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制度名 石炭液化技術開発費補助金 事業名 石炭液化技術開発 液化基盤技術の開発  

アップグレーディング等技術 
事業の概要 石炭液化粗油を既存の石油製品の代替燃料油として利用するためには、石炭液化粗

油を石油製品と同等の品質まで向上させるアップグレーディング等技術開発が不可欠
である。  
アップグレーディング等技術開発では、石炭液化粗油中の不純物の除去や改質を行
い、石油製品並の品質に改質するためのアップグレーディング技術及び自動車燃料と
するための石油との混合技術について、実験プラント（ＰＤＵ） による運転研究及び
それを支援する小型装置による研究等を行い、技術の確立を目指す。 

 

1.NODE 及び産業
技術総合研究所
の関与の必要
性・制度への適
合性 

石炭液化技術開発は①液体燃料の大量かつ安定供給、②ナショナルセキュリティーの
確保、③石油代替エネルギー開発に関する国際的責務の遂行と国際エネルギー需給緩
和等の意義があるとして、サンシャイン計画の中で推進されてきたものである。アッ
プグレーディング技術開発は石炭液化油を市場に流通させることを目的に品質改善を
行おうとするものであり、石炭液化技術開発とは切り離せないものである。 
本技術開発は石炭液化技術開発と同様に上記①、②、③等の大きな意義がある反面で、
実用化までのリードタイムが長いこと等からナショナルプロジェクトとして実施する
ことは必須のことであった。なお、石炭液化アップグレーディング関連基礎研究に多
大なポテンシャルを有する産業技術総合研究所が、官側の研究機関として小型装置研
究の支援的基礎研究を実施するとともに、その成果等をもって適宜、石炭液化基盤技
術開発検討会等で助言及び意見交換する推進体制は、プロジェクトの遂行上必須のこ
とであった。 

 

2.事業の背景・ 
目的・位置づけ 

 

石炭液化粗油は、石炭の一般的特性である高度の縮合芳香族化合物やヘテロ元素を有
する化合物を多量に含んでいるため、貯蔵安定性、燃焼特性等において、市販燃料と
して満足できる性状ではなく、これらを石油製品と同等の品質にするために精製・改
質処理が必要となる。しかし、液化粗油の性状は石油との違いが大きいため、石油精
製より厳しい高度な処理が必要と考えられ、アップグレーディング技術開発が進めら
れることとなった。 
本技術開発では、石炭液化粗油を既存の石油製品並の品質に改良するためのアップグ
レーディング技術および製品化するための石油との混合技術等についての基礎研究に
基づいて、ＰＤＵの建設・運転研究を行い、アップグレーディング技術の確立を目指
すこととした。 
本技術開発は、基礎研究による開発要素を確認・実証するための実験プラントによる
研究を通じて、商業規模プラントの設計・建設・運転に対応できる技術パッケージを
整備するという目標を持つため、事業の類型としては「実用化・実証試験段階」であ
る。 
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3.事業の目標 
 (全体目標) 
 
 
   

 
 
 

 
 

 

 

4.事業の計画内容
(単位：百万円) H6fy H7fy H8fy H9fy H

一般会計      
特別会計(電多)      
特別会計(石油) 
      NEDO分 217 288 364 1,200 1

特別会計(エネ高) 
    産総研分     

総予算額(計) 217 288 364 1,200 1
省内担当原課 経済産業省 産業技
運営機関 新エネルギー･産業

再委託先 
新燃料油技術開発
㈱ジャパンエナジー
㈱三菱化学安全科学

研究開発体制 
 
 

参加法人研究所
及び共同研究先 独立行政法人産業技

5.実用化、事業化の
見通し 

本技術開発は、当初、我が国における石
がなされたが、エネルギー供給が安定し
設費が高い日本国内での立地は実現性が
ー需給構造は、依然として脆弱であり、
くことは、国のエネルギーセキュリティ
石油の純輸入国になりつつある中国、イ
用して、石油代替燃料油の製造を検討す
可能性調査を実施しており、今後、日本
の適用も考えられる。 

6.今後の展開 今後、急激なエネルギー需要の増加が予
炭国への石炭液化事業展開は十分可能で

１．石炭液化油精製技術の確立 連続運転時間１,０００時間以上
２．自動車燃料としての適正 日本工業規格（ＪＩＳ）への適合

開　発　目　標項　　目

１．石炭液化油精製技術の確立
(1)連続運転の実証 石炭

１，
(2)自動車燃料用基材の製造 自動

・改

・軽

(3)技術パッケージの整備 プロ
商業
きる

２．自動車燃料としての適正
(1)ＪＩＳ規格への適合 石炭

以下
（石
・ガ
・軽

項　　目
具体的実行目標
10fy H11fy H12fy H13fy 総額 
(8年間)

    
    

,129 1,343 1,418 1,354 7,313 

 168 156 169 493

,129 1,511 1,574 1,523 7,806 
術環境局 研究開発課 
技術総合開発機構(NEDO) 
研究組合、(財)石油産業活性化センター、
、出光興産㈱、（財）化学物質評価研究機構、
研究所 

