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平成１９年度実施方針（案） 
環境技術開発部 

 

１．件 名 ： プログラム名 燃料技術開発プログラム 

(大項目) 多目的石炭ガス製造技術開発（ＥＡＧＬＥ） 

 

２．根拠法 

独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法第 15 条第１項第１号ロ 
 

３．背景および目的・目標 

石炭は世界中に広く賦存し、埋蔵量が多いことから、将来に亘って安定供給が見込める重
要なエネルギー資源として位置付けられている。我が国のエネルギー政策の中で、石炭は中
核的な石油代替エネルギーとして位置付けられており、1 次エネルギー総供給見通しにおい
ても石炭は引き続き重要な役割を担っている｡ 

しかしながら、石炭は単位発熱量当たりのＣＯ2発生量が他の化石燃料に比べて多く、燃焼
時にばいじん、ＮＯｘ、ＳＯｘを排出することから、環境に調和した利用を進めるためには、高効
率化及びクリーン化が要求されている。 

さらに、近年の地球環境問題（CO2問題）の高まりを背景に、燃焼に伴う単位発熱量当たり

のCO2発生量が石油の 1.25 倍ある石炭については、石炭利用全般に亘ってその効率的利

用と環境負荷の低減がますます強く求められてきており、クリーン・コール・テクノロジーの開

発・実用化・移転、海外協力が官民を挙げて推進されているところである。 
中でも石炭ガス化技術については内閣府総合科学会議（平成１８年３月２２日）にお

いて戦略的重点科学技術として着実に推進していくとされており、今後の石炭利用技

術の中核となるものである。 
平成１８年度までの多目的石炭ガス製造技術開発（ＥＡＧＬＥ）では、環境負荷低減、特に

地球温暖化ガス発生量の低減を図ることを目的に、高効率で合成ガス（ＣＯ＋Ｈ ２）を製造す

ることが出来る も先進的な酸素吹１室２段旋回流ガス化炉を開発すると共に、併せて、得ら

れた石炭ガス化ガスを高度に精製（除塵・脱Ｈ ２ Ｓ・脱ハロゲン等）する技術を開発し､化学原

料用、水素製造用、合成液体燃料用、電力用等幅広い用途への適応が可能な石炭ガス化

技術およびガス精製技術を確立するための研究開発を実施してきた。 

一方、今後の国内の石炭火力発電所の新設やリプレースに石炭ガス化プロセスの適用を

考えた場合、既に調達経路の確立している石炭火力発電用の石炭性状まで石炭ガス化への

適用炭種を拡大することを目的に多炭種試験を実施し、ガス化性能等の検証を行う。また、中

長期的な石炭利用拡大に向けて課題となっている炭素隔離技術の実用化を念頭に、石炭ガ

ス化プロセスから生成されるCO2の分離回収技術の確立を目指す。 

これにより、国内のエネルギー安定供給や環境影響負荷低減に貢献でき、炭種制約を減ら

すこと等によりクリーン・コール・テクノロジーとしての石炭ガス化技術の展開の可能性を拡大す

るものである。 

更に、石炭ガス化プロセスからの微量元素の挙動を把握することで、実用化へ向けた環境影

響評価に必要なデータの蓄積を行う。 
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[最終目標（平成２１年度）] 
項  目 開 発 目 標 

高灰融点炭種対応 

高灰融点炭に適用できる酸素吹石炭ガス化技

術の確立を目標に３炭種以上の性状の異なる

高灰融点炭についてガス化並びに運用特性デ

ータを取得する。 

CO2分離回収 回収CO2の純度９９％以上。 

 
 

 

 

４．実施内容及び進捗（達成）状況 

４．１ ﾊﾟｲﾛｯﾄ試験設備による研究およびｾﾞﾛｴﾐｯｼｮﾝ化技術に関する研究(委託・共同研究) 

