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制度名 
石炭生産･利用技術振興 

補助金  事業名 
石炭利用次世代技術開発調査 
環境調和型石炭燃焼技術分野 微量元素測定及び除去技術 

事業の概要 石炭及び石炭燃焼灰に含まれる微量元素を迅速に抽出し、一括分析することにより、分析時間
を短縮するとともに、水銀については、連続モニタリング技術の開発を行い、その燃焼挙動を解
析するとともに、除去技術を開発する。 

1.NODE の関与の必要
性・制度への適合性 

石炭利用技術開発のこれからの方向性の一端として挙げられる環境対策技術の開発のうち、微
量元素については、現状大気中への排出規制は制定されていないものの、欧州や米国を中心に近
年排出規制が制定・強化されてきている。 
特に米国においては発電所から排出される水銀(Hg)の排出基準を導入することが決定されてお

り、早晩わが国でも排出基準が導入されることは、必至であり、早期対応が望まれる状況にある。
水銀を含む微量元素の燃焼プラント内での挙動は、完全に解明されておらず、測定に長時間を

要するとともに、排出抑制技術も確立されていない。また、民間企業において各国の排出規制動
向及び測定、抑制技術開発動向の情報を収集し、テストプラント等を用いた挙動解明、排出抑制
技術の開発を行うことは困難である。 
このことから、微量元素の挙動解明や排出抑制技術を石炭利用における環境対策に関する重要

課題と位置づけ、総合的、戦略的に取り組むことは重要であり、NEDO の関与する必要性は非常に
高い。 

2.事業の背景・目的・位
置づけ 

長期的なエネルギーの安定供給のためには、可採埋蔵量が豊富で、地域的偏在性の少ない石炭
が今後も重要な役割を担っていくものであるが、その使用に当たっては、二酸化炭素(CO2)による
地球温暖化及び硫黄酸化物(SOx)、窒素酸化物(NOx)による酸性雨等の環境上の問題がある。 
環境汚染物質のうち、SOx ・NOx については、分析技術やモニタリング技術が確立され、明確

に環境規制、排出規制の対象となっているが、微量元素については、現状、土壌への排出や水質
などに関する環境基準、灰処理時の溶出基準等は整備されてきているが、大気中への排出につい
ては分析技術、モニタリング技術が確立されておらず、排出に至るまでの挙動や排出に関する実
態も十分に把握出来ていないという状況にある。 
本開発研究は、欧米諸国の石炭燃焼に関する排出規制及び測定、抑制技術開発動向を調査する

とともに、石炭や石炭燃焼灰中の微量元素の測定に多くの時間を要していることに着目し、分析
時間を短縮することで、今後の微量元素の挙動解明、排出抑制技術の開発に寄与することを目的
としている。 
また、大気中に放出される割合が多い水銀については、連続モニタリング技術を開発し、プラ

ント運転中の連続監視を可能にするとともに、水銀炉内除去技術を開発することを目的としてい
る。 
本研究開発は、微量元素分析の迅速化、水銀の挙動解明・炉内除去を目的としたものであるが、

これは、環境対策技術において、微量元素挙動の把握や、今後の環境負荷低減技術の開発を行う
上で大きく貢献するものである。 

3.事業の目標 
 
  (全体目標) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

項目 開発目標 
(1)微量元素高度分析技術 
①石炭中及び石炭燃焼灰中 

微量元素迅速分析技術 

 
・分析前処理時間短縮 

（４時間以内） 
・精度：従来分析値（酸分解法） 

と比較し、±10％以内。 
 

②排煙中水銀連続モニタリング技術 
 

・検出限界：1μg/m3Ｎ 

(2)水銀炉内除去技術 
 
 

・石炭中含有水銀系外排出量 
10％以下 
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4.事業の計画内容 
     (単位：百万円) 

H11fy H12fy H13fy H14fy H15fy 
総 額 
(5年間) 

  一般会計              

  特別会計(電特)              

  特別会計(石特) 47 94 73 48 54 316 

   総予算額(計) 47 94 73 48 54 316 

省内担当原課 資源エネルギー庁 石炭課 

運営機関 新エネルギー･産業技術総合開発機構(NEDO) 

