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制度名 
石炭生産･利用技術振興 

補助金  事業名 石炭利用基盤技術開発 

事業の概要 CO２ 等の環境負荷物質の低減及びエネルギー安定供給確保のため、高効率石炭利用技術の速やかな
実用化が必要である。しかし、石炭は高温高圧下での反応や挙動について未解明な部分が多く、プラ
ントの開発期間が非常に長くなっているのが現状である。本プロジェクトは、高温高圧噴流層石炭ガ
ス化シミュレーションについて、汎用性のある性能予測シミュレータを開発するとともに、多炭種の
石炭に係わる物性・反応データベースを構築することを目的としている。 

1.NEDO の関与の必要
性・制度への適合性

本プロジェクトは、現在国家プロジェクトで実施されている、あるいは今後国家プロジェクトで実
施される各種石炭利用技術（石炭燃焼・ガス化技術開発等）の共通の基盤技術の開発を目的としてい
るため、国家プロジェクトとして実施しておくことが必要である。 
特に、石炭の炉内挙動に関しては、データが多いほど信頼性のある情報が得られるので、国家プロ

ジェクトとしてより多くの信頼性のあるﾃﾞｰﾀを集積し、またそれらを用いて石炭の炉内挙動を予測出
来る技術が確立すれば、現在及び将来の石炭ガス化技術等の新しい炉の開発等に係る国家プロジェク
トに対して、大きな貢献が出来る｡ 
また、現在開発中の高温高圧噴流層石炭ガス化シミュレーション技術は、国家プロジェクトとして

実用化が進められている EAGLE や IGCC 等の石炭ガス化技術の実用化を支援するとともに、より早く
実用化させ、また実用化後の運転支援にも寄与するものであることから、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 

石炭火力発電等石炭の燃焼時には CO２等の環境負荷物質が排出されることから、高温高圧噴流層石
炭ガス化技術等の高効率石炭燃焼技術の開発が進められている。しかし、石炭は粉体且つ多品種であ
ることから、プラントの規模等によりプロセス性能が著しく異なる等、実用化までのリードタイムが
非常に長くなっているのが現状である。 
また、国が推進する 21 世紀石炭利用技術戦略の中では、2000 年までの現行の技術開発を「高効率

化第一世代」、2010 年までを「高効率化第二世代」と位置づけ、特に第二世代では CO２20%削減を開発
目標として、石炭ガス化による複合サイクル発電技術の実用化を目指している。 
このような背景から、高効率石炭利用技術の実用化に向けて研究開発を進めていく上で、スケール

アップ等に係わる技術的・資金的負担を軽減するために高温高圧噴流層石炭ガス化プロセスの性能予
測シミュレータと各種評価技術を開発するとともに、多品種石炭に係わる物性・反応等の総合データ
ベースを構築することにより、環境対策に大きく貢献するものと位置づけられる。 

3.事業の目標 
 
 (全体目標) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

項目 開発目標 
(1)シミュレーションモデルの高度化 
① 反応モデルの精緻化 
② 灰付着モデルの精度向上 
③ ガス化炉伝熱モデルの開発 

 
(2)シミュレータの検証・高精度化 

多炭種に対応でき、実用に耐え得る高精
度シミュレーションの構築に必要なモ
デルの開発及び高度化 
 
 
設計支援、運転条件の最適化、炭種評価
が可能なシミュレータの開発及び検証 
 ガス化炉出口部分の予測精度 
 ･温度      ±20 ℃以内 
 ･ガス組成       ± 2 %以内 
 ･石炭の反応効率 ± 2 %以内 

  

(3)総合データベースの拡充 
 ①標準炭の物性・反応データの入力 
 ②標準炭の収集 
 
 

反応・物性データを活用するためのデー
タベースの構築（合計） 
･物性データ：100 炭種 
･反応データ：100 炭種 
･標準炭  ：100 炭種 
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フェーズⅠ フェーズⅡ 4.事業の計画内容 
  (単位：百万円) 

H７～11ｆｙ H12fy H13fy H14fy H15fy H16fy 
総額 

(10 年間) 

 一般会計        

 特別会計(電特)        

