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（3）代表的換算係数

（5）エネルギー源別標準発熱量

（4）ガス化の基本反応式

（2）SI系の接頭語
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接頭語量 SI単位 SI単位として併用してよい単位
名　称単位に乗じる倍数 記　号

エネルギー源 単　位 標準発熱量 kcal換算標準発熱量 旧標準発熱量 備　考

数　表

〈熱分解〉

〈酸素との反応〉

〈二酸化炭素との反応〉

〈水蒸気との反応〉

〈水素との反応〉

石炭 → CH4 ＋ C（チャー/コークス）＋（発熱）

C ＋ O2 → CO2 ＋
C ＋　O2 → CO ＋

C ＋ CO2 → 2CO －

C ＋ H2O → CO ＋ H2 －
C ＋ 2H2O → CO2 ＋ 2H2 －
CO ＋ H2O → CO2 ＋ H2 ＋

C ＋ 2H2 → CH4 ＋
CO ＋ 3H2 → CH4 ＋ H2O ＋

97.0kcal/mol
29.4kcal/mol

38.2kcal/mol

31.4kcal/mol
18.2kcal/mol
10.0kcal/mol

17.9kcal/mol
49.3kcal/mol
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はじめに
このパンフレットは、これまで歩んで来た日本の「クリーン・コール・テクノロジー
（CCT）」の歴史を振り返り、現状を出来る限り体系的に整理し、次の新しい技術革新に向
けた資料として、平成18年に発行したものを、現状を踏まえて改訂したものである。
地球温暖化問題を中心に、石炭利用に対する厳しさが増す中で、日本のCCTが魅力ある
ものとして理解され、これからのCCTの飛躍的発展と新しい石炭利用システム構築につ
ながることを期待している。
日本がたどったCCT開発の道は、ここに整理された様に、まさに世界最高水準の技術的
体系を構築しており、石炭エネルギーに依存するアジア諸国にとっては、魅力溢れるもの
となっている。我が国においても、1998年以来の石炭消費量は著しい拡大を示している。
火力発電の発電端効率は、ここ20数年で38％程度から43％にまで向上し、火力発電所
における発電電力量あたりのCO2やSOx、NOxの排出量についても、先進国の中で特に
優れた値を示している。これからも、GDPの成長を維持しながら、CO2排出量の削減を達
成する、経済と環境が両立する世界に向けた、更なる努力がCCTに期待されているので
ある。
技術革新が追求する世界は無限である。この無限の可能性は、一歩一歩前進する人類のた
ゆまない努力と、それをしっかりと積み上げ、その基盤の上に立って人類社会を支えよ
うとする地道な営みによってもたらされるものである。このパンフレットが、これからの
CCT開発の参考となることを願い、石炭分野に素晴らしい技術革新がもたらされること
を期待するものである。

最新鋭石炭火力　東京電力常陸那珂発電所2号機　東京電力（株）提供
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無煙炭
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亜瀝青炭

褐炭

発熱量 Kcal/kg（無水鉱物基）
－

8,400以上

8,100以上8,400未満

7,800以上8,100未満

7,300以上7,８00未満
6,800以上7,300未満
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4.0以上
1.5以上
1.5以下

－
－
－
－
－

－

粘結性
非粘結

強粘結

粘結
弱粘結
弱粘結
非粘結
非粘結

非粘結

●炭化度による石炭の分類(JIS M1002)

●利用のされ方による石炭の分類（石炭表記）

原
料
炭
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般
炭

原料炭A

原料炭B

原料炭C

原料炭D

一般炭A

一般炭B

一般炭C

貿易統計での石炭表記

無煙炭

灰分が8％以下のもの

灰分が8％を越えるもの

灰分が8％以下のもの

灰分が8％を越えるもの

灰分が8％を越えるもの

灰分が8％以下のもの

灰分が8％を越えるもの

強粘結性の
コークス用炭

その他
コークス用炭

その他

その他石炭

TEXレポートの表記

無煙炭

瀝青炭

探査・採掘・保安・選炭 粉砕・輸送・貯蔵 加工・改質・転換 環境対策利　用

石炭鉱山

選炭工場

石炭専用船

EAGLE

SCOPE21

DME

石炭専用列車

発電所

電気集塵器
CO2によるEOR

横浜ランドマーク

セメント工場

製鉄所 化学プラント

C02対策排煙処理

排煙脱硫装置

排煙脱硝装置

石炭灰の有効利用

スラリー化

ガス化

燃料・化学原料

液　化

コークス化

微粉炭・ブリケット化

A. 多目的石炭利用技術

A-02. 石炭液化技術

A-03. 熱分解技術

A-04.  粉体化・ 
流体化・ 
共利用技術

A-05. 脱灰・改質技術

A-06. 燃焼技術

A-10. その他

A-01.  石炭ガス化・
水素化技術

A-01-01 噴流層石炭ガス化技術（HYCOL） ●

A-01-02 多目的石炭ガス製造技術（EAGLE） ●

A-01-03 二塔式ガス化炉による褐炭利用技術
（TIGAR） △

A-02-01 日本の石炭液化技術開発 ●

A-02-02 瀝青炭液化技術（NEDOL） ●

A-02-03 褐炭液化技術（BCL） ●

A-02-04 ジメチルエーテル製造技術（DME） ●

A-03-01 多目的石炭転換技術（CPX） ●

A-03-02 石炭部分水素化熱分解技術（ECOPRO®） ●

A-04-01 コール･カートリッジ･システム（CCS） ◎

A-04-02 褐炭熱水スラリー化技術 △

A-04-03 ブリケット製造技術 ●

A-04-04 石炭粉砕技術 ●

A-05-01 低品位炭からのコークス製造用粘結材
製造技術（ハイパーコール） △

A-05-02 低品位炭改質技術（UBC） △

A-05-03 高効率褐炭乾燥 △

A-05-04 褐炭高度利用技術 △

A-05-05 褐炭改質技術 △

A-06-01 バイオマス・石炭混焼発電技術 △

A-06-02 高効率燃焼・混炭燃焼サポートシステム ●

A-10-01 石炭ガス化反応のモデル化と 
シミュレーション ●

◎実用化　△開発中　●開発終了
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第1編　CCTの分類
コールフローによるCCTの分類
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B-01-04 コージェネレーションシステム ◎