再委託先 (財)石炭利用総合センター 

研究開発体制 
 
 
（実態に併せて記載） 

共同研究先 なし 

5.実用化、事業化の 
見通し 

迅速分析技術としては、今回対象とした 10 微量元素の濃度に大きな幅があることから、一括測
定することは困難であるが、対象元素を濃度で分けることにより、今回測定方法を確立したマイ
クロ波抽出と ICP-MS(誘導結合プラズマ質量分析装置)、MIP-MS(マイクロ波プラズマ質量分析装
置)を組み合わせることで微量元素の迅速測定が可能となる。なお、今回の測定方法が、一般に浸
透するためには高額な ICP、MIP－MS 装置の低廉化が不可欠である。 
水銀連続モニタリング技術では、水銀測定装置部については完成されており、今後サンプリング
部から測定部までの導入部分における水銀の挙動を解明し、適正な材質選定や温度条件を見いだ
すことにより連続モニタリングが可能となる。 
水銀炉内除去技術としては、いくつかの吸着剤に水銀除去の可能性があることが見出されたが、
実用化に際しては、今後、商用プロセスにおける除去率、コストの評価および除去後の吸着剤に
吸着された水銀の溶出性試験とそれに基づく最終処理方法の検討が必要である。 

 
6.今後の展開 今回確立した微量元素測定方法については、学会発表等により、広報に努める。また、水銀連続

モニタリング技術では、企業が実機試験を受け入れることに対して非常に警戒感が強く、試験の
実施の困難が予想されるが、可能な限り実機における長期モニタリング試験の実行に努める。 
水銀炉内除去技術では、150℃以上の高温域における挙動の解明に加え、90～120℃程度の低温域

における凝集・付着挙動の解明を行う。 
各種吸着剤の吸着特性を評価し、最適な吸着剤を選定するとともに、二価水銀の生成特性とそれ
に影響を及ぼす炭種やプロセス、雰囲気等の影響因子の解明を行う。 

7.中間・事後評価 平成 14 年度：技術評価委員会 石炭利用振興事業(石炭利用次世代技術開発調査 環境調和型石炭
燃焼技術分野 微量元素の測定及び除去技術)分科会を設置し、技術評価実施要領に基づき、

中間評価を実施する。 
8.研究開発成果 特許(出願)：0件(0 件)、口頭発表:6 件、査読論文数：2件、論文数:0 件、 

新聞発表数：0件 
基本計画の変更 
（研究計画の変更） 

「連続モニタリング技術の開発」において当初の予定は、全微量元素
の同時分析を行なう予定としていたが、非常に高額なものとなり普及と
いう観点から問題があると判断し、測定対象元素を米国において排出基
準の導入が決定されている水銀に絞ることとした。 

変更内容 「全微量元素連続モニタリング技術」から「水銀連続モニタリング技
術」に変更した。 

9.情勢変化への対応 

評価履歴 なし 

10.今後の事業の方向性 水銀除去技術については、各種吸着剤の吸着特性を評価するとともに、水銀吸着剤に吸着され
た水銀の吸着剤からの溶出性について検討し、溶出性の少ない吸着剤の開発を行なう。 
その他 10 元素については、微粒子への濃縮性を主体に解析し、併せて PM2.5 除去技術の検討を

行うことで、微量元素の除去技術の開発を図る。 
また、水銀分配シミュレータについては、開発の段階を商用機まで進めることとし、商用機の

シミュレータの開発を実施する。 
さらに継続して得られた成果の学会発表等による広報に努める。 

作成日 平成 14 年 3 月 12 日 
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「石炭利用技術振興事業/石炭利用次世代技術開発調査 

