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制度名  事業名 石炭・天然ガス活用型二酸化炭素回収・利用技術の開発 

事業の概要 石炭、天然ガスの水蒸気改質及び二酸化炭素との反応が吸熱反応であることに着目し、
太陽熱を吸熱に利用し、不足分を、自然エネルギーを利用した電気による水電解からの酸
素を用いる部分燃焼熱で補い、一酸化炭素及び水素ガスを製造し、これらの合成ガスに電
解からの水素を付加し、二酸化炭素を排出させず、メタノールを合成する技術を開発する。 

1.ＮＥＤＯの関与の
必要性・制度への適合
性 
 

民間企業だけで、太陽集光技術から石炭の新ガス化技術、天然ガスの新水蒸気改質技術、
メタノール合成技術に至る全体プロセスを開発し、実用化することは、多大の開発リスク
を伴う。また、本技術が開発された場合には、二酸化炭素削減に大きな効果があり、日本
のみならず諸外国に対しても地球温暖化防止対策として技術的な貢献ができる。 

2.事業の背景・目的・
位置付け 

 

温室効果ガスである二酸化炭素の排出を削減するには再生可能エネルギー（太陽エネル
ギー）の導入が必須である。また、燃料電池等の燃料源であるメタノールやＤＭＥを既存
の化石燃料から二酸化炭素を発生させることなく効率よく生産する経済的なプロセスが求
められている。本技術開発は、太陽エネルギーを化学エネルギーに転換して次世代液体燃
料を製造するとともに二酸化炭素の利用・回収を図ることを目的としており、地球温暖化
防止対策に貢献するものである。 

3.事業の目標 
   （全体計画） 

二酸化炭素と石炭、天然ガス及び水蒸気の反応が吸熱反応であることに着目、太陽熱を
利用した石炭ガス化太陽炉と天然ガス改質太陽炉を開発しこれら太陽炉で生成されたガス
からメタノールを合成するものであり、これにより、二酸化炭素の大気中への放出を防止
する。 

4.事業の計画内容 
  (単位：百万円） 

Ｈ12fy 
 

Ｈ13fy 
 

Ｈ14fy 
 

Ｈ15fy 
 

Ｈ16fy 
 

総 額 
（５年間） 

 特別会計（エネ高） 300 440 410 1207 643 3000 
   総予算額（計） 300 440 410 1207 643 3000 

省内担当原課 産業技術環境局 産業技術ユニット 研究開発課 
運営機関 新エネルギー・産業技術総合開発機構 
委託先 財団法人 エネルギー総合工学研究所 

再委託先 財団法人 地球環境産業技術研究機構 

共同研究先 東京工業大学、（独）産業技術総合研究所北海道センター、
京都大学、徳島大学、帝京大学 

研究開発体制 
 
 
 
 
 

支援調査委託先 株式会社 三菱総合研究所 

5.実用化、事業化の見
通し 

既存技術によりメタノール製造を行う場合は、今後、二酸化炭素回収処理が必要となり、
本技術が経済的にも有利となる。 

6.今後の展開 本事業終了時にパイロットプラント設計に必要なデータが取得されており、サンベルト
地帯にパイロットプラントを建設、運転研究の後、商業化される。 

7.中間・事後評価 中間評価（平成１４年度） 

8.研究開発成果 特許（出願）数：０（２）、査読論文数： 、新聞発表数：、 
国際会議:２、学会発表：１ 

9.情勢変化の対応 基本計画の変更   なし 

10.今後の事業の方向
性 

 

  作 成 日 平成１４年４月２日 



 

3    

「石炭･天然ガス活用型二酸化炭素回収･利用技術の開発」 
（中間評価） 
評価概要（案） 

 
１．プロジェクト全体に関する評価 
１．１ 総論 
１）総合評価 

化石エネルギーと自然エネルギー（太陽エネルギー）を組み合わせる技術コンセプト
は、エネルギーのベストミックスとして環境面からも時代背景に合致しており、将来の
エネルギー利用の形態を明確にする点で意義あるものと言える。要素技術の開発は進捗
しており、今後の利用可能性も期待できる。 
しかし、全体システムに関する技術開発計画が不十分であり、開発した要素技術を連
携する際の問題点を抽出する努力が望まれる。今後の開発に際しては、本プロジェクト
が計画されている5年間の目標とその後の中長期開発に関する課題をそれぞれ明確にし
た上で、開発スケジュールを見直すことが望まれる。また、最終目標製品をメタノール
に限定せず幅広い技術開発について再検討する必要がある。 