B-01-05 燃料併産発電システム ●

B-05-01 流動床セメント焼成キルンシステム（FAKS） ●

B-05-02 石炭直接利用金属溶融システム（NSR） ●

B-06-01 微粉炭火力発電技術（USC） ◎

B-06-02 循環型常圧流動床ボイラ（CFBC） ◎

B-06-03 常圧内部循環型流動床ボイラ（ICFBC） ◎

B-06-04 加圧内部循環流動床ボイラ（PICFBC） ●

B-06-05 石炭部分燃焼炉技術（CPC） ●

B-06-06 加圧流動床燃焼技術（PFBC） ◎

B-06-07 高度加圧流動床燃焼技術（A-PFBC） ●

B-06-08 先進超々臨界圧火力発電技術（A-USC） △

B-07-01 成形コークス製造技術 ●

B-07-02 高炉微粉炭吹込み技術（PCI） ◎

B-07-03 石炭直接利用溶融還元製鉄技術（DIOS） ●

B-07-04 石炭高度転換コークス製造技術（SCOPE21） ◎

B-07-05 コークス乾式消火設備技術（CDQ） ◎

B-07-06 無触媒石炭乾留ガス改質技術（COG改質技術） ●

B-07-07 コークス炉ガスの有用利用技術 ●

B-07-08 製鉄プロセスからのCO2排出削減、 
分離・回収技術（COURSE50） △

B-07-09 フェロコークス △

C-06-01 石炭利用CO2回収型水素製造技術
（HyPr-RING） ●

C-06-02 燃焼ガスからのCO2回収技術 
（Post Combustion） ◎

C-06-03 石炭ガス化からのCO2回収技術 
（Pre-Combustion） △

C-06-04 CO2分離型化学燃焼石炭利用技術 
（ケミカルルーピング） △

C-06-05 微粉炭酸素燃焼技術（Oxyfuel） ◎

C-10-01 CO2転換技術 △

D-08-01 SOx処理技術 ◎

D-08-02 NOx処理技術 ◎

D-08-03 NOx処理・水銀酸化型脱硝技術 ◎

D-08-04 同時脱硫脱硝技術 ◎

D-08-05 ばいじん処理技術・微量元素除去技術 ◎

D-08-06 ガスクリーニング技術 ◎

E-09-01 石炭灰発生プロセスとその利用 ◎

E-09-02 セメント・コンクリート分野 ◎

E-09-03 土木建築・農林水産分野 ◎

E-09-04 石炭ガス化スラグ有効利用 △

F-01-01 ゼロエミッション石炭ガス化 
発電システム △

F-01-02 水素製造・輸送技術 △

F-01-03 褐炭ガス化SNG製造（南スマトラSNG 
プロジェクト及びCO2 EOR実証プロジェクト） △

F-01-04 石炭・重質油等化石資源ベースの 
代替天然ガス（SNG ） ●

F-01-05 高効率選炭技術 
（バリウエーブジグの実証） ◎

F-01-06 CBM・CMM技術 ◎

Clean Coal Technologies in Japan 4

日本のクリーン・コール・テクノロジー



◆世界各国の石炭生産量・消費量 （単位：百万 t 、2013年度世界の石炭生産量総計 7,031百万 t ・消費量6,747百万 t ）

および 日本の石炭輸入量 （単位：百万 t 、2013年度石炭総輸入量 209百万 t ） 出所：IEA COAL INFORMATION 2014

◆世界の石炭および石油天然ガス資源の埋蔵量 （単位：石油換算億トン）

◆日本の産業分野別石炭消費量の推移（単位：万トン）

石炭 石油 天然ガス ウラン

確認可採埋蔵量 8,915億t 1兆6,879億バレル 185.7兆m3 590万t

地
域
別
賦
存
状
況

北米 27.5% 13.6% 6.3% 12%

中南米 1.6% 19.5% 4.1% 5.0%

欧州 9.6% 0.8% 2.0% 0.0%

旧ソ連 25.2% 8.0% 28.5% 25%

中東 0.0% 47.9% 43.2% 0.0%

アフリカ 3.7% 7.7% 7.6% 21%

アジア・太平洋 32.3% 2.5% 8.2% 34%

年間生産量 38.8億t 317億バレル 3.4兆m3 5.9万t

可採年数 113年 53.3年 55.1年 100年

【出展】 石油、天然ガス、石炭：BP2014 
ウラン：URANIUM2014

◆主な資源の確認可採埋蔵量と可採年数
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（出所：BP 2014）
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（出所：IEA COAL INFORMATION 2013）
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Clean Coal Technologies in Japan産業分野別クリーン・コール・テクノロジー
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B-07-02
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常圧内部循環型流動床ボイラ(ICFBC)

低品位炭からのコークス製造用
粘結材製造技術（ハイパーコール）

A-05-01

PCI

無触媒石炭乾留ガス改質技術（COG改質技術）

コークス炉ガスの有用利用技術 製鉄プロセスからのCO2 排出削減、
分離・回収技術（COURSE50）

B-07-08

銑　鉄

砂川（25）
奈井江（35）
苫東厚真（173.5）

石川（31.2）

具志川（31.2）

金武（44）

仙台（35）

新日鐵住金 鹿島（6,729,000）

新日鐵住金 室蘭（1,537,000）
（高炉は北海製鐵に移管）

新日鐵住金 君津（8,515,000）
JFEスチール 千葉（4,062,000）

新地（相馬）（200）
原町（200）
広野（60）
勿来（145）

常陸那珂（200）
磯子（120）

碧南（310）

橘港（210＋70）

西条（40.6）
新居浜西（15）
新居浜東（4.25）

新日鐵住金  和歌山（4,642,000）

新日鐵住金 名古屋（6,247,000）
JFEスチール 京浜（4,058,000）

新日鐵住金 大分（9,586,000）

能代（120）

七尾大田（120）
富山新港共同（50）

敦賀（120）
舞鶴（90）

高砂（50）
水島（28.1）

JFEスチール 倉敷（8,727,000）

神戸製鋼 加古川（5,790,000）
新日鐵住金 広畑（693,000）

JFEスチール 福山（10,041,000）

神戸製鋼 神戸（1,200,000）

大崎（25.9）
竹原（130）

三隅（100）
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下関（17.5）

苅田（36）

新日鐵住金 八幡
（3,623,000）

港（15.6）
松浦（270）

戸畑共同（15.6）

松島（100）

苓北（140）

酒田（70）

煙突

電力

発電分野の石炭消費量と発電量 （出所：総合エネルギー統計）

1990 '91 '92 '93 '94 '95 '96 '97 '98 '99 '00 '02 '03 '04 '05 '06 '07 '08 '0９ '10 '11 '12 '13'01

180

160

140

120

100

80

60

40

20

0

1800

1600

1400

1200

1000

800

600

400

200

0

石
炭

消
費

量（
百

万
t）

発
電

量（
G

kW
h）

190

200

　1900

　2000

1990 '91 '92 '93 '94 '95 '96 '97 '98 '99 '00 '01 '02 '03 '04 '05 '06 '07 '08 '09 '10 '11 '12 '13

石
炭

消
費

量（
百

万
t）

粗
鉄

生
産

量（
百

万
t）

製鉄分野の石炭消費量と粗鋼生産量

180

160

140

120

100

80

60

40

20

0

180

160

140

120

100

80

60

40

20

0

190

200

190

200

  