＜環境調和型石炭燃焼技術分野（微量元素の測定及び除去技術）＞」 

（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 

今後の我が国における石炭の利用は、環境との共存を考慮していかなければなら

ず、微量元素の規制は今後避けて通れないと考えられる。本プロジェクトの微量元

素測定および除去技術は、未規制物質に対する技術の先取りの思想として評価すべ

きであり、石炭利用技術における最重要課題の一つと考えられる。 
一方で取り上げている炭種および元素の種類が少なく、分析および除去ともに、

炭種と元素の多様性への対応が十分でない。微量元素分析では、上記を含め、デー

タの信頼性に対する検証が不十分である。複数の認証物質の使用、同一石炭に対す

る複数の分析手段での比較、同一石炭に対する複数機関におけるデータのばらつき

の検討等が望まれる。本プロジェクトの規模では微量物質測定の標準化までは望め

ないが、それに資する成果となることを望む。 
除去技術として検討しているのは水銀のみであることもやむを得ない状況は理

解できる。物性の多様な石炭を使用し、一般的な適用性を検証すべきである。水銀

除去技術が単なる分離技術にすぎないとも取れるので、最終的に除去した水銀をど

のように処分するのかの検討も重要である。また、企業の警戒感など困難な面もあ

るが、電気事業者との密接な連携を構築し、実機への適用試験を行うことが望まれ

る。 
 

２）今後の研究開発の方向性等に関する提言 

石炭中の微量元素に関する本研究は、現在までに得られている成果はやや断片的

なきらいがあり、また新規性という観点からも問題点が感じられるが、石炭の環境

調和型利用における最重要課題の一つである。微量元素測定に関しては、炭種およ

び元素の種類の拡大、同一石炭による複数分析法での比較および複数機関での比較

を通して、検証を進めるべきである。除去技術に関しては、単なる分離・除去技術

だけではなく、分離・除去から最終処分までのトータルシステムとしての検討が重

要である。また、可能であれば実機での検証試験が望まれる。 
微量元素測定の開発を縮小・中止して、水銀除去技術開発に資源を集中すべしと

いう意見があることを念頭に置き、今後の残された期間内に以下に上げる項目を確

実に実施していただきたい。 
(1) 微量元素の測定方法を評価でき、将来の標準化に資するまで確実に開発を推

進する。（石炭やフライアッシュ等について） 
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(2) 水銀除去に関しては、除去から処理までの技術を確立する見通しがつくまで

推進する。 
(3) 微量元素測定方法の世界規模での比較。（文献調査） 
(4) 微量元素全体の挙動に関する研究動向。（文献調査、世界ではどこまで開発

済みか） 
(5) 微量元素全体の処理に関する研究動向。（文献調査、同上） 

 
その上で、水銀以外の微量元素除去物質の拡大およびゼロエミッション化まで見

据えたトータルプロセスの開発へプロジェクトを拡大・発展させる希望が多かった

ことも付け加えておきたい。 
 

１．２ 各論 
１）事業の目的・政策的位置付けについて 
石炭中の微量元素測定および除去技術は、環境対策のため公共性が高い上、直接

利益を生む生産性のあるものではなく民間の対応は困難であり、NEDO の事業と

して妥当である。欧米の規制強化の動きや、将来の低品位炭の利用などにより、近

い将来石炭中の微量元素の問題は当然クローズアップされてくることは必至であ

り、喫緊の課題でもある。さらに、国 (NEDO)が関与することにより、規制当局等

との対応時に有効に作用することも期待される。 
一方では、石炭のクリーンな利用、測定方法の標準化に資する技術の一助として

の目的を明確にして進めるべきである。 

 
２）研究開発のマネジメントについて 
開発目標には具体的な数値が上げられていて、研究開発スケジュールも妥当であ

ると思われる。開発体制についても実績のある事業者を中心とした体制と考えられ

る。 
しかしながら、石炭中の微量元素分析の困難さは、石炭の多様性と元素の多様性

が上げられるが、開発目標にこのことが反映されていない。開発体制についても、

必ずしも世界を先導する技術開発体制となってもおらず、研究開発体制の個々の役

割分担も明確でないと指摘できる。 
除去技術は水銀のみに絞ったことは予算の制約上やむをえなかったと思われる。

分析・モニタリング技術および分離・除去技術のみではなく、最終処理技術までを

考慮することが望まれる。また、可能であれば、電気事業者との連携により実機試

験まで踏み込むことが望まれる。 

 
３）研究開発成果について 

MIP-MS およびイオントラップを用いる方法は、従来法に比べて、効果的な分

析ができる可能性が示されたことは評価できる。また、水銀挙動の解明は成果が出
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始めたところであり、今後、水銀モニタリング技術と合わせて相互に技術改善が期

待できる。 
しかしながら、迅速分析技術開発は既存の技術を利用したのみでこのテーマ独自

の工夫、すなわち新規性という観点からはやや問題点を感じる。認証値をもつ標準

物質を１種類しか測定していない。多種類の認証標準物質を用いて、認証値と測定

値との比較を行うべきである。また、水銀除去技術については、国内及び国外の既

存技術に比較した優位性の記述が明確でない。 
さらに、論文は、水銀除去の分野では２報あるが、他分野ではなく、成果の普及、

広報という面に関しても現状では不十分である。 
 

４）実用化、事業化の見通しについて 
微量分析に関しては、イオントラップ技術の使用は興味深く技術が洗練されてく

れば実用化は可能と考える。水銀の除去に関しては、一定の成果が得られているよ

うなので、吸着材処分方法までをも含めた水銀除去の総合技術として確立すれば実

用化の可能性もある。 
しかし、微量元素測定に関しては、同一石炭について複数分析機器でのクロスチ

ェックや他機関データとの比較等を多くの炭種で行い、データの信頼性の検証を行

わないと実用化・事業化への筋道が見えない。 
水銀除去については、実機試験を視野に入れた検討が望まれる。また既存の水銀

除去技術に比較した優位性を強調しなければならない。 



 

 

 
要素技術に関する評価 

 