 
２）今後の研究開発の方向性等に関する提言 

石炭・天然ガス双方から合成ガスを製造することが本プロジェクトの目標であるので、
できれば太陽集光･集熱システムを含め、溶融塩を用いた加熱システムとＣＷＭ予熱式石
炭ガス化プロセス及び天然ガス改質プロセスをなんらかの形で結合した実験を5年間の
研究開発計画に盛り込んでいただきたい。 
新規性、環境優位性が認められる太陽光集光システム／溶融塩太陽炉、ＣＷＭ予熱器、
天然ガス酸化・改質触媒の３つの要素技術を独立のプロジェクトとして開発を進めると
いう大幅な計画変更も一考すべきかもしれない。最終製品もメタノールに限定すること
なく、DME、GTL等幅広い技術開発を視野に入れた再検討を行うべきと思われる。 

 
１．２ 各論 
１）事業の目的・政策的位置付けについて 

技術開発テーマが長期的かつ大規模であること、他産業への波及効果が期待できるな
ど公共性が高いこと、開発リスクが大きいことなどに加え、国家戦略の観点からも、経
済産業省／NEDO支援の国家プロジェクトとして妥当である。 
ただし今後はプロジェクト全体として、独創性や産業化・実用化の可能性を見極め、
LCA 評価の視点を含め、事業目的を最適かつ妥当なものにしていく必要がある。また技
術開発の集約化・組織化、中長期的な開発スケジュール、予算額などを見直しつつ推進
する必要がある。さらに民間企業における開発が期待される技術については、最新の技
術開発動向を踏まえるなどして、部分的に細かく見直して最善の施策を検討すべきと思
われる。 
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２）研究開発のマネジメントについて 
        研究開発実施者および推進委員会メンバーとも要素技術に強い国内有数の専門家であ
り、評価されるが、各要素技術をとりまとめ、全体としての目標達成に向けた組織的な
責任体制やリーダーシップを今後さらに強化すべきである。推進委員会とのより緊密な
討議が望まれる。また、システム評価を確実に行える体制を確立し、システム評価の方
法が外部からも見えるようにしていただきたい。 
基本的な長期開発計画は堅持するとしても、詳細な技術開発計画に対しては、情勢変
化や開発進展状況を見極めながら絶え間なく再検討する必要がある。また、各要素技術
や全体システムを評価する場合の評価尺度を明確にすること、言い換えればこの５年間
のプロジェクトにおける各要素技術の目標やプロセス全体の目標をより具体的に設定し、
統合プロセスの最適化に向けての一層の努力が望まれる。 

 
３）研究開発成果について 
        意欲的かつ新領域への適用が期待できる技術であり、開発のターゲット及び開発の途
中成果は、世界のトップレベルのものもあり、現段階において概ね目標が達成されてい
ると言える。 
一方、システムとしての最終目標は明確であるものの、この５年間のプロジェクトを
完遂するための目標がはっきりしない状態であるため、本プロジェクトの成果は現段階
では評価しにくい。今後の具体的目標の明確化とそれに対応する成果が生まれることを
強く期待する。 
経済性評価や熱効率比較などによる評価をより定量的に検討するとともに、今後とも
国内外で学会発表などをすることにより、トータルシステムに対する内外の評価を聞く
必要があろう。 

    
４）実用化、事業化の見通しについて 

太陽光集光システム／溶融塩太陽炉、ＣＷＭ加熱器、改質装置などの一部の要素技術
は実用化可能性があり、プロトタイプまで到達すれば波及効果も期待できる。今後はコ
ストダウンのために解決すべき技術課題、実用化時点における情勢変化とその変化への
対応を明確にする必要がある。特に、太陽熱利用による石炭ガス化及び天然ガス改質法
のコストダウン及び導入普及に向けての経済効果を明確な根拠に基づいて算出すべきで
ある。 
なお、システム全体としては、化石エネルギーと自然エネルギーの統合というプロジ
ェクトの最終目的を達成するための開発計画が明確でなく、早期の実用化可能性につい
て危惧を抱かざるを得ない。全体システムの開発計画や実用化のシナリオについて、本
プロジェクト終了後の中期的、長期的スケールアップ計画をきめ細かく検討することが
必要である。    

 
 



 

 
 

 成果に対する評価 
太陽熱利用技術 
 

フォトセルを用いた機械的追尾装置、ビ
式集光システムについての成果は目標値
いる。また太陽熱蓄熱供給技術についても
での熱流動実験とシミュレーションを実施
における開発目標は達成されている。 
なお、太陽光追尾装置の駆動部の長時間
光部（集熱部）における熱交換方法、熱媒
などについては、更なる検討の余地がある
また、実用性を高める上で、高温反応炉と
テムの実証試験を本プロジェクトの期間
る必要がある。 

