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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 

石炭熱分解技術分野 
事業の概要 石炭の利用にあたっては単にエネルギー源あるいは化学原料などの視点に固守することなく、総合的な

石炭利用システムの構築が必要である。本熱分解技術開発調査では、この観点に立ち、平成 8年度から
平成 13 年度まで 6 年間に渡り研究開発を進めてきた。付加価値の高い化学原料としての軽質成分な
どの液収率を増大させるための新たなプロセスの構築を目指し、超臨界流体による抽出技術の適
用、マイクロ波の利用、新たな水素化熱分解技術の適用などに関する技術動向調査、基礎研究、
システム化調査を行った。 

1.NODE の関与の
必要性・制度へ
の適合性 

我が国のエネルギーセキュリティーの確保、地球環境問題などへの対応のため、特に石炭は単
にエネルギー源としてのみではなく、付加価値の高い多目的利用への展開が可能なプロセスを開
発することが重要であり、なかでも埋蔵量豊富な褐炭等の低品位炭を高効率に液･ガス等へ転換
する技術の開発は国の課題として残されている。本プロジェクトは、将来の実用化を目指した技
術開発であり、多額の研究開発費、長期にわたる研究開発期間、高い技術的難度等から、民間企
業のみでは十分な研究開発を進めることは難しい。国のプロジェクトとして技術開発を実施しな
い場合、実用化の促進、成果の速やかな普及は困難であことから、本技術開発は国のプロジェク
トとして実施するのが妥当である。 

2.事業の背景・目
的・位置付け 
 

石炭の利用にあたっては単にエネルギー源あるいは化学原料などの視点に固定することなく、
情勢に応じた総合的な石炭利用システム（Coal Refinary）を構築することは、石炭利用技術の
範囲拡大の点で意義が大きい。また、将来は良質瀝青炭や石油の不足が予想される中、褐炭等の
低品位炭への適用を考慮した新規技術開発が必要である。高液収率を狙った「超臨界水抽出によ
る石炭転換反応の試験・調査」では超臨界水抽出による石炭転換技術、「中温中圧熱分解試験」
については新しい水素化熱分解技術の実用化、および「マイクロ波加熱による熱分解試験」では
マイクロ波利用の可能性を検討するものであり、基礎的な技術開発段階と位置付けられる。次世
代技術開発調査として、基礎的実験・調査研究ならびに将来の実用化を見据えた評価及び課題の
抽出を第一の目的としており、プロジェクトの性格は明確である。 



 

3.事業の目標 
 (全体目標) 

 

項       目 開 発 目 標 
[要素技術開発] 
ａ．超臨界水抽出による石炭転換反
応の試験・調査 

(1) 小規模試験装置による試験を行
い基礎データの取得 

 
 
 
 
 
 
 
 
(2)生成物のｷｬﾗｸﾀﾗｲｾﾞｰｼｮﾝ 

・ 光触媒担持環境浄化能 
・ 燃焼性 
・ 表面構造  
 

ｂ．水素化反応の基礎調査 
(1) マイクロ波加熱による熱分解特
性の基礎的調査 

(2) 中温中圧熱分解試験による高液
収率熱分解反応条件の調査 

[調査研究] 
1)システム調査研究 
2)技術動向調査 

 
 
 
 
 
 
 

             H12 年度に変更 
 
 
 
 
 

・
・
・
 
 
・

・

 
 
・
・

4.事業の計画内容
(単位：百万円) H8fy H9fy H10fy 

 一般会計    
特別会計(電特)    
特別会計(石特) 47 141 143 
 総予算額(計) 47 141 143 

省内担当原課 資源エネ

運営機関 新エネ

委託先 (財)石

 
研究開発体制(実
態に併せ記載) 

研究協力先 
三菱マ
新日本
独立行

5.実用化、事業化
の見通し 

「マイクロ波加熱による熱分解試験
液収率が目標に達しなかったため実用
石炭からガスと軽質油を併産する新し
め、熱自立可能な規模の反応実証試験
年度から 5年間の計画で実施すること
験・調査」では、低品位炭から改質炭
原料が副生品として、従来の合成法で
であることが確認できた。今後の実用
続き行い、本プロセスの最適化を図っ
・2価フェノール類収率：４％以上(daf) 
・改質炭性状： 

発熱量 6,700kcal/kg(気乾)以上 
燃料比 1.0～1.5 
・液収率：50%以上 
・液性状：付加価値の高い化学原料としての 

軽質油 60%以上 
・ﾁｬｰの部分酸化による水性ｶﾞｽ化ｼﾌﾄ反応による 
活性水素の供給 H/C 1.0→1.7 
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CO2転化率 20%以上（光照射 8hr） 
通常熱分解チャーとの違いを明確化 
     〃 