国内石炭総消費量国内石炭総消費量

発電電力量発電電力量

石炭消費量（発電）石炭消費量（発電）

石炭消費量（鉄鋼）石炭消費量（鉄鋼）

粗鋼生産量粗鋼生産量

国内石炭総消費量国内石炭総消費量

（出所：鉄鋼連盟統計情報）

Clean Coal Technologies in Japan7

第1編　CCTの分類
産業分野別クリーン・コール・テクノロジー



Clean Coal Technologies in Japan産業分野別クリーン・コール・テクノロジー

発電分野

石炭火力発電の分布 石炭火力発電技術

製鉄分野

製鉄所の分布 製鉄技術

石炭

原料炭

スラグSCOPE21

成型
コークス炉 転　炉

電気炉

NSR

高炉

DIOS

一般炭

石炭

（　）内は発電容量（万kW）
　2013年末現在

（　）内は2011年度粗鋼生産量（t）
　2013年末現在

一般炭

微粉炭

燃焼炉
ボイラー

スチーム
タービン

成形コークス製造技術

石炭直接利用金属溶融システム(NSR）

高炉微粉炭吹込み技術（PCI）

石炭直接利用溶融還元製鉄技術（DIOS）石炭高度転換コークス製造技術（SCOPE21）

鉄鋼

噴流層石炭ガス化技術 (HYCOL) 

石炭ガス化複合発電技術 (IGCC)

ガスクリーニング技術

バイオマス・石炭混焼発電技術

高効率燃焼・混炭燃焼サポートシステム

排水

ガス
タービン

石炭
ガス化炉

ジェネレータ

A-01-01 D-08-06

B-01-01

多目的石炭ガス製造技術 (EAGLE)A-01-02

二塔式ガス化炉による褐炭利用技術（TIGAR）A-01-03

A-06-01

石炭ガス化燃料電池複合発電技術（IGFC）B-01-02

A-06-02

B-07-02

B-07-01 フェロコークスB-07-09

B-07-06

B-07-07

B-07-04

コークス乾式消火設備技術（CDQ）B-07-05

B-07-03

B-05-02

微粉炭火力発電技術(USC)

循環型常圧流動床ボイラ(CFBC)

加圧内部循環流動床ボイラ(PICFBC)

石炭部分燃焼炉技術(CPC)

加圧流動床燃焼技術(PFBC)

高度加圧流動床燃焼技術（A-PFBC）

B-06-01

B-06-02

B-06-03

B-06-04

B-06-05

B-06-06

B-06-07

先進超々臨界圧火力発電技術（A-USC）B-06-08

微粉炭酸素燃焼技術（Oxyfuel）C-06-05

ガス
クリーニング

燃料
電池

常圧内部循環型流動床ボイラ(ICFBC)

低品位炭からのコークス製造用
粘結材製造技術（ハイパーコール）

A-05-01

PCI

無触媒石炭乾留ガス改質技術（COG改質技術）

コークス炉ガスの有用利用技術 製鉄プロセスからのCO2 排出削減、
分離・回収技術（COURSE50）

B-07-08

銑　鉄

砂川（25）
奈井江（35）
苫東厚真（173.5）

石川（31.2）

具志川（31.2）

金武（44）

仙台（35）

新日鐵住金 鹿島（6,729,000）

新日鐵住金 室蘭（1,537,000）
（高炉は北海製鐵に移管）

新日鐵住金 君津（8,515,000）
JFEスチール 千葉（4,062,000）

新地（相馬）（200）
原町（200）
広野（60）
勿来（145）

常陸那珂（200）
磯子（120）

碧南（310）

橘港（210＋70）

西条（40.6）
新居浜西（15）
新居浜東（4.25）

新日鐵住金  和歌山（4,642,000）

新日鐵住金 名古屋（6,247,000）
JFEスチール 京浜（4,058,000）

新日鐵住金 大分（9,586,000）

能代（120）

七尾大田（120）
富山新港共同（50）

敦賀（120）
舞鶴（90）

高砂（50）
水島（28.1）

JFEスチール 倉敷（8,727,000）

神戸製鋼 加古川（5,790,000）
新日鐵住金 広畑（693,000）

JFEスチール 福山（10,041,000）

神戸製鋼 神戸（1,200,000）

大崎（25.9）
竹原（130）

三隅（100）
新小野田（100）

下関（17.5）

苅田（36）

新日鐵住金 八幡
（3,623,000）

港（15.6）
松浦（270）

戸畑共同（15.6）

松島（100）

苓北（140）

酒田（70）

煙突

電力

発電分野の石炭消費量と発電量 （出所：総合エネルギー統計）

1990 '91 '92 '93 '94 '95 '96 '97 '98 '99 '00 '02 '03 '04 '05 '06 '07 '08 '0９ '10 '11 '12 '13'01

180

160

140

120

100

80

60

40

20

0

1800

1600

1400

1200

1000

800

600

400

200

0

石
炭

消
費

量（
百

万
t）

発
電

量（
G

kW
h）

190

200

　1900

　2000

1990 '91 '92 '93 '94 '95 '96 '97 '98 '99 '00 '01 '02 '03 '04 '05 '06 '07 '08 '09 '10 '11 '12 '13

石
炭

消
費

量（
百

万
t）

粗
鉄

生
産

量（
百

万
t）

製鉄分野の石炭消費量と粗鋼生産量

180

160

140

120

100

80

60

40

20

0

180

160

140

120

100

80

60

40

20

0

190

200

190

200

  

国内石炭総消費量国内石炭総消費量

発電電力量発電電力量

石炭消費量（発電）石炭消費量（発電）

石炭消費量（鉄鋼）石炭消費量（鉄鋼）

粗鋼生産量粗鋼生産量

国内石炭総消費量国内石炭総消費量

（出所：鉄鋼連盟統計情報）

Clean Coal Technologies in Japan 8

Clean Coal Technologies in JapanClean Coal Technologies in Japan
日本のクリーン・コール・テクノロジー



セメント製造分野

セメント工場の分布 セメント製造技術

石炭化学・その他分野

化学コンビナートの分布 石炭化学プロセス

（　）内はクリンカ製造能力（千t /y）
　2013年末現在

（　）内はエチレン製造能力（千t /年）
　2012年末現在

（ＢＴＸや1～2環成分等）

琉球セメント 屋部（609）

日鉄住金セメント 室蘭（820）
太平洋セメント 上磯（3,581）
三菱マテリアル 青森（537）
八戸セメント 八戸（1,181）
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丸善石油化学 市原（480）
京葉エチレン（690）

JX日鉱日石エネルギー 川崎（404）
東燃化学 川崎（491）

三菱化学 四日市
東ソー 四日市（493）

出光興産 周南（623）

三井化学 岩国大竹

三菱化学 水島（431）
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三井化学 大阪
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石炭を燃やしたあとに出る排ガスを処理したり、燃やす方法を工
夫することによって、煤塵や硫黄酸化物、窒素酸化物を取り除く、
エミッション低減への技術開発が進められている。