・ 平成１０年８月に現地工事としてオペレーションセンター他建屋基礎、並びに機械

装置基礎工事に着工した。平成１３年度までに石炭ガス化設備機器の製作・据付、

オペレーションセンター他建屋の建設、構内道路を整備すると共に、消火設備等の

付帯工事を行い、パイロット設備を完成させた。平成１３年７月の受電以降、機器

単体他試験運転を行い、構成機器が健全に稼動することを確認し、平成１４年２月

のガス化炉火入れ以降、パイロット試験設備を稼動させた上で、石炭供給装置、ガ

ス化炉、熱回収ボイラおよびチャー回収装置他ガス化炉システムを構成する機器の

基本特性を把握すると共に、各種試験を通じて、エンジニアリングデータを取得し

た。 

・ 起動・停止手順書、特殊分析要領、機器単体他試験運転要領，運転操作要領および

特殊運転操作要領等のパイロット試験設備の運転研究に必要な各種操作要綱を作

成した。平成１３年７月の受電以降の機器単体他試験運転および基本特性把握試験

等を通じて、過年度までに運転操作要領他としてまとめられた設備運転手順等の考

え方の妥当性を確認した。 

・ 平成１４年度以降、酸素吹石炭ガス化システムについて、更に効率化・コンパクト

化に資する高度化対応技術の一部基本設計・詳細設計を実施した。 

・ 平成１５年度には平成１４年度の基本特性把握試験で得られたデータを基に、試験

条件の変化による性能変化を定量的に整理した。また、炭種変更試験の一部を前倒

しして燃焼確認試験を行なうと共に、負荷変化試験を行い、プラントの制御特性の

把握、運用上の制限や設備の追従性、生成／精製ガス性状の変化等について検証を

行い、ガス化炉の安定運転に対する目安としての中間目標をクリアした。 

・ 平成１６年度は、長時間連続石炭ガス化運転を実施し､各機器の信頼性や各部の摩

耗・腐食状況について検証を行った｡また、多炭種対応試験として２炭種目のガス

化確認試験を行い、ガス化特性および環境特性並びに燃料特性等を把握した｡ 

 試験運転に支障を来たさぬ様、パイロット試験設備（借上設備を含む）に対して

必要な保守・修繕を行った｡ 

・ 平成１７年度は、スケールアップを目指した大型化対応のためのデータを取得する

ことを目的に、空塔速度増大試験、バーナ噴出速度増大試験並びに高度化粉体弁機

能確認試験などの高度化対応技術試験を実施した。また、電気事業法に則り法定点

検を実施し以後、多炭種対応試験として３炭種目のガス化確認試験を行い、ガス化

特性および環境特性並びに燃料特性等を把握した｡ 
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・ 平成１８年度は、新たな２炭種によるガス化確認試験を行い、開発目標である５炭

種全てにおいてガス化特性および環境特性並びに燃料特性等を把握した｡また、空

気分離装置－ガスタービン抽気連係試験を行い、プラントの制御特性を把握すると

ともに、運転制限や設備の追従性、所内電力量の推移等プラント総合性能検証を行

った。 

（実施体制：電源開発株式会社） 

４．２ 支援・調査研究（平成１８年度終了）(委託・共同研究) 

