
  

平成２４年度実施方針 

 

環境部 

 

１．件 名  ：（エネルギーイノベーションプログラム） 

国際連携クリーンコール技術開発プロジェクト 

 

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十五条第１項第一号ハ及び第

十五条第１項第六号イ 

 

３．背景および目的・目標 

(1)研究開発の目的  

①政策的な重要性 

石炭は、供給の安定性、経済性の面で他の化石燃料に比べ優れており、今後とも石

油代替エネルギーの重要な柱の一つであるが、近年の地球環境問題への高まりから、

石炭利用に伴う地球環境問題への積極的な対応が求められており、石炭利用に伴う環

境負荷を低減させることを目的としたクリーンコール技術の開発は、エネルギー及び

環境政策上、非常に重要な技術開発である。 

②我が国の状況 

2008 年 3 月の「Cool Earth-エネルギー革新技術計画」の中で、高効率石炭火力発

電及び二酸化炭素回収・貯留（CCS）技術は、大気中の二酸化炭素を短期間で大幅に

削減する有力なオプションと位置づけられ、また日本の優れた技術を国際的な連携の

もと、世界全体での 2050 年までの大幅削減に積極的に貢献していくこととされてい

る。さらに、2008 年 7 月の「低炭素社会づくり行動計画」（閣議決定）においても、

当該計画によるロードマップの着実な実行や、環境エネルギー国際協力パートナーシ

ップの実現などが指摘されている。 

③世界の取り組み状況 

昨今、世界的に気候変動への対応が加速化する中、我が国と欧米等との間において、

技術的にそれぞれ強みを持ち、相互補完性がある CCS 関連技術について、官民連携

の下で共同研究等の協力を検討・推進しているところである。  

 また、中国でも、石油増進回収（EOR）に関連して、我が国のクリーンコール技術

と併用した CCS への我が国の関与、協力に期待しており、ゼロエミッション石炭火

力の実現を目指す我が国にとっても、国土の制約等のある中で、その可能性検討は、

有用である。  

④本事業のねらい 

 本事業は、石炭火力を発生源とする日本型 CCS の早期確立を図るため、本邦研究

機関と欧米等の当該分野に優れた実績を有する研究機関による共同研究及び中国に

おける CCS-EOR の技術検討を目的にした国際的な連携事業として実施する。  

 

(2)本事業の目標 

本事業は、エネルギー問題や環境問題への対応を目的として、我が国が得意とする

高効率石炭ガス化・燃焼技術や分離・回収技術等と欧米等先進国の CCS 技術等を活

用した共同研究、あるいは日本型 CCS 確立のための中国における EOR の技術検討等

により、石炭火力を発生源とした日本型 CCS の早期確立への寄与を目指す。 
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４．実施内容及び進捗状況 

平成２２年度は以下４．１の（Ⅰ）、（Ⅱ）の研究開発項目について、公募によってそ

れぞれ７件（下記の(1)～(7））と１件（下記の(8)）の事業項目を選定した。平成２３年

度は引き続き以下４．２の（Ⅰ）の 4 件と（Ⅱ）の 1 件について実施した。各事業内容

及び進捗状況の詳細は以下の通り。 

 

４．１．平成２２年度実施内容 

（Ⅰ）クリーンコール技術に関する基盤的国際共同研究 

石炭使用により発生する CO2 の分離・回収・貯留（CCS）技術分野において、発生

源での高効率化（発電・ガス化・燃焼）又は低炭素化／クリーン燃料製造、CO2 貯留

にかかる安全性確保等、将来の実用化や技術のブレークスルーを目指した基礎的・基

盤的技術等について、欧米等の研究機関等との共同研究を実施する計画であった。平

成２２年度は、米国案件３件、豪州案件３件、カナダ案件１件の７件について共同研

究を実施した。詳細を以下に示す。 

 