石炭利用に伴う硫黄酸化物の排出低減は環境保全の重要な
課題で、選炭は灰分や硫黄酸化物の発生源となる黄鉄鉱粒
子を石炭を使う前に除去できる環境対策技術の一つである。

排煙処理技術

●電気集塵器
高圧の電気を流した2つの電極の間に、煤塵を含んだ排ガスを
通すと、煤塵は（－）の電気を帯びて（＋）側の電極に吸い寄せ
られる。電極に吸着し堆積した煤塵を、周期的な槌打によって
集塵器の下部に落として排ガスや煤塵を取り除く方法である。
この原理は、摩擦によって静電気を帯びた下敷などに紙やゴミ
が付着するのと同じものである。
●排煙脱硫装置
石灰石を粉状にして水との混合液（石灰石スラリー）を作り、こ
れを硫黄酸化物を含んだ排ガスに噴霧すると、排ガス中の硫
黄酸化物と石灰が反応して亜硫酸カルシウムになる。この亜
硫酸カルシウムを、さらに酸素と反応させて、石こうとして取り
出す。
●排煙脱硝装置
窒素酸化物を含んだ排ガスにアンモニアを噴霧して、金属系
の触媒（化学反応を起こさせる物質）の中を通す。排ガス中の
窒素酸化物は、触媒の働きで化学反応を起こし、窒素と水に
分解する。

反応式

（一酸化窒素）（アンモニア）　　 　　　　（窒素ガス）
4NO + 4NH3 + O2　 →　4N2 + 6H2O

6NO2 + 8NH3 　→　7N2 + 12H2O
（二酸化窒素）　　　　　　　　 （窒素ガス）

石炭を燃やした時に発生する灰は、セメント原料などに有効利用
することをはじめ、多目的な利用に関する検討が進められている。

石炭灰の有効利用技術

選炭技術

選炭後に流される排水の中には微粉炭が含まれており、このま
ま河川等へ排出すると環境問題を引き起こす可能性がある。し
たがって、効率の高いスラッジ炭回収・脱水技術の開発を資源
有効利用の面からも進めている。

スラッジ炭回収・脱水技術

CO2排出量削減の取り組み

浮選機

排水シックナ

脱水装置

重液サイクロン

2005年2月16日、京都議定書が発効し、日本は2008年から
12年までの期間中に、温室効果ガス（二酸化炭素、メタン、亜
酸化窒素、代替フロン等）の排出量を1990年に比べ6％削減
することが必要となった。
我が国は、世界で最も進んだ石炭技術（クリーン・コール・テク
ノロジー）を持った国の1つとして、温室効果ガスの中で影響の
大きな二酸化炭素（CO2）の排出量削減のために、

①利用効率の向上によるCO2発生量の低減
②石炭に含まれる炭素成分の原料分野への利用による、直接
　燃焼により発生するCO2排出量の抑制
③排ガス中に含まれるCO2を分離・回収し、地中等への隔離・
　貯留
等の技術開発と、京都メカニズムを利用した国際協力による
CO2排出量の削減が進められている。

コプロダクション

CO2の隔離・貯留

石炭

メタンガス

CBM回収

CO2炭層貯留

メタンガス

事前処理

バイオガス

合成ガス
（H2、CO）

COシフト
CO2分離回収

ガスエンジン/GT
DME合成

都市ガス

電力

電力
民生・運輸

FT合成
DME合成

H2分離精製

H2

CO2

化学

アンモニア合成
メタノール合成

電力
合成燃料

IGCC/IGFC

合成燃料
（DME、GIL）
発電所、自動車等

H2燃料電池
定置型燃料電池

尿素肥料
エンプラ

燃料電池

石炭層
FC

GT

ST

ボイラー

ガス化

セメント原材料
8,192  66.3％

セメント分野
67.9％

土木分野
14.3％

建築分野 3.2％
農林水産分野 1.1％

その他
 7.9％

コンクリート混和材 70  1.7％
セメント混合材 130  1.1％

建材ボード 
36.4 3％

その他建築材 
30  0.29％

肥料・土壌改良材等 
134  1.1％ その他 

1,668  13.5％    合計 8,380
          （単位：千t）  　　

日本の電力・一般産業から発生する
石炭灰の有効利用状況
（2012年度）
出所：石炭灰全国実態調査報告書（JCOAL）

炭鉱充填材
476  3.9％

道路路盤材
265 2.1％

地盤改良材 281  2.3％

土木工事用
その他 
747 6％

化学吸収法
物理吸着法
膜分離法
酸素燃焼

＜分離・回収＞ ＜輸送＞ ＜隔離・貯留＞
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主要国の CO2 排出量（百万 t）　出展：IEO2013

1990 2000 2020 2030 2040

米国 5,032 5,608 5,454 5,523 5,691 

カナダ 466 546 574 609 654 

西欧 4,193 4,223 4,097 4,151 4,257 

ロシア 2,368 1,595 1,749 1,945 2,018 

中国 2,270 7,885 11,532 14,028 14,911 

インド 569 1,958 2,109 2,693 3,326 

日本 1,047 1,176 1,220 1,215 1,150 

世界全体 21,452 31,183 36,446 41,464 45,453 
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石炭を燃やしたあとに出る排ガスを処理したり、燃やす方法を工
夫することによって、煤塵や硫黄酸化物、窒素酸化物を取り除く、
エミッション低減への技術開発が進められている。

石炭利用に伴う硫黄酸化物の排出低減は環境保全の重要な
課題で、選炭は灰分や硫黄酸化物の発生源となる黄鉄鉱粒
子を石炭を使う前に除去できる環境対策技術の一つである。

排煙処理技術

●電気集塵器
高圧の電気を流した2つの電極の間に、煤塵を含んだ排ガスを
通すと、煤塵は（－）の電気を帯びて（＋）側の電極に吸い寄せ
られる。電極に吸着し堆積した煤塵を、周期的な槌打によって
集塵器の下部に落として排ガスや煤塵を取り除く方法である。
この原理は、摩擦によって静電気を帯びた下敷などに紙やゴミ
が付着するのと同じものである。
●排煙脱硫装置
石灰石を粉状にして水との混合液（石灰石スラリー）を作り、こ
れを硫黄酸化物を含んだ排ガスに噴霧すると、排ガス中の硫
黄酸化物と石灰が反応して亜硫酸カルシウムになる。この亜
硫酸カルシウムを、さらに酸素と反応させて、石こうとして取り
出す。
●排煙脱硝装置
窒素酸化物を含んだ排ガスにアンモニアを噴霧して、金属系
の触媒（化学反応を起こさせる物質）の中を通す。排ガス中の
窒素酸化物は、触媒の働きで化学反応を起こし、窒素と水に
分解する。