パイロット試験設備による研究を支援する要素研究と、最新の石炭ガス化技術の

開発動向等を調べる社会適合性調査（平成１４年度で終了）を実施している。 
(a)要素研究 

・ 平成１０年から１４年度までパイロット試験の候補炭５炭種[ホワイトオーク

炭（米国）、アダロ炭（インドネシア）、ボンタン炭（インドネシア）、ワー

クワース炭（豪州）及びウィットバンク炭（豪州）]の炭種評価試験を実施し、

ガス化特性等のデータを取得した。また、平成１３年度に１炭種（ホワイトオ

ーク炭）、平成１４年度に１炭種［ウィットバンク炭（豪州）］についてスチ

ームを用いた効率向上試験を行い、スチーム投入によるガス化効率の向上、生

成ガス中Ｈ２収率の向上効果を確認した。 

・ 平成１５年度には、小型試験炉（1ｔ/ｄ）等により炭種拡大試験（安価な高水

分炭）を行い、ガス化性能、ガス化反応性及び微粉炭の粉砕性・流動性を評価

した。また、ガス化時にＨ2Ｓ，ＣＯＳの他にＳＯ2が発生するかどうか、ガス化

試験により評価すると共に、ガス化雰囲気中における当該物質の分析手法につ

いても検討した。 

・ 石炭利用基盤技術開発において開発中の噴流床ガス化シミュレーションモデル

を利用し、パイロットプラントの炭種別性能予測を実施した。 

・ 平成１６年度は、小型試験炉（1ｔ/ｄ）等により炭種拡大試験（安価な高灰分

炭）を行い、ガス化性能、ガス化反応性および微粉炭の粉砕性・流動性を評価

した。また、小型試験炉によるガス化試験時に得られたチャーの分析結果から、

石炭中のＣｌがチャーに濃縮している事が判明した。Ｃｌは金属材料を腐食さ

せる物質であることから、ガス化過程におけるＣｌの挙動を明らかにするため、

①チャー中Ｃｌの吸着特性の検討②ガス化過程におけるＣｌ挙動を評価した。 

・ 平成１７年度は、平成１６年度に引続き小型試験炉（1ｔ/ｄ）等により炭種拡

大試験を行い、ガス化性能、ガス化反応性および微粉炭の粉砕性・流動性を評

価した。また、石灰石添加におけるスラグ流下特性の把握並びに、ＥＡＧＬＥ

高度化試験結果の解析を行った。更に基盤研究で開発した噴流層ガス化シミュ

レータ，性能解析ツール等を用いて、ＥＡＧＬＥ性能試算を実施した。 

・ 平成１８年度は、ガス化安定運転に重要なスラグ流下特性、対象石炭の粉砕性、

微粉炭の物性、ガス化性能などについてガス化への適用炭種拡大の検討を行っ

た。また、基盤研究で開発した噴流層ガス化シミュレータ、性能解析ツール等

を用いて、ＥＡＧＬＥ適用炭の性能試算を実施した。さらに、ＥＡＧＬＥパイ

ロットプラント運転研究における新たな課題に対し，管状電気炉等による評

価・検討・解明を実施し，パイロットプラントの運転支援を行った。 
 (b)社会適合性調査（平成１４年度で終了） 

・欧米の石炭ガス化発電技術の最新状況を調査した結果、1000 時間以上の連続安定

運転を常時達成できるレベルにはなく、商用レベルに達するには、まだ数年かか

ると推定される。今後の課題として、運転停止原因の撲滅と運転コストの低減等

が挙げられている。 

・新しい熱サイクルとして、水とは異なった特徴を持つ水-アンモニア混合物を媒体

としたカリーナサイクルについて調査した結果、経済性と媒体であるアンモニア
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の腐食に対する材料信頼性に問題があることが判明した。 

・空気に水蒸気を添加して増湿した空気により熱効率を図る新しいタービンサイク

ルであるＨＡＴサイクル（Humid Air Turbine:高湿分空気を利用したガスタービ

ンサイクル、ガスタービン作動流体増加による出力増大と低温部の排熱回収向上

による熱効率改善が期待できる。）の開発状況・実用化状況を調査した。日米欧

で研究が行われているが、いずれも机上検討の段階である。１９９１年に米国Ｅ

ＰＲＩ(Electric Power Research Institute)が実施したＦＳの結果によれば、石

炭ガス化とＨＡＴを組み合わせたＩＧＨＡＴは、ＩＧＣＣに比べて熱効率が向上

し、設備及び発電コストが下げられると言う報告がされている。 

（実施体制：バブコック日立株式会社）平成 15 年度～平成１８年度 

（実施体制：財団法人 石炭利用総合センター）平成 10 年度～平成 14 年度 

 

４．３ 実績推移：(百万円) 
 10 年度 11 年度 12 年度 13 年度 14 年度 15 年度 16 年度 17 年度 18 年度

石特会計 1,150 1,134 1,094 820 844 880 1,116 2,124 1,686 

 
 10 年度 11 年度 12 年度 13 年度 14 年度 15 年度 16 年度 17 年度 18 年度

特許出願件数  0 0 0 6 0 1 1 2 0 
対外発表          

学会講演等  8 6 8 5 9 8 8 6 6 
論文他投稿  5 4 12 4 6 3 6 ４  3 
パネル表示等  2 0 0 0 1 1 1 0 0 

 
 