 (1) CCS 向け高効率酸素燃焼石炭ボイラ実用化のための研究開発（平成２２、２３年度） 

（（株）IHI、［再委託先］（財）石炭エネルギーセンター） 

（共同研究相手国／相手先：米国／国立エネルギー研究所（NETL）） 

本研究開発によって酸素燃焼法による CCS の実用化を加速し、2015 年度以降に予想

される CCS 設備市場ニーズに確実に対応するため、米国 NETL と連携し、酸素燃焼ガ

ス雰囲気下での材料試験を実施して対応技術の確立を図る。平成２２年度は材料試験と

その分析評価として以下を実施した。 

①酸素燃焼時の腐食環境の評価 

雰囲気ガス性状等の試験条件を決定し、小型パイロットプラントで酸素燃焼試 

験を行い、浮遊灰成分を採取し分析した。 

②酸素燃焼雰囲気におけるボイラチューブ材高温腐食の把握及び対策技術の検討  

・酸化雰囲気下腐食試験の 500～800℃を実施した。 

・酸化雰囲気下・混合灰付着下腐食試験の 500～800℃の試験の今年度分の 600℃，

700℃の腐食試験を実施した。 

③日米技術交流会開催及び情報収集 

10 月 28 日に NETL Albany で第一回技術交流会を実施した。  

 

(2) 石炭起源の低炭素原燃料と CCS の導入・普及のシナリオに関する研究開発（平成 

２２、２３年度）（千代田ユーテック（株）、（株）エス・アール・シー、［再委託先］

（財）エネルギー総合工学研究所） 

（共同研究相手国／相手先：米国／国立研究所 PNNL、Noblis 社）  

本研究では、エネルギーシステムのシュミレーションモデル GRAPE を用いて、クリ

ーンコール技術、特に石炭起源の低炭素原燃料と CCS の役割の今後の見通しを明らか

にし、生産・輸送・転換・消費までの低炭素原燃料と CCS のサプライチェーンのビジ

ネスモデルの提示を行なうことを目的とする。平成２２年度は GRAPE によるシミュレ

ーションの準備として以下を実施した。 

①データ収集・整備（(1) アジア地域、(2)国際共同研究、(3)米国等） 

ガス化による合成燃料製造を推定するためのデータ収集とシミュレーション作業

を実施した。主に IEA 予測などを参考にモデル入力データ整備をした。 

②エネルギーモデルの拡張・修正作業 

 アジアの石炭関係のデータを整理した。アジアと世界を対象とした GRAPE モデ

ルの変更について検討した。 



 

(3) 低品位炭起源の炭素フリー燃料による将来エネルギーシステムの実現化に関する調

査研究（平成２２、２３年度）（川崎重工業（株）） 

（共同研究相手国／相手先：豪州／HRL 社、CSIRO 社、CO2CRC 社）  

  本研究は、石炭ガス化技術や CCS 関連の知見等を活用した日豪共同研究を行うこと

により、石炭火力を発生源とした日本型 CCS の早期確立への寄与を目指すとともに、

炭素フリーのクリーン燃料である水素利用による将来エネルギーシステムの実用化を

目指すことを目的とする。平成２２年度は各種試験と概念設計を実施した。 

①褐炭ガス化要素試験 

 委託先所有のガス化炉を用いて褐炭ガス化要素試験を行い、豪州褐炭から水素が

製造できることを確認した。 

②CO2 分離・回収試験 

  委託先所有の CO2 分離回収試験設備(K-CCS)を用いて石炭燃焼排ガスによる試験

を実施しデータを取得した。 

③全体システムの最適化検討 

 豪州側と連携して最適プロセスの選定を行い、概念設計を実施した。 

 