反応式

（一酸化窒素）（アンモニア）　　 　　　　（窒素ガス）
4NO + 4NH3 + O2　 →　4N2 + 6H2O

6NO2 + 8NH3 　→　7N2 + 12H2O
（二酸化窒素）　　　　　　　　 （窒素ガス）

石炭を燃やした時に発生する灰は、セメント原料などに有効利用
することをはじめ、多目的な利用に関する検討が進められている。

石炭灰の有効利用技術

選炭技術

選炭後に流される排水の中には微粉炭が含まれており、このま
ま河川等へ排出すると環境問題を引き起こす可能性がある。し
たがって、効率の高いスラッジ炭回収・脱水技術の開発を資源
有効利用の面からも進めている。

スラッジ炭回収・脱水技術

CO2排出量削減の取り組み

浮選機

排水シックナ

脱水装置

重液サイクロン

2005年2月16日、京都議定書が発効し、日本は2008年から
12年までの期間中に、温室効果ガス（二酸化炭素、メタン、亜
酸化窒素、代替フロン等）の排出量を1990年に比べ6％削減
することが必要となった。
我が国は、世界で最も進んだ石炭技術（クリーン・コール・テク
ノロジー）を持った国の1つとして、温室効果ガスの中で影響の
大きな二酸化炭素（CO2）の排出量削減のために、

①利用効率の向上によるCO2発生量の低減
②石炭に含まれる炭素成分の原料分野への利用による、直接
　燃焼により発生するCO2排出量の抑制
③排ガス中に含まれるCO2を分離・回収し、地中等への隔離・
　貯留
等の技術開発と、京都メカニズムを利用した国際協力による
CO2排出量の削減が進められている。

コプロダクション

CO2の隔離・貯留

石炭

メタンガス

CBM回収

CO2炭層貯留

メタンガス

事前処理

バイオガス

合成ガス
（H2、CO）

COシフト
CO2分離回収

ガスエンジン/GT
DME合成

都市ガス

電力

電力
民生・運輸

FT合成
DME合成

H2分離精製

H2

CO2

化学

アンモニア合成
メタノール合成

電力
合成燃料

IGCC/IGFC

合成燃料
（DME、GIL）
発電所、自動車等

H2燃料電池
定置型燃料電池

尿素肥料
エンプラ

燃料電池

石炭層
FC

GT

ST

ボイラー

ガス化

セメント原材料
8,192  66.3％

セメント分野
67.9％

土木分野
14.3％

建築分野 3.2％
農林水産分野 1.1％

その他
 7.9％

コンクリート混和材 70  1.7％
セメント混合材 130  1.1％

建材ボード 
36.4 3％

その他建築材 
30  0.29％

肥料・土壌改良材等 
134  1.1％ その他 

1,668  13.5％    合計 8,380
          （単位：千t）  　　

日本の電力・一般産業から発生する
石炭灰の有効利用状況
（2012年度）
出所：石炭灰全国実態調査報告書（JCOAL）
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日本のクリーン・コール・テクノロジー



1. クリーン・コール・テクノロジーの普及促進

日本のクリーン・コール・テクノロジーを世界のために
～石炭高効率利用システム案件等形成調査事業（石炭FS）～

▲▲
▲▲
▲

▲▲▲▲
▲▲▲▲▲▲

▲高効率石炭火力発電
▲低品位炭利用
▲その他

▲
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▲
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▲

▲
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平成23年度から26年度まで、22ヶ国で44件のFS事業を実施
高効率石炭火力発電案件 ：18／低品位炭利用案件（ガス化・改質・乾燥） ：14

国別項目別件数 高効率
石炭火力発電

低品位炭
利用 その他 計

ア
ジ
ア
太
平
洋
地
域

モンゴル 　 2 　 2
中国 　 1 4 5
台湾 　 　 1 1
ベトナム 2 　 　  1 3
インドネシア 4 6 　 10
ミャンマー 1 　 　 1
インド 　 1 　 1
スリランカ 2 　 　 2
カザフスタン 　 　 2 2
ウズベキスタン、タジキスタン、
キルギス 　 　 1 1

ウズベキスタン、タジキスタン 1 1
キルギス 　 　 1 1
オーストラリア 1 2 　 3

欧
米

米国 1 1 　 2
カナダ 1 　 　 1
ポーランド 2 　 　 2
ブルガリア 2 　 　 2
トルコ 1 1
ハンガリー、ルーマニア、
セルビア 　 　 1 1

ハンガリー 　 1 　 1
ボスニア・ヘルツェゴビナ 1 　 　 1

計 18 14 12 44

調査事業の狙い ＞＞＞ 世界のCO2排出量・環境負荷の低減/日本の経済成長

①プロジェクトの実現に向けて、民間だけではプロジェクト形成が困難な案件に対して支援を実施している。
②相手国の石炭性状等にあわせた日本の技術の適用可能性を検証するための試験などに対する支援も実施して

いる。
③石炭 FSの成果について、国際的なイベントや政府間での対話などを通じて、相手国政府および相手先企業に

対し、日本の技術の高さ・有効性について理解・協力を得る活動を実施している。

日本の効率の良い石炭の利用等に係わる技術を海外に普及・

促進するため、NEDOは平成23年度から「石炭高効率利用シ

ステム案件等形成調査事業」（以下、石炭FS）を行っている。こ

れは、日本の高効率発電技術をはじめ、未利用炭利用技術、運

転管理技術、CO2回収・貯留（CCS）などの石炭高効率利用シ

ステムを、日本企業が海外に展開するための実現可能性調査

（FS；Feasibility Study）を実施するものである。

特に石炭に依存している国々で、今後も低効率の石炭火力発電

所が新設され、CO2排出量が増加していくことは、地球全体の

CO2排出量削減の点から望ましいことではない。日本の高効率

で環境負荷の少ない技術を普及させ、地球環境はもちろん、相

手国にとっても日本にとっても最適な案件を形成することが

狙いである。
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2. 低品位炭の利用促進

低品位炭の利用については、世界的に大きな市場が期待

されており、これまでも乾燥や改質技術について種々

の検討や実証試験等が実施されてきているが、製品の

付加価値が低く事業採算をとるのが難しい状況にあっ

た。また、付加価値の高い水素、合成天然ガス（SNG; 

