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プロジェクト概要 

作成日 平成 20 年 10 月 27 日 

プログラム名 燃料技術開発プログラム 

プロジェクト名 
石炭利用次世代技術開発調査 

ハイパーコール利用高効率燃焼技術の開発 
プロジェクト番号 Ｐ２００６ 

担当推進部/担当者 エネルギー・環境技術開発室   矢内主任研究員、只隈主査 

０．事業の概要 逼迫する石炭灰処理問題の解決及び CO2排出量削減を目的として、微粉炭火力以

上の高効率発電システムを開発するために、石炭中の灰分を高度に除去する技術を

開発する。 

Ⅰ．事業の位置付

け・必要性につ

いて 

 

NEDO が関与することの意義：本事業が目指すハイパーコール（無灰炭）燃焼技術

開発は、エネルギーの安定供給と CO2削減効果、灰処理問題の解決から、国レベル

の重要な課題であるが、その達成には大規模な設備の整備等に多大の費用と時間を

有するものであり、NEDO の関与が必要不可欠である。 

実施の効果（費用対効果）：ハイパーコール利用発電システム導入による CO2排出

抑制量は既存の微粉炭火力に比べ、約 20%削減可能なことから、2018 年～2030 年に

わたって導入率 20%で普及すると仮定した場合、年間 CO2削減量は 790 万ｔ-CO2が期

待される。また、灰削減量は年間 208 万ｔで、灰処理コストが平均 7,000 円/t とし

て、年間約 146 億円の削減が期待される。 

事業の背景・目的・位置づけ：電力に関して、将来（2010 年度末）の石炭火力設

備容量は 3950 万 kw と予測され、今後も一貫して伸びると予想されている。発電に

伴う灰処理問題は深刻で、我が国における石炭灰の排出量は 2012 年には 1200 万ト

ンにも及ぶと予想され、再利用できなくて埋め立てせざるを得ない石炭灰は 250～

550 万トンにも及ぶ可能性が有る。既存の微粉炭火力発電所にハイパーコールを導

入することにより「灰削減効果」は非常に大きいものと考えられる。また、我が国

は京都議定書に従い、CO2を 6%削減することが義務づけられていることから、CO2排

出量構成比が高い発電部門からの排出量を削減することが全体に対する削減効果が

大きく、このため発電の高効率化が肝要である。 

Ⅱ．研究開発マネジメントについて 

 
 
 
 
 

事業の目標 終目標：ハイパーコールの連続製造技術を開発し、さらに収率 60%以上、灰分

200ppm 以下、アルカリ分（Na+K）0.5ppm 以下の品質を連続的に達成する技術を確

立する。 

 

中間目標（平成 16 年度）：連続抽出試験装置の各要素機器によるバッチ運転により、

それぞれの装置について操作条件の 適化を図る。また、各要素機器のバッチ運

転において、ハイパーコールの品質目標（収率 60%以上、灰分 200ppm 以下、アル

カリ分（Na+K）0.5ppm 以下）を達成する。 
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事業の計画内容  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

開発予算 H14fy H15fy H16fy H17fy H18fy H19fy 合計

143  136  164  270  373  270  1,356  
( 90 ) ( 23 ) ( 113 )

65  63  75  63  137  102  505  
( 24 ) ( 37 ) ( 61 )

20  17  21  30  50  26  164  
( 10 ) ( 20 ) ( 30 )

228  216  260  363  560  398  2,025  
( 124 ) ( 80 ) ( 204 )

特会 (当初) － － － － － －
(石油) (実績) 228  216  260  363  560  398  2,025  

(当初) － － － － － －
(実績) 228  216  260  363  560  398  2,025  

単位：百万円

合計

総予算額

神鋼

JCOAL

産総研

内数：( ) 加速財源

 