 特別会計(石特) 1,743 372 369 400 466 466 3,816 

   総予算額(計) 1,743 372 369 400 466 466 3,816 

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、(社)日本エネルギー学会、 
(社)化学工学会 

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 

フェーズⅠの平成 9年度に、プロセスを高温高圧噴流層石炭ガス化プロセスに絞ったことにより、
問題が特化され、シミュレーション等の課題が具象化されて応用の糸口がつかめるようになった。さ
らに、平成 13 年度に石炭ガス化技術に係わる高精度で汎用性のある性能予測シミュレータを期間内
で完成し、できるだけ広く公開して使ってもらえるようにするために、市販のﾌﾘｭｰｴﾝﾄだけでなく東
北大学が開発したソフトでも使えるように、ソフトウェア関係の見直しを行うとともに、成果の普及
の考え方を明確にした。従って、現在、EAGLE 計画や IGCC 実証機計画が進められているが、本プロジ
ェクトの成果が有効に活用されるものと考える。 

6.今後の展開 現在実施中のフェーズⅡにおいてシミュレータの高精度化を図るとともに、EAGLE、PCPC、IGCC の
パイロットプラントの運転データを活用して、これまで開発した高温高圧噴流層石炭ガス化シミュレ
ータの検証を行い、シミュレータの実用化を図る。また、既に開発されたシミュレータを用いて EAGLE
プロジェクトの支援研究を行うとともに、IGCC 実証機計画にも活用していく。 

7.中間・事後評価 平成 14 年度 中間評価：技術評価委員会 石炭利用振興事業(石炭利用基盤技術開発)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 フェーズⅠ：特許(出願)：０件(０件)、口頭発表:51 件、査読論文数：0件、 
論文数:1 件、新聞発表数：0件 

フェーズⅡ：特許(出願)：０件(０件)、口頭発表:27 件、査読論文数：1件、 
論文数:6 件、新聞発表数：0件 

基本計画の変更 
（研究計画の変更） 

平成１3年度 
フェーズⅡに移行する段階で、プロジェクトの実施内容に関する相互のチ

ェックや検討を行い、目標とするシミュレーション技術を早期に完成する
ためにシミュレーション部会を設置したが、十分な成果を得るまでには至
らなかった。従って、実施体制のトップにプロジェクトマネージャーとし
て企画委員長を新しく位置付けるとともに、実質的な研究の実施機関であ
るシミュレーション部会の役割を明確化し、その権限を強化した。 
また、本ﾌプロジェクトの成果を広く公開して EAGLE プロジェクトや IGCC

実証機計画に活用するために、ソフトウェアを含めた研究内容の見直しを
行い、合わせてプロジェクト終了時の成果普及の考え方を明確にし、得ら
れた研究成果の早期活用と普及を図るために、基本計画の一部を変更した。

変更内容 フェーズⅡの実施体制及び研究開発内容の一部を変更した。 

9.情勢変化への対応 

評価履歴 (1) 平成 10 年度中間評価：フェーズⅠの前半終了時に、NEDO 石炭次世代･
基盤技術委員会にて中間評価を実施した。 

(2) 平成 12 年度中間評価：フェーズⅠ終了後に、NEDO 石炭次世代･基盤技術
委員会にて中間評価を実施した。 

10.今後の事業の方向
性 

本プロジェクトは、平成 7年度にフェーズⅠが始り、当初は石炭利用技術共通の基盤技術を開発す
ることを目的としていた。その後、見直し・中間評価等を経てガス化技術に絞り、平成 12 年度から
始ったフェーズⅡでは、高温高圧噴流層石炭ガス化技術に特化したという経緯がある。従って、現在
はあくまでも基盤技術開発の一環としてガス化に特化しているに過ぎないため、今後高効率石炭利用
技術としてガス化以外の新しい技術が取り上げられる場合は、フェーズ以降で継続して実施する必要
がある。 
 また、多炭種の石炭に係わる物性・反応等の総合データベースは、本プロジェクト終了後も継続

して拡充していく必要がある｡ 

作成日 平成 14 年 4 月 4 日 
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「石炭利用技術振興事業／石炭利用基盤技術開発」 