液収率 50%以上を達成するための水素種及びその発生条件の探
索 
軽質油(30%以上)及び高カロリーガスを狙いとする高効率プロ
セスの構築 

反応器 1m3(数 t/d)規模プラントの設備、運転コスト試算 
実規模プラントの設備、運転コスト試算 

H11fy H12fy H13fy 総額 
(6 年間) 

    
    

103 129 115 678 
103 129 115 678 

ルギー庁 石炭課 

ルギー･産業技術総合開発機構(NEDO) 

炭利用総合センター 
テリアル㈱、アドケムコ㈱、宇部興産㈱、 
製鐵㈱、新日鐵化学㈱、三菱化学㈱、住友金属工業㈱ 
政法人 産業技術総合研究所 
」については、マイクロ波利用の基礎的知見は得られたが、
化の検討は見送った。「中温中圧熱分解試験」については、
い石炭変換プロセスが構築できる可能性が見出されたた
設備（～20t/d）による実用化に向けた試験研究を平成 15
が決まっている。「超臨界水抽出による石炭転換反応の試
を製造しながら、2価フェノール類などの高付加価値化学
得られる場合より安価に生成できるシステムが構築可能
化に向けては、数 t/d 規模のスケールアップ試験を引き
ていく必要である。 
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6.今後の展開 「マイクロ波加熱による熱分解試験」は平成 11 年度までの成果をもって一応の区切りをつけ
実用化検討は行わないが、マイクロ波応用分野における基礎的知見を得られたため、今後は民
間企業への技術情報支援を行っていく。「中温中圧熱分解試験」に関しては、本調査研究により
得られた成果を踏まえて、平成 15 年度から実用化に向けた研究を実用化補助事業として実施す
る。 
「超臨界水抽出による石炭転換反応の試験・調査」では、超臨界水により低品位炭を灰分の少
ない良質炭に改質すると同時に、2価フェノール類（カテコール等）などの高付加価値化学原料
が副生品として得られる特徴があり、しかも、従来の合成法で得られる場合より安価に生成で
きることが分かった。これらのことから、今後は本調査で得られた結果をもとに、試験装置を
スケールアップ（数 t/d 規模）し、熱分解生成物の収率制御の精度向上や超臨界水を取り扱う
上での技術的課題の解決に向けた技術開発を行い、トータルシステムとしての総合的な調査研
究を引き続き行っていく必要である。 

7.中間・事後評価 H11 年度終了後、中間評価を「石炭次世代・基盤技術委員会(NEDO)」にて実施した。H13 年度
終了後に事後評価を実施する。 

8.研究開発成果 特許出願：6件、査読論文数：2件、査読なし論文数：0件 
総説、解説、著書、ポスター：2件、口頭発表:9 件 
基本計画の変更 
（研究計画の変更） 

「超臨界水抽出による石炭転換反応の試験・調査」に関し、当初は燃
料油を主製品とするプロセスの構築を目指していたが、平成 12年度中間
評価後に超臨界水の特徴を生かした良質の改質炭と高付加価値化学原料
を副生する複合プロセスの構築を目指すように目標を変更した。 

変更内容 平成 11 年度終了後に「超臨界水による石炭転換反応の試験・調査」に
関する目標値を変更した。 
平成 11 年度終了後、「中温中圧熱分解試験」は一応の区切りを付け、
試験を終了させた。また、「マイクロ波加熱による熱分解試験」について
は継続を中止した。 

9.情勢変化への対
応 

評価履歴 平成 11 年度終了後、中間評価を「石炭次世代・基盤技術委員会(NEDO)」
にて実施した。 
H13 年度終了後に本プロジェクトの事後評価を実施する。 

10.今後の事業の
方向性 

「超臨界水抽出による石炭転換反応の試験・調査」では、試験装置をスケールアップ（数 t/d
規模）し、熱分解生成物の収率制御の精度向上や超臨界水を取り扱う上での技術的課題の解決
に向けた技術開発を行い、実用化を図っていくことが望まれる。 
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評価概要（案） 
1 総論 
１）総合評価 
今後益々重要となる低品位炭をベースとした石炭利用技術の開発は国にとって
実施すべき公共性のある事業であり、事業の目的及び政策的位置付けは妥当である。
超臨界水分解技術を用いて、低品位炭から付加価値の高いカテコールを選択的に得
ると同時に、発熱量の大きい改質炭を得る技術は独創性に富みかつ新規な技術であ
るといえる。 
しかし、本技術は化学原料と改質炭の併産型であり、このどちらにウェイトを置
くかによって、石炭利用技術開発事業としての政策的あるいは技術的位置付けが変
わってくる。この点を、少なくとも中間評価時点でもっと明確にすべきであった。
今後本技術の展開を図る際には、化学原料と改質炭のどちらにウェイトを置いて進
めるべきかを明確にした上で、国の関与の必要性を含め、十分に検討する必要があ
る。 