経済省担当原課 資源エネルギー庁 資源･燃料部  石炭課 

プロジェクトリーダー － 

委託先 

(株)神戸製鋼所 

(独)産業技術総合研究所 

(財)石炭エネルギーセンター 

＜旧 (財) 石炭利用総合センター＞ 

開発体制 

再委託先 

京都大学 

九州大学 

岐阜大学 

情勢変化への対応 本事業では、石炭を溶剤抽出することによりハイパーコールを製造し、これをガ

スタービンで直接燃焼させる高効率ガスタービン複合発電システムを開発するこ

とを初期の目的として研究開発を開始した。その結果、平成 15 年度末において、

ハイパーコール製造技術に関しては、中間研究開発目標をほぼ達成し順調に成果を

上げてきているが、高効率ガスタービン複合発電システムの実用化までには、さら

に平成 30 年までの長期的計画が必要である。 

一方、ハイパーコールは灰処分場が逼迫している微粉炭火力や加圧流動床複合発

電(PFBC）等における一般炭の代替燃料として有望であることが、研究開発の過程

で明らかとなり、無灰であるハイパーコールの利点が注目されている。また、直接

還元鉄製造用や非鉄金属精錬用の炭材といった冶金利用の分野でも、ハイパーコー

ルの高流動性というメリットが明らかになっている。これらの新規用途は、ガスタ

ービンよりも早期に実用化できる可能性があるため、従来の研究開発項目に微粉炭

研究開発項目

(1)製造(溶剤脱灰)技術の開発

(2)燃焼性･ハンドリング性評価

(3)用途開発

・ 適条件探索
・抽出機構の解明
・灰溶出挙動の解明

・BSU(連続装置)運転

・燃焼性評価
・ハンドリング性評価

・基盤研究、サンプル製造

・コークス利用･炭材
・微粉炭火力･加圧流動床(PFBC)

・高付加価値利用 等

(4)総合評価
・製造プロセス設計と経済性
・発電システムと経済性
・LCAによるＣＯ２評価

基礎研究

プロセス技術開発

・脱アルカリ技術開発

14年度 15年度 16年度 17年度 18年度 19年度

中間評価
▼
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火力の燃料向け及び製鉄・非鉄金属精錬用の炭材向けハイパーコールの用途開発も

開発項目に加えながら、研究開発を推進している。 

Ⅲ．研究開発成果について 

 研究項目 検討事項 成 果 

 1.ハイパーコール

製造技術の開発 

(基礎研究) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 適条件探索 

 

 

 

 

 

②抽出機構の解明

 

 

 

 

③灰溶出挙動の解

明 

 

 

④炭種適応型 

脱灰法の探索 

 

 

 

 

 

⑤高付加価値 

利用 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・瀝青炭及び低品位炭に対する 適抽出条件を決定した。特

に低品位炭では抽出過程における改質作用により、コーク

ス原料として付加価値の高いハイパーコールの製造条件を

見出した。 

・低品位炭からの製造方法として、極性溶剤の使用および事

前酸処理法が有用であることを提案した。また、抽出温度

を 380～420℃とすることにより、抽出率の増加と改質効果

が得られることを明らかにした。 

・瀝青炭に対して 350～400oC で起こる凝集構造緩和により、

ハイパーコールが製造できるメカニズムを明らかにし、こ

れが製造技術の基礎理論となった。 

・低品位炭の抽出では、水素結合、金属カルボキシレート結

合の解放により抽出が進行することを明らかにした。 

・ハイパーコールに含有する極微量の金属分析を行う方法と

して、新たに高感度で分析する手法を開発した。 

・独自開発した高感度分析により、ハイパーコールに極微量

含まれる灰分の金属種を定量的に測定した。 

・ハイパーコール抽出率の高い瀝青炭の選定指標として、石

炭の軟化開始温度が抽出率と高い相関を有することを見出

した。また、低品位炭に対する炭種選定指標としては、低

品位炭中に特有の金属カルボキシレート量と抽出率が良い

相関を示すことを見出した。 

・ハイパーコール製造プロセスにおいて重要である全炭種に

適用可能な炭種選定指標として、簡易な元素分析値、工業

分析から推定する推算式を作成することに成功した。 

・すべてのハイパーコールの特徴である高い熱軟化性を利用

して、それをコークス製造の軟化溶融促進材として使える

ことを明らかにした。また、原料炭の代替としてハイパー

コールを添加することで、コークス強度も向上することを

見出すに至った。 

・ハイパーコールの添加による配合炭全体のコークス強度発

現のメカニズムを解明した。 

・灰分が極めて少ない特徴を応用して、新規の触媒ガス化プ
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1.ハイパーコール

製造技術の開発 

(基礎研究) 

 

 

 

 

⑤高付加価値 

利用 

 

ロセスへの用途開発を行い、触媒劣化がなく高いガス化速

度で選択的に水素を製造できることを明らかにした。 

・触媒ガス化を低品位炭ハイパーコールに応用し、世界で初

めて 650℃という極低温でガス化が連続的に進行すること

を見出した。 

 ① 適適抽出条件

の選定 

 