(4) ビクトリア州褐炭のガス化を基幹とする高度利用技術国際連携研究（平成２２、 

２３年度）（九州電力（株）、九州大学、［再委託先］（財）石炭エネルギーセンター） 

（共同研究相手国／相手先：豪州／モナッシュ大学） 

本研究は、豪州ビクトリア州に大量に賦存する褐炭の高度利用を図るため、乾燥、燃

焼、ガス化／発電技術に対して、褐炭の高反応性を有効に利用する流動層ガス化の技術

的、経済的可能性を調査研究し、褐炭エネルギー・化学コンプレックス事業の可能性に

ついてＣＣＳを含めて評価することを目的とする。平成２２年度は概略検討として以下

を実施した。 

①褐炭の基本特性の把握・プロセス開発 

  各種試験を行い、褐炭の乾燥特性、チャーガス化特性を取得し、プロセスシート

の原案を作成した。 

②ＣＣＳスタンバイ褐炭ガス化/発電技術における可能性評価 

  褐炭乾燥及び流動層ガス化/発電プロセスの概念設計を行った。現地調査を行い褐

炭の利用状況等について情報収集した。 

 

(5) 地下高温域での CO2 の流動と化学反応による鉱物固定に関する研究  

（平成２２年度）（三菱マテリアルテクノ（株）、京都大学、地熱技術開発（株）、 

［再委託先］（財）電力中央研究所） 

（共同研究相手国／相手先：米国／ローレンスバークレイ国立研究所（LBNL）） 

本研究は、地中貯留した CO2 の安全・安定性確保の方策の１つとして位置づけられ

る CO2 の鉱物化について、貯留技術としての基礎的な現象解明と実用化に関わる基礎

技術の開発を行うことを目的とする。平成２２年度は基礎研究として以下の試験や貯留

層シミュレーションを行い、炭酸塩鉱物沈殿が透水性へ与える影響を評価した。これら

の結果から、実用化試験の概念設計を行い、本研究を完了した。   

①炭酸塩鉱物沈殿が貯留層の透水性へ与える影響評価試験 

 高温高圧カラム装置を作製し、方解石飽和水による通水試験を実施し、方解石の

沈殿によるシール層の形成を確認した。 

②原位置試験（雄勝実験場での CO2 濃度測定手法及び方解石沈殿速度測定法の検討と

透水性評価試験） 

開発した地化学サンプラーで雄勝実験場の 950m(210℃）地点の CO2 濃度測定に



成功した。また、方解石結晶を用いた沈殿速度測定を行い、CO2 水(0.8wt%)の影響

を把握した。 

③理論予測：CO2 水-岩石反応予測とシール層形成予測及び実用化研究案作成  

 試験結果等に基づき CO2 水-岩石反応を理論予測し実用化研究案用の概念設計を

完了した。 

 

(6) CO2 地下貯留の安全性・周辺環境影響の予測および評価手法の研究開発  

（平成２２年度）（大成建設（株）、［再委託先]東京大学］） 

（共同研究相手国／相手先：豪州／ゼロジェン社、クイーンズランド大学） 

  本研究では、ゼロジェンプロジェクトのサイトを活用し、大規模圧入によって生じる

広域的な安全性・環境影響に関する観測データを取得するとともに、広域影響を定量的

に評価するアプローチの一つとして、数値シミュレーションによる評価手法を開発する

ことを目的とする。平成２２年度は以下のソフト開発を行い、環境影響シミュレーショ

ンによる評価手法を開発し、本研究を完了した。 

①環境影響予測シミュレータの開発 

  流体解析と力学解析を組合せたシミュレータの概念設計を完了し、基本設計を完

了した。 

②CO2 貯留による環境影響の観測 

 貯留サイトの地表面変位、微小地震について観測方法を検討しリストアップした。 

③観測データによるシュミュレータの検証 

  既存貯留モデルを変換して広域地質モデルを構築した。開発した環境影響シミュ

レーションの予備解析を実施し、検証した。 

 

(7) CO2 の地下深部塩水層貯留についての基盤的国際共同研究（平成２２年度） 

（応用地質（株）、［再委託先］(財）地球環境産業技術研究機構)  