Synthesis Natural Gas）、尿素、メタノール等の製品

の製造についても多くの検討がなされ、事業化の可能性

も確認されてきているが、これらの製品は既存製品に対

して十分な競争力のある価格までコストダウンができ

これまで広く使用されている一般炭は、資源量が減少し

てきており、また、産炭国における石炭需要の拡大によ

り、安定的な供給が難しくなってきている。このような

現状の下、埋蔵量が豊富な低品位炭の利用拡大がますま

す必要となってきている。

＜プロジェクト例＞

対象国 対象炭 製品 CO2対策

インドネシア スマトラ褐炭 合成天然ガス CO2/EOR

インドネシア カリマンタン褐炭 高炉吹き込み炭 －

オーストラリア ビクトリア褐炭 一般炭代替改質炭 －

オーストラリア ビクトリア褐炭 水素 帯水層CCS

中国 内モンゴル褐炭 合成天然ガス －

ず事業化に至っていないのが現状である。

そこで平成25年度から、付加価値が高い化学製品や改

質炭等の鉱山元での製造をめざす事業を対象に、炭鉱か

ら製造設備、輸送インフラ整備、製品需要者までを含む

ビジネスモデルの検討を行い、また、このビジネスモデ

ルの実現に向けた経済及び技術面からの課題の抽出と

解決策の策定等の実現可能性調査を行い、実現のための

技術開発を行っている。

図　国別潜在市場規模（2012年）
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A. 多目的石炭利用技術

第2編　技術概要
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この 研究開 発は、NEDOが 上記民間9社で構 成する
HYCOL組合に委託すると同時に、ガス化炉や材料に関
する基礎的な研究を民間5社［（株）日立製作所、バブコッ
ク日立（株）、旭硝子（株）、品川白煉瓦（株）、日本特殊陶業

（株）］に委託して実施した。
水素製造を主目的として、プロセスを確立するために、千

葉県袖ヶ浦に石炭処理量50t/dパイロットプラントが建
設され、1991年（平成3年）より1994年まで運転研究が
行われた。
初期の目標を達成し、世界のトップレベルのガス化炉技術
を確立した。

この技術を継承して、多目的石炭ガス製造技術の開発が
1995年（平成7年）より開始された（EAGLEプロジェクト）。

高温・高圧下で、微粉炭に酸素を反応させ、水素と一酸化
炭素に富む中カロリーのガスを得る噴流層ガス化技術で
あり、HYCOLプロセスと呼んでいる。シフト反応により一
酸化炭素とスチームを二酸化炭素と水素に変換し、その後
分離・精製して高純度の水素を得ることが出来る。
水素は石油精製や化学工業で、また石炭液化でも利用さ
れ、また、一酸化炭素を含む合成ガスは化学合成原料や燃
料電池用燃料、産業用燃料等として広範な用途が期待さ
れる。
HYCOLプロセスは次のような特徴を有している。

（1） ドライフィードの一室二段旋回噴流層ガス化炉であ
る。即ち、ロックホッパーで加圧した微粉炭は、ドライ
な状態で、二段に設置された各段四本のバーナよりガ
ス化炉の旋回方向に吹込まれる。また、上段、下段の酸
素/微粉炭比は、個別に制御される。これらにより高い
熱効率が達成され、かつ高負荷のガス化が可能となる。

（2） ガス化炉内耐火壁表面に均質なスラグ層を形成し、耐

火壁の長寿命化を図るための、セルフコーティング技
術が開発されている。

（3） 多数のバーナに石炭を簡易に、かつ均等に分配する技
術として、旋回流気流分配器を開発、採用している。

（4） 石炭中の灰分はガス化炉内で溶融し、流下するが、ガ
ス化炉下部の炉床に設置したスラグ流下孔の他にも
孔を開け、炉床を貫流する高温ガスの流れを作る。こ
れにより、スラグ孔の温度保持が図られ、スラグの円
滑な流下が確保される。

（5） ガスと同伴してガス化炉より出る未反応のチャーにつ
いては、サイクロン等で分離し、高温・高圧の状態でガ
ス化炉へリサイクルし、反応の完結を期す。

（6） 石炭中の灰分は、有害成分の溶出のないスラグとして
回収される。また、S分、N分はH2S、NH3として容易に
回収されるので、環境への負荷が大幅に軽減される。

なお、石炭は灰分の流動点の低いものほど、また燃料比（固
定炭素/揮発分）の低いものほどガス化し易い。

A-01-01. 噴流層石炭ガス化技術（HYCOL）
研究開発者

事業の種類

開 発 期 間

HYCOL組合［出光興産（株）、大阪ガス（株）、電源開発（株）、東京ガス（株）、東邦ガス（株）、 
（株）日鉱共石、（株）日本製鋼所、（株）日立製作所、三井石炭液化（株）］

NEDO委託事業

1986～1994年度（9年間）

技術概要

1. 背景とプロセス概要

2. 開発の進捗状況及び成果

3. 今後の課題及び実用化の見通し
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前処理工程 ガス化工程 水洗浄工程 生成ガス焼却工程

脱硫装置

リサイクルガス圧縮機

灰処理工程

エアヒータ

微粉炭機

石炭

ロック
ホッパ

ロック
ホッパ

ガス化炉

分配器

ボ
イ
ラ 水洗塔

排熱ボイラ

焼却炉

図-1  パイロットプラントフロー図

表-1  パイロットプラントの仕様と目標性能

石炭処理量

ガス化剤

ガス化圧力

ガス化温度 

Ｏ2/Coal

製造ガス量

ガス組成

（設計値） 

炭素転換率

冷ガス効率

最大50 t/d

酸素

30 kg/cm2（G）

1500 ～ 1800 ℃ 

0.8 ～ 0.9 (wt比)

約91 kNm3/d

ＣＯ 61％

Ｈ2 31％ 

ＣＯ2 3％

98％以上

78％以上
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図-1  EAGLE150t／dパイロットプラント系統図

EAGLE（coal Energy Application for Gas, Liquid and 
Electricity）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として、高効率で合成ガス

（CO+H2）を製造する事が出来る、最も先進的な、酸素吹
き1室2段旋回流ガス化炉をはじめ、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用が

A-01-02. 多目的石炭ガス製造技術（EAGLE）
研究開発者

事業の種類

開 発 期 間

（独）新エネルギー・産業技術総合開発機構、電源開発（株）

石炭生産・利用技術振興補助事業、燃料電池用燃料ガス高度精製技術開発、NEDO共同研究

1998～2006年度（Step-1）、2007～2009年度（Step-2）、2010～2014年度（6月まで）（Step-3）

技術概要

1. 技術概要

EAGLEプロジェクトStep-1の開発目標は表-1のとおり
である。石炭ガス化ガスを燃料電池発電や合成燃料･水素
･化学肥料製造用に適用する場合、ガス中に含まれる硫黄
化合物などの不純物が燃料電池を被毒し、性能低下の原
因となるので、燃料電池の要求する精製レベルに合わせた
目標を設定した。特に燃料電池の被毒物質（ハロゲン等）の
影響については、世界的に見ても報告例が少なく、米国エ
ネルギー省及びMCFC組合等の報告を参考に、目標レベ
ルを設定した。