 
２）今後に対する提言 
実用化に当たっては多炭種適用性検討や製品カテコールの用途開発、及び技術的
にブレークスルーすべき課題の解決などが残されており、次の実証ステップへ進む
か否かの判断は周辺の諸事情を勘案して慎重に行うべきである。また他の低品位炭
前処理技術との融合の可能性や、低品位炭とバイオマスとの共処理技術の可能性な
どの調査研究を進め、今後、どのような形で実用化を図るべきか十分な検討が必要
である。 

 
2 各論 
１）事業の目的・政策的位置付けについて 
本技術は低品位炭前処理技術として発展する可能性もあり、他の石炭利用技術と
の融合を図れる点でも発展性に富んでおり、事業目的、政策的位置付けは妥当であ
る。 
本事業は、化学原料併産型技術であるが、化学原料にウェイトをおくべきか改質
炭にウェイトを置くべきかによって、石炭利用技術開発事業としての政策的位置付
けが変わってくる。この点を、少なくとも中間評価時点でもっと明確にすべきであ
ったと考えられる。またプロジェクト開始時に実施した技術動向調査の結果、石炭
を超臨界水処理する基礎研究の実績が乏しかったことから、大学等におけるさらな
る基礎研究の積み上げが必要であった。なお、化学品製造技術として本プロジェク
トを続ける場合は、国の関与の必要性を含め、今後十分に検討する必要がある。 
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２）研究開発マネージメントについて 
開始当初３つの調査項目を並列で実施し、中間評価時点で開発目標の適切な見直
しを行い、テーマの絞り込み、目標の実用化に向けての修正など、マネージメント
としては概ね妥当であった。 
本プロジェクトは、低品位炭の有効利用という観点からは NEDO 事業として問題
ないが、中間評価時における超臨界水処理技術の開発目標の見直しはプロジェクト
開始当初の課題解析の甘さを示している。 
今後計画立案の際には技術、製品の多様性まで含めて多面的に事前評価する必要

があると思われる。 
 

３）研究開発成果について 
低品位炭の含酸素官能基が多いという欠点を超臨界水分解技術を用いることで
付加価値の高いカテコールを選択的に得ることができるという長所に転じさせた
ことと、固体残渣の発熱量を増加させ得たことは、独創性に富んだ新規な技術であ
るといえる。 
ただし、カテコールの回収は石炭構造に大きく依存するので、操作条件よりもむ
しろ炭種の影響が大きい。実用化のための調査研究という本事業の性格から考えて、
超臨界水分解技術の適用範囲を明確にするために、幅広い炭種での実験を行い多炭
種対応の可能性を検討すべきであった。また、他の低品位炭利用技術と比較した本
技術の優位性を明確にすべきであった。 

 
４）実用化、事業化の見通しについて 
豪州ヤルーン炭に限定すれば、将来条件が整えば実用化への可能性はあると考え
られる。また、低品位炭の構造特性を生かして高付加価値製品を取り出し、残りを
エネルギー源に利用するというスキームを提示しており、本技術にとどまらず、こ
れからの低品位炭や有機系廃棄物の高効率利用のコンセプトを公共に提示してい
る点で波及効果は認められる。 
事業化に関しては、低品位炭改質事業単独では難しく、化学品事業を立ち上げる
ことができるかどうかが鍵になる。このためには、化学品製造技術として見た場合
の既存技術と比べた競争力の評価と副生品としての改質炭受け入れ先確保の検討
が重要になると考えられる。特に、カテコールの市場性を今後十分に検討する必要
がある。また、事業化にあたっては、技術的にブレークスルーすべき課題もまだあ
り、次段階のステップに進むか否かの判断は周辺の諸事情を勘案して慎重に行うべ
きである。 

 
 



 

1.6

1.6

1.6

1.8

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.研究開発ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ

1.事業の目的・政策的位置付け

平均値

 

（注）Ａ＝３，Ｂ

１．事業の目的・

２．研究開発マネ

３．研究開発成果

４．実用化・事業
評価項目 平均値 素点（注） 

政策的位置付けについて 
 

1.8 C A C B B

ジメントについて 
 

1.6 C B C B B

について 
 

1.6 C B C B B

化の見通しについて 
 

1.6 C B C B B
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＝２，Ｃ＝１，Ｄ＝０として事務局が数値に換算。 