 
５．事業内容 

５．１ 平成１9 年度(委託・共同研究)事業内容 

本技術開発実施に当たっては実証試験あるいは今後の実用化を視野に入れたデータ

蓄積の観点から、別途環境技術開発部で実施した事業検討委員会（平成１８年７月４

日）においても「これまでの研究成果並びに現有の酸素吹石炭ガス化設備を利活用し

て推進することが望まれる」と評価されたように、多目的石炭ガス製造技術開発（パ

イロット試験設備による研究）で使用した石炭ガス化炉を活用することで、効率的に

適用炭種拡大試験を実施すると共に、生成ガスの一部を分岐しＣＯ 2分離回収システム

の確立に向けた運転研究を行うものである。更に、石炭ガス化プロセスからの微量元素の

挙動を把握することで、実用化へ向けた環境影響評価に必要なデータの蓄積を行うものであ

る。 

 

①パイロット試験設備の改造 

これまでの多目的石炭ガス製造技術開発（ＥＡＧＬＥ）の研究成果を基に、適用

炭種拡大と信頼性向上のために、ガス化炉設備改造のための設計・製作を実施す

る。 

②ＣＯ2分離回収設備の建設 

酸素吹石炭ガス化炉から生成される石炭ガスからのＣＯ2分離回収システムの確

立を目的に、試験設備の設計・製作を実施する。 

③パイロット設備による運転研究 

高灰融点炭対応ガス化炉への改造に係る設計データ補完及びガス化炉改造前後

の比較データ採取を目的とした性能確認試験を実施する。 

また、試験運転に支障を来さぬ様、パイロット試験設備（借上設備を含む）に

対し必要な保守･修繕を行う。 
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 ④成果の取りまとめ 

パイロット試験設備による試験運転の進捗の調整管理およびパイロット試験設

備並びにＣＯ 2分離回収設備の設計製作における成果の取りまとめを行う。 

 
(2) 平成１９年度事業規模（予定） 

 平成１９年度 １，６９０百万円  石特会計（共同研究：ＮＥＤＯ負担２／３） 

 
 

６．事業の実施方法 

本研究開発は、独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構（以下「ＮＥ

ＤＯ技術開発機構」という。）が、電源開発株式会と共同研究を実施してきた１５

０ｔ／ｄのパイロット試験設備並びに成果、ノウハウ等を利活用して経済的かつ効率

的に行うものであり、酸素吹石炭ガス化技術に関する深い経験と技術力を有し、かつ石

炭ガス化設備にも熟知精通していることが絶対条件であることからこれまでの体制

を継続し、引き続き電源開発株式会社と共同研究契約を締結し実施する。 
 
７．その他重要事項 

(1)評価 
NEDO 技術開発機構は、技術的及び政策的観点から、研究開発の意義、目標達成度、

成果の技術的意義並びに将来の産業への波及効果について、外部有識者による研究開

発の中間評価を平成 19 年１０月（予定）に実施する。 
 
(2)運営・管理 

本研究開発については、技術検討会等を設け外部有識者の意見を運営管理に反映させ

る。 
 

(３)複数年度契約の実施 
平成１９～２０年度の複数年度契約を行う。 

（参考：事業費推移） 

平成２０年度 ７４０百万円  石特会計 

注）今回複数年度契約する平成２０年度金額については、機器発注に関する費用の内、長

期納期を要する主要機器を対象とする。平成２０年度金額が確定した時点で見直しを

行い、複数年度契約期間及び平成２０年度以降の金額について変更契約を結ぶものと

する。 
 
8．スケジュール 

(1)本年度のスケジュール 
平成１９年３月 ８日 部長会 
平成１９年３月１３日 運営会議 契約・助成審査委員会 
平成１９年３月中旬 契約変更 
平成１９年５月    成果報告書受理 
平成１９年１０月   中間評価（予定） 
 
 

注）当該年度予算における事業規模及び年間スケジュールについては、多少の変動があり得

る。 
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（別紙）事業実施体制の全体図 
 

「多目的石炭ガス製造技術開発（ＥＡＧＬＥ）」実施体制 

 

 
 
 
 
                              共同研究(2/3 委託) 

ＰＬ：電源開発㈱の研究
開発責任者を指名 

技術検討会 

電源開発株式会社 
研究項目 

① パイロット試験設備の改造 

②ＣＯ2分離回収設備の建設 

③パイロット設備による運転研究 

④成果の取りまとめ 

NEDO 
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