・ハイパーコールの抽出に用いる溶剤としては，2環芳香族系

溶剤が石炭分子と基本的な構造が近く，また熱安定性が高

く，炭種によっては 60wt%daf 以上の高い抽出率を与えるこ

とを見出した。 

・抽出温度域で石炭より生成する主な成分が 2 環芳香族であ

り，プロセスロスを補填した完全溶剤循環が可能となるた

め，2環芳香族をプロセス溶剤として選定した。 

・ハイパーコールの 大抽出率が得られる 適な抽出温度，

時間としては，温度：360-400℃，時間：0-60 分という条件

が選定された。 

・プロセス操作条件としては，スラリー中の石炭濃度は 35wt%

以下，石炭粒度はスラリーハンドリング可能な 2mm 以下が

適していることを明らかにした。 

・以上の抽出処理を行うことにより，ハイパーコール製造プ

ロセスでは，石炭からの含酸素官能基の除去と軟化溶融性

の改善という高い改質効果が得られることを実証した。 

・脱酸素作用は自然発火性の抑制に，軟化溶融性の改善はコ

ークス用流動性補填剤として有効と考えられた。 

 

1.ハイパーコール

製造技術の開発 

(プロセス技術開発) 

②固液分離技術の

開発 
・重力沈降法を用いた石炭抽出スラリーからの固液分離特性

について検討した結果，未溶解成分（RC）では灰分と有機

分が一体となり，粒径に応じた速度で自由沈降すること，

またRCの大部分を占める大きな粒子は速やかに底部に堆積

して圧密濃縮層を形成するが，微細な粒子は沈降速度が非

常に遅く，沈降せずに漂うため，清澄化はあるレベルで留

まることを明らかにした。 
・回分型の沈降槽では，圧密濃縮は約 30 分で収束し，RC 濃度

は 40wt%程度，一方清澄化は約 60 分で収束し，RC 濃度は
0.2wt%程度で擬似平衡に達した。 

・沈降槽温度としては熱分解の抑制と，沈降速度確保の観点

から 350℃程度が 適であることを示した。 

・沈降分離特性は炭種により変化し，その原因は RC の凝集性

が異なるためと考えられた。沈降分離性の劣る炭種に対し

ては，凝集性の良い RC を生成する炭種を 5～20wt%程度混合
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  することで，特性を改善できることを見出した。 

・回分式試験結果から連続製造設備における操作として以下

の標準条件を設定した。 
「抽出率 60wt%，灰分濃度 10wt%の石炭を沈降処理する場
合，スラリー中石炭濃度 20wt%，アンダーフロー中 RC 濃
度 30wt%，オーバーフロー/アンダーフロー抜き出し比
7/3 とする」 

 ③脱アルカリ技術 ・H-Y 型ゼオライトが 360℃-10atm という溶剤抽出条件と同条

件下においても，脱アルカリ性能を有し，目標値である Na

＋K＜0.5ppm，Ca＜2ppm を達成できる技術的見通しを得た。
・使用済みゼオライトの再生方法として加熱法が有効であり，

繰り返し使用しても脱アルカリ性能は維持できることを確
認した。 

 

1.ハイパーコール

製造技術の開発 

(プロセス技術開発) 

④製造プロセスの

検討 
・基礎検討結果に基づき，石炭処理量 0.1t/day の 2 段沈降方

式ハイパーコール連続製造設備（BSU）を設計，建設し，石

炭 6 種を原料とし，総運転時間 4,000 時間に亘り製造技術

の確立に関する実証運転を行った。 

・BSU 連続運転条件の 適化を図ることにより，石炭 2種にお

いてハイパーコール収率 60％以上の目標値を達成した。 
・連続沈降分離における脱灰特性を検討することによって沈

降分離条件を 適化し，さらに新たに考案した段温度差濾
過処理法を適用することによって，灰分濃度 200ppm 以下の
ハイパーコールを安定して製造できることを実証した。『以
上をもって，連続製造に関するプロジェクトの技術開発目
標を，全て達成することができた。』 