術総合研究所 

油代替エネルギーの確保という観点で開発
ている現時点では、石炭価格やプラントの建
低い状況にある。しかし、我が国のエネルギ
石油代替エネルギーの製造技術を確保してお
ーの確保に繋がるものである。 
ンドネシア等では自国資源である石炭を利
るために、プラント建設を前提にした商業化
の石炭液化およびアップグレーディング技術

測される中国、インドネシア等アジアの産
あり、これら産炭国への技術移転とプラント

液化油の１段目水素化精製において、
０００時間以上の連続運転を達成すること。
車燃料用に以下の基材を製造すること。
質ガソリン基材

リサーチ法オクタン価　　９５以上
油留分基材

セタン価　　３５以上
セス及びエンジニアリングデータを取得し、
規模プラントの設計・建設・運転に対応で
技術パッケージを整備すること。

液化油系基材を石油系基材と混合して、
の石油製品ＪＩＳ規格を満足すること
炭液化油系基材の混合比率２０％以上）。
ソリン：ＪＩＳ自動車ガソリン２号
油：ＪＩＳ軽油２号

開　発　目　標
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建設によって、自国資源を利用した石油同等の燃料油の確保が可能となる。これによ
り、我が国ではライセンス収入およびプラント建設に係わる機器等の供給による収入
と合わせてアジアの産炭国における原油の中東依存度の削減も期待でき、多大なメリ
ットをもたらすものとなる。 

7.中間・事後評価 当該事業の技術開発については平成１４年度に事後評価を受ける。 

8.研究開発成果 特許(出願)：NEDO ０件(３件（準備中１件含）)、産総研 ０件（１０件）、 
論文発表件数：NEDO ４件、産総研 １１件 口頭発表件数：NEDO １７件、産総
研 １３件   
新聞発表件数：NEDO １件、産総研 ０件 

基本計画の変更 無し 
変更内容  

9.情勢変化への対
応 

評価履歴  無し 
10.今後の事業の方
向性  

作成日 平成１４年１１月１３日 
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「石炭液化技術開発 液化基盤技術の開発 

（アップグレーディング等技術）」（事後評価）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 
現状の自動車に適用できるガソリンおよびディーゼル燃料を石炭液化油のアッ
プグレーディング技術により製造できることを示した功績は大きい。芳香族化合物
が主な生成物である石炭液化粗油を改質し、それを基材として、石油由来のガソリ
ンや軽油並みの性状を持つ製品を製造するアップグレーディング技術は十分利用
できるとともに工業実施上のノウハウを蓄積させていて、所期の目的は達成されて
いる。また、各実施機関とも目標に対して十分な成果を得ている。 
日本国内においては、石炭液化の事業化までのシナリオや見通しも明らかでない
ので、このアップグレーディング技術が実用化される段階ではなく、改良されるべ
き点も残っているが、わが国にとって環境政策、エネルギー政策面から重要な技術
であることに間違いない。将来、国際戦略としても使い得る技術として発展させる
に十分な見通しが得られたことは大変意義深い。 
今後は、エネルギーセキュリティーとクリーン燃料の観点を考慮しつつ、想定す
る状況を明確にして、本開発技術で経済合理性の出る条件が厳格に整理されること
を期待する。また、将来中国やインドネシアなどへの技術移転が考えられる局面に
おいては、その立地に特化した液化油に対する評価も必要である。 

 
２）今後に対する提言 
アップグレーディング技術は関連企業においても活用の可能性があることから
積極的にこの成果を公開しその普及を図る方策を考慮すること。さらに、石油重質
油やオイルシェール等の超重質炭化水素資源の有効利用に対する技術として応用
できると考えられので、NEDO を中心にしてその推進にあたることが望まれる。 
PDU の商業化には、幅広い炭種へ適用性を拡張することも重要であるが、経済合
理性等の観点から本技術適用性の限界に対する厳格な検討も必要である。 
エネルギー関連プロジェクトは常にセキュリティーと環境保護の背反が問題とな
るので、研究開発の焦点を明確にしておくことが求められる。 
 
１．２ 各論 
１）事業の目的・政策的位置付けについて 
ナショナルセキュリティーの観点や時代背景認識から見て、事業の目的は妥当で、
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政策的位置付けは明確である。将来どのようなエネルギー問題があるか分からない
ことを考えると、日本の歴史の中でどこかの段階で達成する必要があった。そのよ
うな観点から、当然今の時期に達成されることに異論はない。本事業を民間で実施
することは不可能であり、国レベルで取り上げる課題である。 
世界的に石炭の液化技術やアップグレーディング技術に取り組む国や研究者は
稀有であり、わが国が国際的にリードできる分野になる可能性も秘めている。アッ
プグレーディング技術はその要求に対して十分に応え、国際的に技術供与が可能と
考えられる。 
今後は、NEDO を中心として石炭の液化技術とアップグレーディング技術を一体
とした実用化技術をいかに進展させるか議論を行い、方向性を整理する必要がある。
さらに、国際競争の土俵が何であるかを明らかにするとともに、達成されたこの技
術をどのように売り込み、維持して発展させていくのかということについてのビジ
ョンが望まれる。 
 