 成果に対する評価 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 

微量元素分析技術 開発目標の一つである分析前処理時間の短縮はあ

る程度達成されたと考えられる。MIP-MS とイオント

ラップ技術の組み合わせについても測定条件を見つ

けだしてその可能性を示したことに関しては一定の

成果が出ている。 
しかしながら、精度の検証に関しては未だ十分とは言

えず、複数分析機器や他機関データとのクロスチェッ

クが必要である。用いている認証標準物質 SARM19
は、灰分量が 30％近くと日本で用いられている石炭と

はかなり異なることも指摘でき、この知見を SS 炭に

適用するのは若干問題がある。すべての元素を同一機

器で測定するのが理想であるが、より精度をあげるた

めには、元素に応じて ICP-AES や原子吸光など他の分

析機器を併用する必要がある。 

MIP-MS とイオントラップ技術の組み合わせが

進歩・洗練されれば、マイクロ波による酸抽出の

迅速化も一助となって実用化は可能と考えられ

る。 
しかし、現状では、実用化可能な技術の段階には

達したとは言い難く、さらなる開発が必要である。

つまりはもっと多くの炭種について測定を行うべ

きであり、NIST や BCR の認証標準物質も用い、

さらに、複数の分析機器を用いるデータのクロス

チェック等の検証に努めるべきである。炭種の多

様性によるマトリクス効果の違い等による測定誤

差への対処も不十分である。汎用化のためには

MIP-MS、ICP-MS のみでなく、ICP-AES や原子

吸光も組み合わせるべきである。 
実用化に際しては標準化が重要な要素となる

が、現状ではあくまでも測定方法の中のひとつと

いう位置づけでしかないので、今後は標準化及び

汎用化の視点からの開発推進も望まれる。 

実用化に向かって、複数の機関間や複数の分析機器間で

のデータを比較し、分析値の再現性やばらつきの度合い等

を正確に求め、検証を進めることが重要である。また、炭

種の拡大と測定元素の種類の拡大に努める必要がある。現

状の成果より開発凍結という意見もあるが、本プロジェク

トの重要性を考慮すればそれをうち消しても推進すべき

であるという状況をふまえて、今後の研究開発の課題を明

確にして確実に推進していただきたい。その際、今後の標

準化へ資する視点も重要である。 

水銀除去技術 Hg0、Hg2+の挙動を一定程度確認できた点は評価す

べき。また、活性炭が気相中で高い水銀吸着能を有す

ることを見出し開発目標に近づきつつあることは評

価できる。 
しかしながら、既存および既報の水銀除去技術との

比較や優位性の証明がなされていない。また、今後実

機への適用を視野に入れる必要もある。実機であれば

当然湿式脱硫装置があり、これの水銀除去能力との関

連で排ガス中の水銀除去能力を正確に把握すべきで

ある。水銀分配シミュレーターについて、ベンチプラ

ントへの適用が示されているが、多様な石炭やプロセ

スに適用できるのかは示されていない。 

水銀除去の要素技術としては、実用化の見込め

る技術のひとつと考えられる。 
しかし信頼性のある技術となるよう、さらに多

くの検証が必要である｡水銀シミュレーターにお

ける塩素以外の他成分の影響も検討されていな

い。用いている石炭は５種であるが、さらに多様

な炭種を試みる必要があり、この５種の石炭は比

較的水銀濃度の低いものであったので水銀濃度の

高めの石炭も加えるべきである。さらに、トータ

ルの水銀除去技術としての実用化に対しては、吸

着材処分方法までをも含めた総合技術として確認

することが必要であり、除去捕集した水銀の廃棄

方法を開発しないと実用化にはつながらない。 

プロジェクトの重要性から発展・拡大させるべきという

意見も多いが、残された期間での現実的な課題を明確にし

て今後の開発に邁進していただきたい。可能であれば、電

気事業者との密接な連係を構築し、実機への適用試験が望

まれる。企業の警戒感等があるが、将来制定されるであろ

う規制の先取り研究の重要性を啓蒙することも、プロジェ

クトにおける重要な活動の一つと考える。また、脱硫過程

での水銀除去や除去後の吸着材処分まで含めたトータル

な除去技術として検討すべきである。残りの開発期限内で

水銀除去の実用化までの見通しがつくまで是非とも推進

していただきたい。 
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評価項目 平均値 素点（注） 
１．事業の目的・政策的位置付けについて 2.8 A A A B A 
２．研究開発マネジメントについて 1.4 B C C B C 
３．研究開発成果について 1.0 C B D C C 
４．実用化・事業化の見通しについて 1.6 B B C C B 
 
 
 
 
（注）Ａ＝３，Ｂ＝２，Ｃ＝１，Ｄ＝０として事務局が数値に換算。 
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