・溶剤回収工程における標準的な処理条件を確立し，ハイパ

ーコール製造プロセスにおいて溶剤循環が成立することを

明らかにした。 

・延べ 4000 時間以上に亘る BSU 運転を実施し，4ton 強のハイ

パーコールサンプルを製造して，ガスタービン燃焼試験，

石炭火力燃焼適応試験，コークス製造試験，非鉄金属還元

用試験等に提供した。 
・石炭中の微量金属成分である水銀とヒ素について，ハイパ

ーコール製造プロセスにおける分配挙動を明らかにした。

 2.ハイパーコール

のハンドリング性

及び燃焼性 

①キャラクタリゼ

ーション 

・ハイパーコールブリケット単体の HGI（ハードグルーブイ

ンデックス）は約 140 で粉砕性は良好である。 

・自然発熱性は一般の瀝青炭並みであり，大きな問題とはな

らないとの見通しを得た。 

  ②凝集と分散 ・溶剤脱灰後のハイパーコール微粉砕物は石炭に比較して凝

集し易い。分散させるにはエアエジェクターが有効である

ことを確認した。 

  ③燃焼基礎特性 ・代表的な一般炭と比較してハイパーコール及び副生炭共に

良好な燃焼性を示した。 
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  ④ガスタービンシ

ステム及び燃焼

性 

・燃料の安定供給には燃料搬送系へのエジェクタ設置，燃焼

安定性は，水冷バーナの適用とスワラー角度の適切な選定

により可能であることを確認した。 

・燃焼完結性については燃焼器の空気配分の適正化により燃

焼効率９９％以上を達成した。 

・リッチ・リーン燃焼及び還元剤投入により NOx 値 150ppm

以下（O2 16%換算）を実現した。 

・燃料中の灰分による翼摩耗について簡易評価手法を確立

し，燃料中の灰分 200ppm 以下で且つ灰の平均粒径が 2μm

レベルであれば商用機として必要となる耐久性を保有す

る可能性がある結果を得た。 

 

 3.新規用途開発 

 

 

 

 

①発電用燃料 ・微粉炭火力への適用性についてハイパーコールは既設の設

備で通常の石炭と同様に取り扱えることを明らかにした。

ハイパーコール混炭率 30％に於ける燃焼特性は，通常の微

粉炭とほぼ同じであった。灰分低下に伴う灰中未燃分の増

加もわずかであり，灰の有効利用の観点からは問題がない

との見通しを得た。 

・PFBC への適用性について 10％，25％及び 50％混炭のスラ

リーを製造し特性を把握した。いずれの場合も良好なスラ

リー特性を示し，実機に適用できる可能性を得た。 

  ②製鉄・非鉄還元

用炭材 

・ハイパーコールは優れた軟化流動特性を有しており，コー

クス製造時における配合炭の流動性，接着性の改善に効果

があることを明らかにした。 

・ハイパーコールを 5-10％の比率でコークス用に配合する

と，非微弱粘結炭 50％多量配合の場合でも，ドラム強度

（DI）84 以上のコークスが製造でき，また粘結炭比率を下

げた配合でも，DI 85.5 以上の高強度なコークスを製造で

きることを明らかとした。 

・非鉄金属精錬分野でのハイパーコールの新規用途開拓を目

的として，シリコン還元とイルミナイト還元（合成ルチル

製造）を取り上げ，基礎的な実験検討を行った。 

・シリコン還元においては，ハイパーコールを前処理するこ

とで高強度・高密度のチャーを製造でき，このチャーが既

存の炭材と同等以上の還元反応性を有しており，高純度シ

リコン製造用還元剤として有望であることを明らかとし

た。 

・イルミナイト還元においては，ハイパーコール副生炭（RC）

をブリケット化し，還元試験をした結果から，RC は従来材

以上の反応性を有し，イルミナイト製造の生産性向上に寄

与しうることを明らかとした。 
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 4.総合評価 ①製造プロセスの