2. 開発目標と開発すべき技術

3. パイロット試験設備
本プロジェクトでは、電源開発（株）若松研究所構内に石
炭処理量150t/d規模のパイロット試験設備（写真-1）を
設置し、2002年度から運転研究を行ってきた。図-1にパ
イロット試験設備の概略フローを、表-2に主要設備の仕
様を示す。試験設備は、石炭前処理設備、石炭ガス化設備、
空気分離設備、ガス精製設備、排水処理設備、生成ガス燃
焼設備およびガスタービン設備他で構成されている。

写真-1　EAGLEパイロットプラント（150t/d）の全景写真
（出典：電源開発株式会社）

カーボン転換率　 　　　 ９８％以上
冷ガス効率　　　　　　 ７８％以上
生成ガス発熱量（高位）　10,000ｋＪ/ｍ3N以上

連続運転　　　1,000h以上
5炭種以上のガス化データの取得
スケールアップデータの取得

石炭ガス化性能

ガス精製性能

その他全般

硫黄化合物　　 　１ｐｐｍ以下
ハロゲン化合物　   １ｐｐｍ以下
アンモニア　　　　１ｐｐｍ以下
ばいじん　　　　　１mg/ｍ3Ｎ以下

項　目 開　発　目　標

表-1　開発目標（Step-1）

可能な石炭ガス化システムの確立を目指すものである。
本ガス化炉を適用し、ガスタービン、蒸気タービン及び燃
料電池を組み合わせることにより、既設火力発電と比較し
最大30％のCO2排出削減が期待される石炭ガス化燃料
電池複合発電（IGFC）システムを構成することができる。

酸素吹き1室2段旋回型噴流床炉

150t/d（6.3t/h）

1,200～1,600℃

2.5MPa

湿式化学吸収法

メチルジエタノールアミン（MDEA）

約14,800m3N/h

湿式石灰石石膏法

加圧深冷分離法

1.09MPa

約27,500m3N/h

約4.600m3N/h

95％

開放単純サイクル1軸型

8,000kW

石炭ガス化炉型式

石炭処理量

ガス化温度

ガス化圧力

ガス精製設備方式

吸収液

処理量

S分回収方式

空気分離設備方式

原料空気圧力

原料空気処理量

酸素製造量

酸素純度

ガスタービン型式

出力

項　目 仕様

表-2　主要設備の仕様
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本プロジェクトは新エネルギー・産業技術総合開発機構、
電源開発（株）が共同で進めてきた。
Step-1では、表-3に示すとおり性能目標値は期間中の
2005年度までに達成された。特に冷ガス効率については
82％以上を記録した。さらに、連続運転性能1,000時間以
上、多炭種対応（5種類以上）、および、大型化対応（10倍
程度のスケールアップ）データの取得の全ての目標を達成
した。
EAGLEプロジェクトはその後、図-2に示す開発スケ
ジュールに延長された。
Step-2では多目的石炭ガス製造技術開発（2007～2009
年度）を目的として、試験設備の改造と追加が行われた。高
灰融点炭対応試験では新たに3炭種のガス化試験を行っ
た。CO2分離試験のためMDEA化学吸収試験装置を追加
して、CO2回収率90％以上、回収CO2純度99％以上、お
よび、吸収液再生省エネルギー化プロセスの確認の目標を
達成した。
Step-3では革新的CO2回収型石炭ガス化技術開発（2010
～2014年度（6月まで））として、試験設備の改造と追加が
行われた。新たにCO2分離試験のため物理吸収試験装置
を追加して、回収CO2純度98％以上、発電効率の改善（化
学吸収法のStep-2成果と比較して相対比10％の改善）の
目標を達成した。
以上、すべてのStepにおいて所期の目標を達成し、EAGLE
プロジェクトは2014年6月で全ての研究が完了した。

Step-2、および、Step-3におけるCO2分離試験概要につ
いては、本誌「C-06-03　石炭ガス化からのCO2回収技術

（Pre-Combustion）」に記述する。

4. 目標と達成状況

10,000ｋＪ/ｍ3N以上

９８％以上

７８％以上

１ｐｐｍ以下

１ｐｐｍ以下

１ｐｐｍ以下

１mg/ｍ3Ｎ以下

10,100ｋＪ/ｍ3N以上

99％以上

82％以上

N.D（＜１ｐｐｍ未満）

１ｐｐｍ未満（※1）

１ｐｐｍ未満

１mg/ｍ3Ｎ未満（※2）

最終目標 実　績

石炭ガス化性能

ガス精製性能

・石炭処理量　150t/day確認　［※1：吸収塔出口　※2：第2水洗塔出口］

ガス発熱量

カーボン転換率

冷ガス効率

硫黄化合物

アンモニア

ハロゲン化合物

ばいじん

図-2　EAGLEプロジェクトスケジュール

EAGLEプロジェクトの成果は、酸素吹きガス化技術によ
るIGCC/IGFCの実現を目指す大崎クールジェンプロジェ
クト（実証プラント建設中）に受け継がれている。
EAGLEは、ガスタービン発電設備及び蒸気タービン発
電設備との組合せによる石炭ガス化複合発電システム

（IGCC）、更には図-3に示す燃料電池を組込んだ究極の石
炭利用高効率発電技術であるトリプルコンバインドサイ
クルの石炭ガス化燃料電池複合発電システム（IGFC）に
活用できる。IGFCでは、従来の微粉炭火力に比べて飛躍
的な効率向上が見込まれ、その送電端効率は55％を超え
る究極の発電システムである。また、酸素吹き石炭ガス化
炉であるEAGLEから得られる石炭ガス化ガスは、COと
H2以外の成分（N2等）の比率が非常に少ないため、液体燃
料や化学原料等を効率よく製造することが可能である。
EAGLE技術は、今後予想される水素社会へ向けた時代の
要請にも応えられる技術として期待されている。

5. 今後の予定

●参考文献
1） 外岡正夫：石炭ガス化技術（Ⅱ）－燃料電池用石炭ガス化製造技術（EAGLE）－日本エネルギー学会誌Volume 82 Number 11 November 

2003 p836－840
2） 小俣浩次：酸素吹き石炭ガス化システム，日本エネルギー学会誌，第93巻7号，624-630（2014）

（出典：電源開発株式会社）

図-3　石炭ガス化燃料電池複合発電システム

表-3　研究目標達成状況（Step-1）



A. 多目的石炭利用技術

第2編　技術概要

Clean Coal Technologies in Japan19

褐炭のように比較的ガス化が容易な低品位炭は、低温・大
気圧条件でのガス化が可能である。TIGARは、吸熱反応の
ガス化と発熱反応の燃焼の組み合わせからなり、ガス化炉
と燃焼炉の間を流動媒体（砂）が循環する流動層方式であ
る。ガス化炉は流動層であるため、水分の多い褐炭でも粗
粉砕でそのままガス化が可能で、予備乾燥技術、スラリー