（中間評価）評価概要（案） 
 

１．プロジェクト全体に関する評価 
１．１ 総論 
１）総合評価 

エネルギー資源および環境問題の観点から、クリーンな石炭利用技術開発してい

くことは重要な課題である。本プロジェクトは、各種石炭利用技術開発プロジェク

トを支援する共通基盤技術の開発であり、必要性の高いものである。特に、高温高

圧噴流層石炭ガス化プロセスを高精度に数値予測できるシミュレーターを開発す

ることにより、多大な貢献をなすものと期待できる。 
一方で、各ワーキンググループの成果は断片的な部分があるように感じられる。

但し、平成 13 年度からは、全体を統括するプロジェクトマネージャーの設置や研

究の実質的な審議機関であるシミュレーション部会の権限強化などを図ってきて

いるが、さらなる改善を強力に進めて、全体的な意志疎通を図り、より強い目的意

識を持って進めるべきである。また、シミュレーターの構成、予測性能を明確にし、

そのレベル及びコンセプトに合致したシミュレーターを開発し、実用に供すること

を強く意識して研究を推進すべきである。 
石炭物性データベースにおいては、石炭は炭種によって物理的･化学的特性が大

きく異なり、その差異がプロセス開発の成否に決定的な影響を及ぼすことから、物

性データを整備し、プロセス開発に資することは効率的な開発にとって望ましい。

本来データベースは、収集、測定、整備するばかりでなく､得られたデータをどの

ように利用に供するかと言う観点が大切で、利用者を明確に想定したシステム開発

が必要である。 
 

２）今後の研究開発の方向性等に関する提言 

個別要素とシミュレーションモデルとのリンクを十分に考慮して次段階へ発展

的に進めるべきである。また、大容量、高温噴流層ガス化を対象とした実用化研究

を目指し、さらに中容量、低温ガス化、流動層ガス化、さらにはバイオマス・廃棄

物ガス化プロセスの開発にも応用できる基盤技術開発に展開できる成果が見えて

くれば研究の価値として十分である。シミュレーターを開発する上でソフトウェア

会社等、専門企業の知識を利用することも推奨する。 
石炭データベースは、さらに炭種の拡大と、新しい項目の物性・反応データの追

加を希望する。利用者増を明確に想定した上で、石炭の知識基盤の構築に継続的に

努めることが何より重要である。 
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１．２ 各論 
１）事業の目的・政策的位置付けについて 
現在、国家プロジェクトとして多くの石炭燃焼やガス化プロジェクトが進められ