（共同研究相手国／相手先：カナダ／石油技術開発センター（PTRC）） 

本研究は、日本で安全性の高い CO2 の地下深部塩水層（帯水層）貯留を実施するため

に必要となる各種手法について、カナダの PTRC が実施する地下深部塩水層への CO2

圧入の実証プロジェクトである Aquistore との連携をとりながら研究を行い、技術指針

作成に向けた基礎資料を作成することを目的とする。平成２２年度は以下の基礎調査を

実施し、技術指針作成に資する基礎資料を作成し、本研究を完了した。 

①Aquistore プロジェクトにおける実施内容の調査 

  情報収集及び PTRC へのヒアリングを実施し、日本への適用性の検討を行った。 

②地質構造モデリング 

  PTRC より地質構造モデリングに関する資料を入手後、整理・とりまとめを行い、

基礎調査を完了した。 

 

 

（Ⅱ）中国での石炭起源の CO2 の CCS-EOR 適応に関する調査研究 

CO2 分離回収システムの検討や、我が国が保有するモニタリング技術・システム・

インテグレーション技術の中国 CCS-EOR への適用、油田層の回収・漏洩等の将来予

測等、中国における石炭火力起源の CO2 による CCS-EOR の実施に向けた経済性・実

現性検討等について、中国の研究機関等との共同調査研究を実施する。平成２２年度

は、１件の調査研究を実施した。詳細を以下に示す。 

 

(8) 中国での石炭起源の CO2 の CCS-EOR 適応に関する調査研究（平成２２、２３、２

４年度） 



（日揮（株）、中外テクノス、［再委託先］九州大学、(財）地球環境産業技術研究機構) 

  （共同調査研究相手国／相手先：中国／中国石油） 

本調査研究は、CCS-EOR 全体システムの検討として、石炭火力発電所等などからの

CO2 回収、輸送、貯留、並びに EOR までの全体システムの統合に関する技術、経済性

分析・評価を行うと共に、CCS-EOR 候補サイトにおける貯留層評価技術の検討、貯留

した CO2 の再資源化を目的とした微生物利用地中メタン再生技術に関して、中国側と連

携した調査研究を実施する。平成２２年度は概略調査として以下を実施した。  

① CCS-EOR 全体システムの検討 

・CCS-EOR 構成要素の条件設定の調査 ・CCS-EOR の展開シナリオの設定の調査 

・CCS-EOR の技術、経済評価モデルの設定の検討 ・CCS-EOR 全体システムの特

性把握及び最適化検討の調査 ・CCS-EOR 実現に向けた方策の検討の調査 

  ② 微生物利用メタン再生技術 

・中国油田での油層常在微生物の調査の検討 ・中国油田での油層常在微生物のス

クリーニングの準備 ・油層常在菌群、分離菌の H2・CH4 生成評価の計画策定 

   ③ 貯留層モニタリング 

・貯留層モニタリング技術の評価の調査 ・貯留層岩石物性測定ラボ実験装置設置

への協力の情報提供 

 

４．２．平成２３年度実施内容 

（Ⅰ）クリーンコール技術に関する基盤的国際共同研究 

(1) CCS 向け高効率酸素燃焼石炭ボイラ実用化のための研究開発（平成２２、２３年度） 

（（株）IHI、［再委託先］（財）石炭エネルギーセンター）  

（共同研究相手国／相手先：米国／国立エネルギー研究所（NETL）） 

平成２３年度は、酸素燃焼時の腐食環境の評価として、前年度の検討結果を反映し、

新たな炭種の燃焼試験を行い、燃焼条件と灰成分の関係を検討した。また、酸素燃焼雰

囲気におけるボイラチューブ材高温腐食の把握及び対策技術の検討は、引き続き、酸化

雰囲気下の混合灰付着下腐食試験から大型試験炉による酸素燃焼実ガス高温腐食試験まで

を行い、腐食メカニズムの検討及び対応技術の確立を図り、本研究を完了した。また、国際共同

研究として NETL と日米技術交流会を 2 回開催し、研究成果の情報交換を行い、酸素燃焼技

術のレベル向上を推進した。 

 