概念設計 

・ 新の研究成果に基づいてプロセスの概念設計並びに機

器・設備及び製造コストを試算し，以下の結論を得た。 

ⅰ) プラント規模として産炭地山元に日量6000tonの商業

プラントを建設する場合の建設費はUS$150Mと推算さ

れた。 

ⅱ）2006 年度統計に基づき，一般炭（山元価格 US$50/ton）

を原料とし，ハイパーコール山元出荷価格を

$US94/ton，RC を$US35/ton に設定すると，内部利益

率は 15%以上と計算され，事業として成立しうる。 

ⅲ）ハイパーコールの FOB 価格は 10,100 円/ton で，強粘

結炭の FOB 価格 11,500/ton より安価となり，コーク

ス利用におけるメリットが期待できる。 

ⅳ）灰処理費用や石炭税を加算したハイパーコールの熱量

単価は\1.40/Mcal（日本着 CIF 価格）となり，一般炭

の\1.24/Mcal より 1 割程度高くなるが，ガスタービン

直接燃焼による CO2削減，発電効率の向上効果を考慮

すると，十分な価値があると判断される。 

 4.総合評価 ②高効率発電シス

テムの概念設計

・ハイパーコール焚きガスタービン複合発電システムを検討

した結果，燃焼器はハイパーコール専用に開発する必要が

あるが，そのほかの設備は概ね既存設備でシステム構築が

可能である見通しを得た。 

・ハイパーコールの製造コストは未だ不確定な要素が多い

が，微粉炭火力の発電コストに対して概ね拮抗するレベル

になると想定される。 

  ③LCAによるCO2評

価 

・LCA データとして山元(グレゴリー炭)のエネルギー消費デ

ータを調査し，又製造プロセスにおける CO2 排出原単位を

精査した。その結果ハイパーコール発電システムの CO2 負

荷は通常の微粉炭火力と比較して約 16%削減可能であるこ

とを明らかにした。 
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 【特許・論文等について】 

 
特記事項 
 平成１７年度日本エネルギー学会 奨励賞 宍戸 貴洋（産総研） 
 平成１９年度日本エネルギー学会 学会賞  斎藤 郁夫（産総研） 
工学博士(神戸大学) (平成 20 年 3 月) 奥山 憲幸 (神戸製鋼所） 

Ⅳ．実用化､事業化の 

見通しについて 

ハイパーコールをガスタービンで直接燃焼させる高効率ガスタービン複合発電シ

ステムが開発できれば、2030 年度までにハイパーコール発電システムとして 729 万

kW、市場占有率約 20%で普及されることを想定しておりその影響は大きいが、実用

化までには長期的な開発が必要である。 

一方、一般炭代替として微粉炭火力向け燃料や製鉄・非鉄冶金用の還元炭材にハ

イパーコールを適用することは、既に灰分濃度、燃焼性、流動性等の品質として十

分なレベルに達しており、製品としては直ぐにでも実用化が可能な状況にある。特

に、非鉄冶金用の還元炭材としてのハイパーコールは、価格面、生産面（100t/d 規

模で十分）での制約も少なく、早期における実現の可能性が高い。また、微粉炭ボ

イラー用燃料としては、ハイパーコールの価格が一般炭と競合でき、かつ安定供給

が保証できるならば、電力会社、発電業者、IPP 事業者等より購入の可能性を示唆

されている。 

従って、今後は 冶金用向けハイパーコール→ 微粉炭火力向けハイパーコール→ 

ガスタービン向けハイパーコールという段階的に規模、製品品質を向上しながら生

産することにより、ハイパーコール利用技術の早期実用化の見通しは得られるもの

と考えられる。 

 

 

 

 

 

Ⅴ．評価に関する 

事項 

 

 

 

 

 

事前評価 平成 13 年度 実施 

（経済産業省資源エネルギー庁資源燃料部石炭課） 

 

 

 

 

 

 

国内

国際 ５1３００１０
招待講演

１０1００００

２００００２０新聞発表

１０００００１テレビ報道

９１２１２１1８１０1１１０国内

６０１１１２１２８１０７国際
学会発表

５０１１５３１０６１５
学術論文

(査読有り)

２７１６３５１２０特許出願

合計H19年度H18年度H17年度H16年度H15年度H14年度

国内

国際 ５1３００１０
招待講演

１０1００００

２００００２０新聞発表

１０００００１テレビ報道

９１２１２１1８１０1１１０国内

６０１１１２１２８１０７国際
学会発表

５０１１５３１０６１５
学術論文

(査読有り)

２７１６３５１２０特許出願

合計H19年度H18年度H17年度H16年度H15年度H14年度
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中間評価 平成 16 年 5 月 31 日(第 1 回),7 月 27 日(第 2回)実施 

【評価コメント】 

資源小国の日本にとってエネルギー安定供給の視点から豊

富に存在する石炭のクリーン利用は不可欠である。環境に配慮

した無灰炭の製造およびその利用に関するハイパーコール技

術の開発はこれまで例はなく、その独創性は高く、我が国が今

後とも石炭をエネルギー源として使用していくために必要な

技術であると評価できる。日本は石炭を海外から長距離輸送に

より輸入して使わざるを得ない。従って現地山元で出来る限り

クリーン化して輸送効率を高めることは評価できるが、副生炭

が、石炭産出国で経済性のみならず環境的にも利するものであ

るという特長を明確に示した方が良いと考えられる。 

全体計画が作られていることは良いが、 終目標への到達時

期が遠く、それに至るまでの技術課題をより明確にする必要が

ある。炭種拡大にあたっては適用意義を明確にし、他の技術と

のコスト評価比較を十分に実施すべきである。 

ハイパーコールは灰分が 200ppm 以下とかなり高品質である

ので，ガスタービン燃料の他に、その特長を活かした用途の開
発に当面は注力するのも一つの選択肢である。 

 