ており、特にガス化炉・ガス化技術は、エネルギー分野での基幹技術である。本プ

ロジェクトはこのような各種石炭利用技術の共通基盤技術の開発を目的としてお

り、その必要性は高いとともに、トータルでの研究開発の効率化、コストパフォー

マンスの向上が期待できる。エネルギーセキュリティーを確保しつつ、地球環境問

題にも対応するエネルギー生産技術としてガス化技術は需要であり、公共性も高い

上に民間企業が行うにはリスク高いという側面もある｡さらに、NEDO の関与によ

り産官学共同の国家的プロジェクトとして、広い分野にまたがって研究・開発成果

をまとめ、データベースの公開を含めた技術・情報の波及効果が期待できる。 
まず、高温噴流層ガス化プロセスを対象とした実用化を目指し、さらにより広範

な基盤技術の確立のための基礎情報が提供できれば満足のいく段階となる。また、

公共性に関し環境問題に資することは理解できるが、なぜ石炭なのかの理由付けを

補強しておくことも必要である。 

 
２）研究開発のマネジメントについて 
マネジメントのあり方については改善の後がみられるものの、尚一層の補強を必

要とする。ただ研究の現状としては、研究開発目標には具体的な数値が上げてあり

明確である。この数値をクリアできればシミュレーターとして実用的に意義がある

と考えられる。シミュレーター構築に必要な要素技術をほぼ網羅しており、また、

研究スケジュールおよび委員構成も妥当である。 
このように、研究開発目標は、具体的かつ明確であるが、一部にオーバースペッ

クであり、また、必要部分の成果が不十分な所もある。精度は±20%でもよいので、

現象の本質的理解と、モデルおよびシミュレーターの汎用化を目指すべきである。

また、各ワーキンググループ間で目標が統一されていない。さらに、特に流体シミ

ュレーションに関しては、我が国は世界のトップレベルにあり、産官学の連携を強

化しそのアクティビティーも活用すべきである。 
標準炭を 100 炭種そろえ、これらに物性・反応データをつけることは大変意義

のあることと考えられる。知識基盤を構築する上で、利用者を明確に想定したシス

テム構築に関する議論に欠けているように思われるので、今後この点を改善された

い。一般に対して継続的に公開可能な、かつ有意義なシステム構築を目指すべきで

ある。 

 
３）研究開発成果について 
各個別要素モデルごとには成果が上がっており、シミュレーションモデルの高度

化は一定以上の成果が得られていると思われる。シミュレーション技術としては、

世界最高水準の高い目標を掲げており、このシミュレーターが完成すれば、世界ト
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ップレベルの石炭ガス化技術を短期に獲得できるものと期待される。 
一方、個別要素モデルとシミュレーターのリンクが明確でない部分がある。また、

研究成果の口頭発表は多いが、特許および査読論文がほとんどないのが気になる。

最終的には、特許と査読論文が成果として残るのであり、積極的な成果の普及、広

報が望まれる。さらに、当初設定されたスケジュールに沿って研究が進んでいるが、

シミュレーター、データベースともに未だ公開に至っていないため、プロジェクト

終了までにシミュレーター及びデータベースを公開する体制の整備が望まれる。 
総合データベースの拡充も一定以上の成果が得られていると思われが、知識基盤

としては、JIS 化、国際規格化というよりは、ユーザーを強く意識したシステム構

築が最も重要である｡ユーザーが真に必要とする情報を容易に得られるシステムで

なければ、せっかく集積した情報は知識とならないので、この点を強く意識したプ

ロジェクトの推進が望まれる。 
 

４）実用化、事業化の見通しについて 
本事業の成果が実際に進められている IGCC や EAGLE プロジェクトに成果を

役立てていることは十分に評価に値する。また、本プロジェクトを通じて、石炭ガ

ス化技術に関する研究が促進され、シミュレーターが完成すれば大きな公共財とし

ての需要があるばかりでなく、本シミュレーターは固気混相流一般に応用できると

思われるため、化学工学および機械工学を中心とする関連分野に大きな需要・波及

効果が期待できる。 
一方、各個別要素モデルおよびシミュレーターで用いられている炭種の種類が少

ないので、現在進めている多炭種対応の方向をさらに一層強化してほしい。また、

知的基盤技術としてのモデルやシミュレーターの開発は、需要を喚起することも含

め、成果の普及には今後の十分な工夫と努力が必要である。特に、シミュレーター

に関しては、本プロジェクトの開発推進はソフトのユーザーによって主になされて

いるが、今後、流体シミュレーションの大学研究者と我が国の流体シミュレーター

を開発しビジネス化しているソフトエンジニアにプロジェクトに加わってもらう、

あるいは協力を得ることが必要である。 



 

 

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 

シミュレーター

の開発 

各個別要素モデルごとには成果が上がっており、またシミュレーションモデ
ルも検証が進んでいる。灰の付着という非常に複雑な現象をある程度モデル化
することにある程度成功しており、評価できる。国際水準から見ても優れた成
果が期待でき、特に、石炭ガス化、灰挙動に関するモデルのレベルが高い。本
プロジェクトで開発されたシミュレーターは石炭ガス化プロセス向けである
が、その本質は乱流場における混層現象の解析と制御を目指したものであり､
その成果は同様なさまざまなプロセスに利用できると考えられ、適切な広報活
動によって波及効果が期待される｡ 
一方、全体的にはシミュレーションの実用化は、現在また将来のグローバルな
競争に勝つために必須の技術であり、国産のソフト開発を目指して、大学に依
嘱しているが、１研究室ではほとんど無理でより大きなコンソーシアムが必要
なのではないか。また、部分的には、実用性に重点をおいた開発であることを
考えると、あまり精緻なモデルの開発に執着すべきではない。流れと燃焼のモ
デル化のレベルが低く、両者の予測精度アップが望ましい。また、Fluent はも
ともと均一流れまたは希薄な気固系にしか適用できない。したがって、噴流層
ガス化炉には適用できるが、気泡流動層などにプロジェクトの成果を応用する
ことは困難である。しかし、シミュレーターの適用性をより広いものとする可
能性についても配慮してほしい。さらに、微量元素の項において、元素に一部
偏りが見られるが、環境に対して重要な影響をもつ微量元素についてより力点
をおくことが望まれる。今後、各元素のプロセスに対する影響度を考慮して重
要元素に移行してほしい。 