予熱式石炭ガス化技
術 

CWMの太陽熱加熱によるスチーム搬送
ステムというアイデアは新規性が認められ
証が待たれる。予熱部分については、噴霧
レングリコール水溶液を用いた予備実験
ている。 
今後はフィーダーの詳細設計、ならびに
に進めることが必要であり、それが早期に
には、低酸素での CWMのガス化に関する
も期待できる。 

メタン改質技術 天然ガス改質炉は熟成技術であるが、分
触媒による部分酸化を利用する内熱式と
性が認められる。また酸素分散供給による
省エネルギー化の要素技術開発、酸化･改
における性能面については目標をクリアし
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要素技術に関する評価要素技術に関する評価要素技術に関する評価要素技術に関する評価    

 
実用化の見通しに関する評価 今後の研究開発の方向性等に関する提言 

ームダウン
に到達して
、レシーバ
し、現段階

信頼性、集
への熱伝達
。 
の複合シス
内で検討す

風冷却の影響を受けずに高効率での集光を達成
でき、太陽追尾を低コストで実施する太陽光集
光・熱変換技術は実用化が期待できる。 
しかし、日射の急変動や長期変動に対する集光
システムの耐久性や作動安定性、長期実用性能な
ど今後解決すべき技術課題がある。 
また、国内における太陽熱利用装置の経済性は
低いと考えられることから、実用化に際しては、
欧米技術との競争的優位性を持つ技術開発を推進
すべきである。 

機械式太陽追尾装置付ヘリオスタットの実証規模での
実験を推進するとともにビームダウン方式太陽集光シス
テムと CPC、溶融塩太陽炉を一体化した小規模な基礎実
証試験により、高温溶融塩の安定供給の目処を立てていた
だきたい。 
また、細部の要素技術を個別に研究・開発するだけでは、

プロジェクトの最終目的達成までにかなりの長期間を要
すると思われるため、本プロジェクト期間内に、開発した
太陽炉を石炭ガス化炉あるいは天然ガス改質法反応器と
直結するなんらかの試験を行なって欲しい。 

石炭供給シ
、今後の実
実験、エチ
が行なわれ

開発を早急
成功した際
データ収集

本プロジェクトの計画から判断する限りでは、
太陽光・熱利用による石炭ガス化炉の実用化には
懸念がある。ただし、太陽熱を変換利用してＣＷ
Ｍそのものを高温高圧で予熱するといった要素技
術については実用化が期待できる。  

組み合わせるガス化炉は既存の最適な技術を適用する
ことを前提に、太陽熱利用ＣＷＭ加熱システムに開発対象
をしぼるべきである。 
熱交換については電気加熱でなく溶融塩加熱を検討す

べきである 

散配置した
しては新規
安定運転、
質触媒開発
ている。 

酸化改質触媒については実用化の可能性があ
る。また、内熱式天然ガス水蒸気改質技術は、DME
やGTL製造法の経済性を高める上で要素技術とし
ての実用化の可能性がある。 
しかし、太陽熱を利用した本プロジェクトの内
熱式天然ガス水蒸気改質技術の経済性や実用化可
能性について厳格かつ客観的に評価し、省エネ効
果及び酸素消費量削減効果などの実用性に対する
意義を明確にする必要がある。 

最終年度における装置規模と、触媒性能を確認する条件
を明確に設定しておく必要がある。引き続き反応条件に係
る簡易シミュレーションを行い、最重要課題を把握して、
触媒及び反応器開発の目標を定めることが重要である。 
なお、開発対象を酸化改質触媒に特化するとか、太陽炉

から得られる熱を利用した改質反応器の実証試験を実施
するとか、開発努力を集中することも検討していただきた
い。 
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（注）Ａ＝３，Ｂ＝２

  

１．事業の目的・政

２．研究開発マネジ

３．研究開発成果に

４．実用化・事業化
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

評価項目 平均値 素点（注） 

策的位置付けについて 
 

1.71.71.71.7    CCCC    CCCC    BBBB    BBBB    BBBB  BBBB    

メントについて 
 

1.21.21.21.2    CCCC    CCCC    CCCC    CCCC    CCCC  BBBB    

ついて 
 

1.31.31.31.3    CCCC    CCCC    CCCC    CCCC    BBBB  BBBB    

の見通しについて 0.50.50.50.5    DDDD  DDDD  DDDD    CCCC    CCCC  CCCC    
6666    
    

 
，Ｃ＝１，Ｄ＝０として事務局が数値に換算。 
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