加圧流動床燃焼（ＰＦＢＣ）等の開発における実績を活かした
マネジメント体制を敷いているが、先行技術開発の結果をよりよく反映できる体制に
改善すべき点も見受けられる。 
研究開発目標についても具体的な数値目標として挙げられておりわかり易い目標
となっているが、長期的な石炭利用戦略と世界的な環境共生対応に関する社会的な情
勢変化に応じて、研究目標の改定を適時実施する必要がある。また、開発支援とその
基盤研究の２つがあるが、共通認識の上に基盤研究を行わせることが可能なより柔軟
な組織と運営状況にあることが求められる。 
また、研究開発の目的も燃料電池との複合システムであることから、燃料電池側の
技術開発・研究成果を研究開発の目標や計画に反映する必要があり、更なる連携体制
の強化が必要である。 
さらに、装置のスケールアップは将来の技術展開を図るうえで非常に重要であり、
本研究中でもこの点は十分に認識されているが、より系統的に検討を進めることが望
まれる。 
 
３）研究開発成果について 
ガス化プラントの運転技術のノウハウを蓄積している段階にあり試験運転時間も
少なく、技術レベルを判断するにはなお時間を要するものと判断されるが、およそ計
画スケジュールに沿って試験が進み、中間目標は基本的には達成している。早期に安
定運転できる段階まで技術レベルを向上し、その後にガス化性能の評価および改善を
図るよう期待したい。 
酸素吹きガス化設備の基本計画コンセプトを空気吹きガス化技術の特徴と対比さ
せつつ本技術の改善点を明らかにし、酸素吹きガス化技術の向上に資することが総合
的に望まれる。特に、本ガス化技術については、燃料電池組み込みによる問題点の抽
出、石炭搬送技術、耐火材の耐用年数の評価、溶融灰の安定流動法の開発などが必要
である。 
論文発表、技術の特許取得、およびパネル展示など学術ならびに一般向けの情報発
信活動については、精力的に実施している。今後は、継続的な研究開発の普及や海外



8 

での特許の取得を期待する。 
 
４）実用化、事業化の見通しについて 
酸素吹きの本石炭ガス化技術開発プロジェクトは、未来型の環境問題ならびにエネ
ルギーセキュリティに留意した事業設計となっているが、今後一層、多炭種適応性や、
高効率・高環境性を重視したコスト議論を展開すべきである。 
すなわち、商用機建設までに開発すべき項目、建設費および発電原価（産業用ガス
化の場合は原料ガス製造費）の低減目標、普及に対する市場性等の見通しを立てるべ
きであろう。 
事業化までのシナリオとしては、ガス化燃料電池発電として５０～５５％の発電効
率をめざしたものとなっているが、コ・プロダクションなどのもっと多様でより近い
将来に実用化を図ることができるシナリオもあるはずである。ＩＧＦＣ開発に主眼を
置きつつ、その開発過程で得られる技術成果を利用するために、総合的かつ各シナリ
オ別に必要条件（コスト条件、技術仕様）を考えておけば、実用化の意義の厚みが増
す。 
また、目標は時勢により変化し得るものであり、燃料電池用となっているが、それ
だけで本開発が有用化されるとは思えない。省・節エネルギーや環境負荷低減の観点
から変化することもあり、燃料電池と限る場合だけに通用する技術とせず、ＩＧＦＣ
以外の分野への活用も検討すべきである。また、CO2 排出権取引という事態にも対応
できるようにした場合の本生成ガスの有効性も検討すべきとの意見もある。 
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平均値

１．事業の位置付け・必要性

２．研究開発マネジメント

３．研究開発成果

４．実用化・事業化の見通し

 
 

（注）A=3，B=2，C=1，D=0として事務局が数値に換算し、平均値を算出。 
 
 ＜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 
・重要             →B 
・概ね妥当           →C 
・妥当性がない、又は失われた  →D 

・非常によい         →A 
・よい            →B 
・概ね妥当          →C 
・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・事業化の見通しについて 
・非常によい          →A 
・よい             →B 
・概ね適切           →C 
・適切とはいえない       →D 

・明確に実現可能なプランあり →A 
・実現可能なプランあり    →B 
・概ね実現可能なプランあり  →C 
・見通しが不明        →D 

 

評価項目 平均値 素点（注） 

１．事業の位置付け・必要性について 2.8 A A A B A A 
２．研究開発マネジメントについて 1.5 B C C C B B 
３．研究開発成果について 2.2 A B B C A B 
４．実用化・事業化の見通しについて 1.7 B C C C A B 