石炭ガス化プロセスの開発、運転制御、トラブル対
策に欠かせない技術である。石炭ガス化プロセスの実
用化にともなって必ず利用されるであろうし、モデル
間の整合性がきちんと取れれば、すばらしいシミュレ
ーターになるものと期待できる。灰の付着・成長があ
る程度推測できるようになることは、今後、燃焼・ガ
ス化プロセスにおいて意義が大きい。 
一方、多炭種への適用を考慮すべきことが抜けてい

る。また、灰の付着はそれほど正確にシミュレーショ
ンできるわけではない。伝熱など灰の付着が現象を支
配しているであろうから、全体のシミュレーションを
高精度で行っても意味はあまりない。むしろ、できる
限り一般化した広い範囲に適用できるモデル・シミュ
レーターの構築を目指すべきである。さらに、検証が
満足に行われていない。関連する実験データをより広
く収集し、検証計算を十分行うべきであると思う。検
証を重ねて予測性能の向上を図ることで、十分実用に
耐えるシミュレーターになるものと思われる。多くの
企業、研究者に利用してもらって意見・感想を集めれ
ば、早い時期に改善点を明確にすることができる。こ
のため、一刻も早くプログラムを公開した方が良い。 

今後とも研究を継続するとして効率よ
く研究を進めるため、シミュレーターの全
体をまとめ上げるための組織を増員する
か新たに設けた方が良い。各個別要素モデ
ル間およびシミュレーションモデルとの
リンクを強固にし、プロジェクトリーダー
の統括も重要である。流れと燃焼に関する
WG も立ち上げて、シミュレーターの基本
部分の検討をきちんと行った方が良い。経
験豊富なソフトウェア会社あるいは流体
シミュレーションの専門家に委員になっ
てもらい、委員会が有効に機能するように
すべきである。石炭ガス化複合発電プロセ
スの実用化、EAGLE 計画の進捗に合わせ
て、過剰な投資とならないように、過不足
なく適切に進められることが望ましい｡ 

石炭物性データ

ベースの拡充 

プロジェクト終了時までには目標の 100 炭種に到達すると考えられる。この
ような石炭の標準化は、世界でも例がなく、本プロジェクト以外でも、今後の
石炭関連の研究に大きく貢献すると考えられる。NEDO が世界に先んじて研究
を推進することは意味がある。このような仕事の積み重ねによって、最終的に
我が国の開発研究能力を支え、向上させることができる。直接的な波及効果や
短期間での成果を期待するのは間違いで、このような仕事は確実に実施してい
くことが大切である。 
一方、試料で取り上げている石炭は、現在日本に輸入され使用されている低

硫黄の高品位炭が中心である。このため、世界基準で見た場合に偏りがあり、
今後、低品位炭のような石炭もある程度リストに加えていくべきである。また、
本プロジェクトのような知識基盤は利用者とその目的、使用方法等を明確に意
図して、価値あるシステムを構築することが真の成果となる｡また成果の世界的
な広報、普及と言った面では、英語版のシステムを早期に構築することを視野
に入れることも必要かもしれない。大学側研究者を積極的に研究に参加させつ
つ、このような事業を行っていることを、もっと積極的に国内外にアピールす
べき。 

 このデータベースは広く石炭関連の研
究に貢献すると考えられるので、低品位炭
も加えたさらなる炭種の拡充や物性・反応
データの種類の拡充に努めるべきである。
微量元素のデータ等も付け加えるべきと
考える。充実したデータベースとなるべく
継続的に基礎データの収集に努めること
と、システム構築に注力されることが望ま
しい｡国による継続した予算処置などサポ
ートが強く望まれる。 
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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 B A A 
２．研究開発マネジメントについて 2.0 A B B B C 
３．研究開発成果について 1.8 B B C B B 
４．実用化・事業化の見通しについて 1.8 B B B C B 
 
 
 
 
（注）Ａ＝３，Ｂ＝２，Ｃ＝１，Ｄ＝０として事務局が数値に換算。 

1.8

1.8

2.0

2.8

0.0 1.0 2.0 3.0

４．実用化・事業化の見通し

３．研究開発成果

２．研究開発マネジメント

１．事業の目的・政策的位置付け

平均値