【今後に対する提言】 

灰分 200ppm 以下、アルカリ分（Na＋K）0.5ppm 以下のハイ

パーコールを製造できたことは大きな成果といえるが、さらに

硫黄や他の有害微量成分の挙動に関するデータを取得し、さら

に一段クリーンな石炭の開発につなげて欲しい。また、商業的

にもハイパーコール製造が成り立つことは試算されているが、

当初目標であるハイパーコール利用のタービン直接燃焼コン

バインドサイクル発電の実現可能性の見極めを早急に推進す

べきである。そのため、燃焼試験用サンプルを十分に確保する

ためのパイロットプラントの建設が急がれるのではないか。 

一方で、ガスタービン燃料よりもむしろ至近年に商用化可能
でハイパーコールの特長を活かした炭材としての冶金利用、化
学工業原料としての利用などの利用面の探索にも注力すべき
と考えられる。 

【継続可否の判断】 

＜今後のプロジェクトの方向＞ 計画を一部変更し実施する。 

Ⅴ．評価に関する 

事項 

 

事後評価 平成 20 年 11 月 6 日 実施予定 

Ⅵ．基本計画に関す

る事項 作成時期 平成 13 年 9 月 13 日、基本計画作成。 
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変更履歴 (1) 平成13年9月13日、基本計画作成。 

(2) 平成14年3月、省庁再編に伴う経済産業省とＮＥＤＯの役割分

担の見直しを受けて、研究開発の目的、内容、目標を統一的

に明記する等の改訂。 

(3) 平成15年3月、石炭利用次世代技術開発の基本計画より、終了

等した開発項目を削除し、継続する項目の「ハイパーコール

利用高効率燃焼技術の開発」として基本計画を改訂。 

(4) 平成 16 年 3 月、ＮＥＤＯ独立行政法人化に伴う、名称、根

拠法等の改訂。 

(5) 平成 17 年 3 月、ＮＥＤＯ独立行政法人の中間評価の結果を

受け、新たな用途開発を追加する等の改訂。 

燃料技術開発プログラム策定に伴う表題記述の変更。 
 
 
 
 
 
 



 

12 

「石炭利用次世代技術開発調査－ハイパーコール利用高効率燃焼技術開発」 

全体の研究開発実施体制 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

株式会社 神戸製鋼所 
 
 

研究項目： 
・ ハイパーコール製造

（溶剤脱灰）技術開発 
・ コークス製造用添加剤

および非鉄金属精錬用

還元剤としての適用性

検討 
 

（財）石炭エネルギー 
センター 

 
研究項目： 
・ハイパーコールのハン

ドリング性評価及び燃

焼性評価 
・微粉炭火力、加圧流動

床複合発電設備等への

適用性検討 

(独)産業技術総合研究所 
 
 

研究項目： 
・ 多炭種対応型の溶剤脱

灰技術の基礎研究 
・ ハイパーコール配合に

よる粘結・コークス化機

構の解析 
・ ハイパーコールの触媒

ガス化検討 

委託 100% 

京都大学 
研究項目： 

ハイパーコールの構造

解析に関する基礎研究 

再委託 

九州大学 
研究項目： 

ハイパーコールの炭化

特性に関する基礎研究 

岐阜大学 
研究項目： 

ハイパーコール中の微

量金属に関する基礎研

究 

委託 100% 委託 100%

ＮＥＤＯ 
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「石炭利用次世代技術開発調査－ハイパーコール利用 