(2) 石炭起源の低炭素原燃料と CCS の導入・普及のシナリオに関する研究開発（平成  

２２、２３年度）（千代田ユーテック（株）、（株）エス・アール・シー、［再委託先］

（財）エネルギー総合工学研究所） 

（共同研究相手国／相手先：米国／国立研究所 PNNL） 

平成２３年度は、引き続きデータを作成すると共に作成したデータを用いてエネルギ  

ーシステムのシミュレーションモデル GRAPE により、2050 年までの CCS を組み込ん 

だ石炭起源の低炭素原燃料プロセスを表現したシミュレーションを実施した。また、 

得られた結果から化石燃料資源価格など前提となる将来シナリオの検討を行うこと  

で、低炭素原燃料と CCS のサプライチェーンのビジネスモデルの提示を行い、本研究  

を完了した。また、実施にあたっては、米国の関連機関との共同研究において情報交  

換を行い、シナリオの評価レベルを向上させた。  

 

(3) 低品位炭起源の炭素フリー燃料による将来エネルギーシステムの実現化に関する調

査研究（平成２２、２３年度）（川崎重工業（株）） 

（共同研究相手国／相手先：豪州／HRL 社、CSIRO 社、CO2CRC 社）  

  平成２３年度は、引き続き褐炭ガス化要素試験及び CO2 分離・回収試験を行うと共に



FS を豪州側と共同で進めた。選定プロセスの基本計画、プラント基本データの取り纏

め、技術的成立性評価を行い、経済性評価手法の検討として、各種コストデータの検討

と経済性評価を行い、本研究を完了した。 

 

(4) ビクトリア州褐炭のガス化を基幹とする高度利用技術国際連携研究（平成２２、  

２３年度）（九州電力（株）、九州大学、［再委託先］（財）石炭エネルギーセンター）  

（共同研究相手国／相手先：豪州／モナッシュ大学） 

平成２３年度は、引き続き褐炭の基本特性におけるプロセス全体のバランスと最適化

を検討し、その結果と技術的に整合する CCS スタンバイ褐炭ガス化/発電システムの概

念設計を行い、その技術的、経済的な可能性を評価し、本研究を完了した。更に褐炭エ

ネルギー・化学コンプレックス全体の技術可能性及び事業性について豪州側と共同で検

討し評価レベルを向上させた。 

 

（Ⅱ）中国での石炭起源の CO2 の CCS-EOR 適応に関する調査研究 

 (8) 中国での石炭起源の CO2 の CCS-EOR 適応に関する調査研究（平成２２、２３、

２４年度） 

（日揮（株）、中外テクノス、［再委託先］九州大学、(財）地球環境産業技術研究機構) 

  （共同調査研究相手国／相手先：中国／中国石油） 

平成２３年度は、引き続き概略調査として以下を実施した。 

① CCS-EOR 全体システムの検討 

・CCS-EOR 構成要素の条件設定の調査 ・CCS-EOR の展開シナリオの設定の調査 

・CCS-EOR の技術、経済評価モデルの設定の検討 ・CCS-EOR 全体システムの特

性把握及び最適化検討の調査 ・CCS-EOR 実現に向けた方策の検討の調査 

  ② 微生物利用メタン再生技術 

・中国油田での油層常在微生物の調査の検討 ・中国油田での油層常在微生物のス

クリーニングの準備 ・油層常在菌群、分離菌の H2・CH4 生成評価の計画策定 ・

微生物利用地中メタン再生技術の経済性評価 

   ③ 貯留層モニタリング 

・貯留層モニタリング技術の評価の調査 ・貯留層岩石物性測定ラボ実験装置設置

への協力の情報提供 ・ラボ実験装置による貯留層岩石物性測定 ・ラボ実験結果

の油田フィールドへの応用の検討 

 