２）研究開発のマネジメントについて 
石油製品との混合使用を前提とした開発目標は概ね妥当である。究極的なアップ
グレーディング技術は石炭液化油 100％で石油代替の役割を果たすことであるが、
これは今後の課題であろう。 
事業体制については、自動車燃料の製造、製品品質等を熟知している石油会社２
社及び石油産業活性化センターとこれらを触媒など基礎研究で支援する産業技術
総合研究所との組み合わせで組織的に推進されており妥当である。産業技術総合研
究所は多くの重要な貢献を行っているが、使用済み触媒の表面解析や残存活性の評
価など産業技術総合研究所がポテンシャルを有する分野での、PDU 等へのより直接
的な支援が望まれた。 

 
３）研究開発成果について 
成果は目標値に到達している。日本で行った石炭液化技術で得た液化油を燃料油
として用いる技術が確立されたので事業は成功したといえる。本結果は国際水準か
ら見て先端的であり優れた成果である。国際社会で必要度の高い重要な技術として
大きな市場創造が期待される。 
しかし、主に瀝青炭液化油を用いて開発された現状技術は、このままでは実用化
できる完成された技術に到達していない。また、一般向けを含めて広報は十分とは
いえない。 
アップグレーディング油からの微量物質（酸素化合物、化学物質など）に関して
の詳細な情報を開示した公開用の成果報告書を期待したい。燃料として使用する際、
本プロジェクトで行った性能(排ガス)、環境/安全、部品への影響確認は車側から求
められる最低要件である。 
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４）実用化、事業化の見通しについて 
日本国内においては、石炭液化の事業化までのシナリオや見通しも明らかでない
ので、アップグレーディング技術が実用化される段階ではない。 
中国や東南アジア諸国が石炭液化油からのガソリンや軽油等の製品を使用せざ
るを得ない状況になれば十分に経済効果の見通しは立つ。その場合世界の石油消費
量抑制が期待され、間接ながら我が国への石油安定供給に貢献できると考えられる。 
最大の需要国である中国における経済性検討（F/S：概念設計）は別途行ってい
るものの、想定する状況を個別に明確にした分析が望まれる。 
現在のエネルギー事情を勘案すれば需要の見込は希薄であるが、将来を見据えた
とき、その重要性が認識され、地球環境問題、エネルギー供給問題などへの波及効
果は生じてくるものと考えられる。 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 成果に対

実験プラント 
による研究 

PDU の運転条件の確立等、成果は目標をク
値は十分に認められ将来の市場創造につなが
要性が増加する。技術的にも大いに評価され
今後は、スケールアップした商業規模プラ
想定される誤差の検討や、他の炭種への適応
石油精製によるガソリンや軽油の品質改善技

小型装置によ
る研究 

 

脱窒素やセタン価向上の研究で国際水準か
なデータも得られ、データベースとしての活
小型装置試験、PDU 試験及び支援研究は、
り効率的な研究開発のためには、更に強固な

産業技術総合
研究所の報告 

触媒作用機構や難脱窒素化合物の解明など
貢献は認められる。 
研究課題がやや分散したきらいがある。的
支援が行われれば理想的であった。 
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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    

 

 
 
 

 

する評価 今後の研究開発の方向性等に関する提言 

リアーしている。混合ガソリンとしての価
るし、エネルギー供給事情によっては、重
てよい。 
ント設計へ応用する際の妥当な適用範囲、
可能性の検討が必要である。また、現在の
術への応用が望まれる。 

開発されたアップグレーディング技術の適用可能性と限界を見極めてから、将来の
技術開発の方向について議論すべきである。本技術開発を終了させるのではなく、予
算規模は縮小してでも継続させ、実際に使ってもらえる地域を探してほしいとの意見
もある。 

ら見て満足できる成果をあげている。有用
用も期待される。 
それぞれ互いに補完関係にあるものの、よ
連携が望まれた。 

小型装置により、炭種や、石炭性状、液化油性状の違いに関するアップグレーディ
ング技術の適用可能性や限界の見極めが求められる。今後は、PDU への応用を期待す
るとともに、国際的にアピールできる技術なので、この技術をどう生かすか十分な議
論を進めていただきたい。 

の基礎研究で支援がなされていて、一定の

をしぼるとともに新規な触媒開発に関する

産業技術総合研究所の関与は、既存の石油精製技術の延長にとどまることなく、ま
ったく新規の技術開発を考慮に入れた基礎的な研究開発が望まれる。また、その関与
は、より直接的であり、かつ有機的、実質的、支援的であり、指導的であるとともに、
内容が明確であることが望まれる。 
あわせて、今後は、エネルギー関連プロジェクトで産・官・学のスタンスの再整理
が必要と考えられる。 
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2.8

2.0

2.0

1.5

0.0 1.0 2.0 3.0

平均値

１．事業の目的・政策的位置付け

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。 
 

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 B A A A A A 

２．研究開発マネジメントについて 2.0 B B B B B B 

３．研究開発成果について 2.0 B B B B B B 

４．実用化・事業化の見通しについて 1.5 B C B C C B 