高効率燃焼技術開発」（事後評価） 

評価概要（案） 

 
１．総 論 
１）総合評価 
石炭の高効率利用、クリーンコールテクノロジーにつながるハイパーコール

の開発は意義あるものであり、我が国の開発課題として極めて妥当である。特

に、製造技術とこれに関する基礎研究のレベルは極めて高く評価できる。溶剤

脱灰技術では、メカニズムの解明、多炭種での実証などを通して基本的な技術

特性と適用可能性を明確に示しており、貴重な知的財産となる。コークス製造

用途への利用では、適性や経済性に優れる見通しが得られており、ハイパーコ

ールの大きな意義を見出すことができた。 
ただ、本開発はガスタービン直接燃焼利用の高効率コンバインドシステムを

目指したものであったが、このシステムの概念設計が十分なされておらず、そ

の技術課題の全体像を示すとともに、近年進歩の著しい他の CCT に対する優位

性を明確にすべきであった。 
 

２）今後に対する提言 
ハイパーコールのコークス製造用途については、低品位炭の高付加価値化を

可能としており、さらなる技術開発展開を期待したい。今後パイロット規模か

ら実用化で検証していくことが重要である。また山元から利用先までを考えた

高効率で 適な全体システムを構築することが望まれる。 
ハイパーコールと副生炭利用のトータルでの 適な目標レベルを設定する必

要がある。その際、ガスタービン燃焼については、硫黄やその他有害物質の処

理や内外の技術開発の展開を考慮した目標設定が必要である。当初の目的であ

る石炭直接燃焼ガスタービンと組み合わせた発電システムの技術課題の全容と

現時点の課題を明らかにすることが必要である。 
 

２．各 論 
１）事業の位置付け・必要性について 
本事業は、我が国のエネルギー供給の安定化、石炭の高効率利用、石炭灰処

理問題解決の観点から極めて重要であり、NEDO の事業として妥当である。ガ

スタービン燃焼に直接利用できるレベルにまで無灰化する本技術は、世界に先

駆けた日本独自の技術であり、 終目標の難度は極めて高く、民間等のみでは
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到底チャレンジできないものであり、国の関与が必要であった。 
しかし、灰分の前処理に比べて一段の技術難易度の高い、ガスタービン燃焼

の要素技術の研究開発計画の内容は十分でない。依然として課題が残っており、

実用化までにはまだ 10 年程度の研究期間が必要である。 
また、「CO2 削減を大前提とするプロジェクト設定」が修正されておらず、中

間評価以後に軌道修正して開始された応用分野開発技術の位置づけをもう少し

明確にすべきであった。 
 
２）研究開発マネジメントについて 
ハイパーコール製造に関する技術開発は、具体的な高いレベルの目標を立て、

国研と企業が有機的に連携して、基礎研究を基盤とした応用研究まで展開して

おり、事業体制は極めて妥当である。コークス製造用途へ重点を移した計画見

直しも妥当である。さらに、低品位炭の 適抽出温度において抽出と同時に改

質が起こり、得られたハイパーコールがコークス用炭材として極めて有効と判

断し、技術開発の継続を図ったことは大きな成果である。 
ただし、 終の利用先を見据えたプロジェクトリーダー的存在がはっきりと

せず、特に燃焼ガスタービンシステムへの応用に関しては全体像、その道筋、

開発課題等をもっと明らかにすべきであった。5 年間の研究期間にわたる開発計

画について、内外の技術開発の展開をより考慮した、或いは明示したうえでの

目標設定などの適宜見直しを取り入れることが望ましい。 
 

３）研究開発成果について 
ハイパーコール製造の目標である、収率 60％以上、灰分 200ppm 以下を達成

した技術と、その裏付けとなる基礎研究の学術的レベルの高さは、高く評価で

きる。石炭の脱灰技術開発は、学術成果としての情報発信と知財の確保が適切

に行われている。コークス用炭材利用については、低品位炭活用が可能である

ことを示した。適性に優れ、価格高傾向の原料炭代替として良好な経済性を有

しており、鉄鋼業界での応用が期待されている。 
ただし、燃焼性評価と総合評価（ガスタービンシステムの概念設計と LCA 評

価）は、十分でなかった。高効率・クリーン・ガスタービン発電への直接利用

という当初のハイパーコールの目的を達成するための課題の全容が見えないた

め、大まかな道筋はあるが、具体性に欠ける。問題点の抽出、解決指針につい

て十分とはいえない。ガスタービンへの適用に関しては、実証に長期間を要す

ること、その間の IGCC など他の石炭利用技術の進捗などを考えると、長期間

の技術開発投資をしても市場がかなり限定されたものとなることが懸念される。 
 
４）実用化、事業化の見通しについて 
ハイパーコール製造技術は、当初想定していた石炭直接燃焼ガスタービンと
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の組合せによる CO2 削減技術としてではなく、低品位炭を高付加価値化する技

術として極めて大きなインパクトがあり、様々な分野での用途が期待される。

特に、コークス利用については、適性や経済性に優れる見通しが得られており、

非常に有望である。事業化に向けたシナリオ通り着実に進めてほしい。また、

プロジェクト内で工学博士を輩出するなど、人材育成に関しても成果が認めら

れる。 
一方、 終目標であるガスタービンコンバインド発電に関する成果、今後の

開発課題と対応策等が不明確であるために、事業化の可能性は明確ではなく、

高効率化・クリーン化への目途は立っていない。 
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個別テーマに関する評価 