 

４．３．実績推移 

 22 年度 23年度 

実績額推移    (百万円) 250 

1

8

5 

① 一般会計 －  

② 特別会計(需給) 当初 250 185 

      計 250  

特許出願件数       (件) 1 1 

論文発表数 (報) 1 2 

口頭発表等       (件) 6 22 

 

 



５．事業内容 

平成２４年度は、前年度からの継続事業として以下５．１の（Ⅱ）の研究開発項目を

実施する。 

 

５．１．平成２４年度実施内容 

（Ⅱ）中国での石炭起源の CO2 の CCS-EOR 適応に関する調査研究 

 

(5) 中国での石炭起源の CO2 の CCS-EOR 適応に関する調査研究（平成２２、２３、２

４年度） 

（日揮（株）、中外テクノス、［再委託先］九州大学、(財）地球環境産業技術研究機構) 

  （共同調査研究相手国／相手先：中国／中国石油） 

平成２４年度は、平成２２年度および平成２３年度に引き続き、CCS-EOR 全体シス

テムの検討として、CCS-EOR の技術、経済評価モデルの設定から、最適化検討並びに

実現に向けた方策の検討を行う。また、微生物利用メタン再生技術として、中国油田で

の油層常在菌群、分離菌の H2・CH4 生成評価を行うと共に微生物利用地中メタン再生

技術の経済性概略評価を実施する。さらに、貯留層モニタリングとして、貯留層岩石物

性測定ラボ実験装置設置への協力を行い、ラボ実験装置による貯留層岩石物性測定及び

ラボ実験結果の油田フィールドへの応用検討を実施する。実施にあたっては、中国側と

役割分担しながら進めていく。  

 

５．２ 平成２４年度事業規模  

エネルギー対策特別会計（需給）      ８６百万円  

 （注）事業規模については、変動があり得る。  

 

 

６．その他重要事項 

６．１ 運営・管理 

本事業については、必要に応じて技術検討会を実施し、外部有識者の意見を適切に反

映し、着実な運営を図る。 

 

６．２ 評価 

ＮＥＤＯは、政策的観点から見た制度の意義、目標達成度、将来の産業への波及効果、

効果的な制度運営の観点から、本事業のうち、研究開発項目（Ⅰ）については制度評価

指針に基づき、平成２４年度に外部有識者による事後評価を行う。 

また、研究開発項目（Ⅱ）については、業務方法書第４０条及び事業評価実施規定に

基づき、政策的・技術的観点、事業の意義、成果、普及効果等の観点から、平成２４年

度事業終了後、外部有識者による事後評価を実施する。 

  

７．スケジュール 

７．１ 本年度のスケジュール： 平成２３年３月中旬 変更契約締結 

                平成２４年２月   変更契約締結 

   

                 

８． 実施方針の改定履歴 

（１）平成２４年 3 月、制定。  

 



（別紙）事業実施体制の全体図 

 

研究開発項目（Ⅱ）：中国での石炭起源の CO2 の CCS-EOR 適応に関する調査研究  

 

再委託 
(財)地球環境産業技術研究機構

（RITE）  

【研究項目】 

貯留層評価技術の開発 

中国石油対応窓口 

日揮株式会社 

【研究項目】 

CCS-EOR(CCUS)全体システム

の検討 

中外テクノス株式会社 

【研究項目】 

微生物利用地中メタン再生技術開

発 

九州大学 

【研究項目】 

水素・メタン生成能力（高圧下）

の予備的評価（短期間評価） 

再委託 

中国石油 

【研究項目】 

・CCS-EOR(CCUS)全体

システムの検討 

・貯留層評価技術の開発 

・微生物利用地中メタン

再生技術開発 

ＮＥＤＯ 

再委託 

(5) 中国での石炭起源の CO2の CCS-EOR 適

応に関する調査研究 

日中協力 