個別テーマ名 成果に関する評価、実用化に関する評価、今後に対する提言 

溶剤脱灰技術の

開発 

灰分濃度 200ppm 以下にて連続製造を実現した。その裏付けとなる石炭構造の基礎解析など、

多くのレベルの高い有益な科学的知見を得ている。抽出機構を解明し、瀝青炭のみならず低品

位炭（褐炭、亜瀝青炭）にまで適用の可能性を見出したことは、今後の利用先拡大につながる。

企業との緊密な連携により実用化も期待できる。 
今後、石炭利用にとって重要な硫黄やその他有害物質の挙動に関するデータの蓄積と除去技

術開発への展開が望まれる。さらに、自ら新たな数値目標を設定し、その達成に向けた科学的

根拠に基づくシナリオに修正されることを望む。 

ハイパーコール

の燃焼評価及び

ハンドリング性

評価 

ブリケット化および粉砕性とも通常の瀝青炭と同様に行われることを明らかにしており、実

用化のための基礎的知見は得られている。燃焼特性評価に関して一通りの目的は達成している

ものの、ガスタービン燃焼への検討は不十分である。ハイパーコールを直接ガスタービン燃焼

に利用し、CCT を達成しようとする当初のシナリオは、実用化や事業化への見通しを得ていな

い。 
ハイパーコールガスタービンプロセスの可能性を探るために必要な要素技術、技術課題を明

確にした上で、早急に、他の高効率システムの状況を見据えた開発目標値の見直し、システム

検討を実施し、実用化のイメージを描くべきである。 
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ハイパーコール

の用途開発 

様々な用途開発を精力的に行っている。ハイパーコールの特徴（高流動性、高溶融性、高範

囲炭種）を生かしたコークス利用への展開は極めて重要である。実用化、事業化の可能性もあ

り、今後のさらなる発展に期待したい。低品位炭から高強度のコークスが製造でき、価格高騰

傾向にある原料炭代替品としての需要が期待できる。本用途に対して後継の技術開発プロジェ

クトを実施することになったのは大きな成果である。 
一方、微粉炭燃焼（PCF）や PFBC への具体的適用については説明がなく、実用化の可能性

は不透明である。炭元オーストラリアでハイパーコールを製造し、日本へ輸入して、利用する

というシステムに限定せず、世界各地での事業展開と地域貢献を視野に入れた、広い目標設定

を行う必要がある。また、副生炭のビジネスモデルは、多種の技術要素をいかに組み合わせて

効用を 大にするかという、システムズアプローチ思考の好例題である。 

総合評価 

ハイパーコールの製造から国内受け渡しまでのコスト、経済性評価は分かり易くなっており、

原料炭に十分匹敵する可能性がうかがえた。 
ただし、各発電効率の比較において、競合技術の性能を示す数値が適切でない。プラント補

機動力が明らかに大きいハイパーコールコンバインドの送電端効率47.9%がLNGコンバインド

送電端効率 47.4%よりも高く、同じ条件でのシステム比較になっていない。誤解を招く恐れが

あるため、各発電方式の経済性評価結果は公表を控えるか、 新データに基づく再評価が必要

である。経済性評価は研究分野として成熟しつつあり、評価手法や経験を有する評価者に検討

委託することにより、適切な経済性評価が実施できたと思われる。 
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評点結果〔プロジェクト全体〕 

1.6

2.1

2.0

2.4

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．事業の位置付け・必要性

 
評価項目 平均値 素点（注） 

１．事業の位置付け・必要性について 2.4  B A B A B A B

２．研究開発マネジメントについて 2.0  C C B A B A B

３．研究開発成果について 2.1  C B B A B B A

４．実用化、事業化の見通しについて 1.6  C C C B C A B
（注）A=3，B=2，C=1，D=0 として事務局が数値に換算し、平均値を算出。 
  
＜判定基準＞ 
(１)事業の位置付け・必要性について (３)研究開発成果について 
・非常に重要          →A
・重要             →B
・概ね妥当           →C
・妥当性がない、又は失われた  →D

・非常によい         →A
・よい            →B
・概ね妥当          →C
・妥当とはいえない      →D

(２)研究開発マネジメントについて (４)実用化、事業化の見通しについて

・非常によい          →A
・よい             →B
・概ね適切           →C
・適切とはいえない       →D

・非常に明確         →A
・明確            →B
・概ね明確          →C
・見通しが不明        →D

 