化、搬送ガスの必要がない。TIGARは産業用ボイラなどで
実績があり産炭国を含めて普及が図られている循環流動
層技術をベースとしており、低温・常圧でのガス化プロセ
スであるため、運用性、メンテナンス性に優れ、揮発分が
多い褐炭だけでなくバイオマス等多種の低品位燃料に対
応できる。

TIGARの開発計画を表-1に示す。2005～2006年度のベ
ンチ試験（0.1t/d）を経て、2010～2011年度のパイロット
炉（6t/d）運転試験によるプラント性能、環境性、および、
安定性の確認等の所期の目標を達成後、2012年度から実
証機（50t/d）建設をインドネシア現地にて進めている。図
-2に完成予想図と写真-1に建設状況を示す。2015年度か

らは、運転試験による低品位炭からの燃料・化学原料等へ
の多用途利用技術の商用化に向けた実証を行う。
実証完了後は、インドネシアの肥料工場における天然ガス
代替市場を対象に商用1号機を実現し、その後、褐炭産出
国における燃料・化学原料用途を対象にTIGARの普及を
図る。

褐炭の利用拡大に向けて効率的かつ高付加価値化を狙っ
た利用技術開発を行う。
高水分の褐炭はハンドリング性や自然発火の問題がある

ため、産炭国で利用されることを想定して低コスト、操作
性、および、メンテナンス性に優れた褐炭ガス化技術を開
発する。

褐炭等の低品位な石炭は、インドネシア、ドイツ、オースト
ラリア等広範囲に賦存しており、埋蔵量は全石炭の半分を
占める。従って日本だけではなく、世界的なエネルギーセ
キュリティの観点からも褐炭等の低品位炭の効率的な利
用技術の開発が必要である。褐炭は水分が多く、自然発火
性が高いため、利用方法は限定的である。
図-1に示す二塔式ガス化炉（TIGAR）は燃料（原料）の適用
範囲が広く、褐炭だけではなく、バイオマスも同時にガス
化することが可能で、燃料、化学原料等の天然ガス、石油

の代替とし、加えて、CO2排出量の低減にも寄与する。低
温・常圧のガス化プロセスのため、高価な耐熱材、耐圧機
構を用いる必要がなく、汎用品を利用できることからイニ
シャルコスト・メンテナンスコストが有利になる。
本技術のインドネシア等産炭国への技術導入を推進する
ことにより、未利用炭による天然ガス等既存エネルギーの
代替が図られ、産炭国のエネルギー需給緩和、高品位炭や
LNGの輸出余力の向上、及び日本への高品位炭輸出を含
むエネルギー安定供給確保に資する。

A-01-03. 二塔式ガス化炉による褐炭利用技術（TIGAR）
研究開発者

事業の種類

開 発 期 間

（株）IHI

NEDO委託事業及びMETI補助事業

（公的支援） 2004～2009年度（NEDO委託事業期間含む）
 2010～2011年度（METI補助事業）未利用炭有用資源化技術開発
 2012～2016年度予定（METI補助事業）低品位炭ガス化多用途利用技術実証

技術概要

1. 技術開発の目的

2. 必要性と効果

3. 要素技術

4. 現在の状況と開発スケジュール
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（1） スケールアップ手法の確立
パイロット炉（給炭量6t/d）の結果から、実証機（50t/d）の
建設、試験による性能データ確認

（2） ガス精製プロセスの確立
低温ガス化による発生タールの処理、精製技術の確立。特
に比較的低温のガス化であるため、ガス化に際しタールが
発生するが、これを処理・精製するプロセスの同規模実証

機で性能、運用を確認。さらに、ガス化炉側での発生抑制
技術および他の処理技術の研究開発を行う。

（3） 信頼の確認
長時間運転（数千時間）による運用性、および、保守耐久性
の確認

（4） その他
コストダウンによる競争力強化の検討

5. 開発すべき技術

表-1　二塔式ガス化炉（TIGAR）の開発計画

（出典：株式会社IHI）

図-1　二塔式ガス化炉（TIGAR）の基本構造（原理）
（出典：株式会社IHI）

図-2　TIGAR実証機完成予想図 写真-1　TIGAR実証機の全景写真
（2014年10月現在）

（出典：株式会社IHI）



A. 多目的石炭利用技術

第2編　技術概要

Clean Coal Technologies in Japan21

A-02-01. 日本の石炭液化技術開発

技術概要

1. 石炭液化技術開発の背景
石炭は、産業革命以来人類の重要なエネルギー資源として
活用されてきた。1800年代後半、石炭の使用量が、薪や木
炭を上回り石炭が世界の主要なエネルギー源となった。我
が国でもやや遅れて、1900年代に入り、石炭が主要なエ
ネルギー源となった。しかし、1960年代に入り、より使用
し易いエネルギーとして石油が石炭に取って代わること
となり、石炭の存在感は薄れていった。石炭が再び見直さ
れるのは、1973年及び1978年の石油危機以降である。石
油危機を契機としてエネルギー源の多様化が叫ばれ、石油
代替エネルギー開発、特に石炭の利用技術開発が脚光を
浴びることとなった。石炭液化もこの時期、巨大な資源量
を背景に石油代替エネルギーの最右翼として位置づけら
れ、世界各国で開発が進められてきた。ドイツ及び米国に
おいては、1日石炭処理量が数百t規模のパイロットプラ
ントによる研究が行われた。
我が国においても、サンシャイン計画の下、新エネルギー・
産業技術総合開発機構（NEDO）を中心として我が国独自
の石炭液化技術の開発を行ってきた。ドイツ及び米国に
10年余りの遅れをとっていたが、着実に開発を進め、平成
10年150t/d規模の瀝青炭液化パイロットプラントによ
る運転を多大な成果をもって終了し、ドイツ及び米国から
の遅れを取り戻すとともに、世界最新鋭の石炭液化技術を
確立した。

2. 我が国における石炭液化技術開発の歴史
2.1 石炭液化技術開発の黎明期
大正末期から昭和初期にかけて、南満州鉄道株式会社
では、Bergius法に基づく石炭液化の基礎研究を開始
し、昭和10年頃にはベンチプラントからPDU（Process 
Development Unit）クラスの運転が実施された。この研究
に基づき中国撫順炭鉱に液化油年産2万tのプラントが建
設され、昭和18年まで運転が行われた。また、昭和13年か
ら18年にかけて、朝鮮人造石油株式会社が、阿吾地工場に
おいて石炭処理量100t/d規模の直接石炭液化プラントの
連続運転に成功している。このいずれのプラントも軍の要
請により石炭液化油の生産を中止し、重質油水添あるいは
メタノール製造のためのプラントとして利用された。
昭和初期、直接石炭液化法すなわちBergius法とは別に、
間接石炭液化法であるFischer法（合成法）による石炭液
化研究及び合成石油製造も行われた。昭和10年ドイツに
おいてFischer法が発表されると同時に、日本に導入され、
昭和12年三池において工場建設が開始され、昭和15年
合成油年産3万tの石油合成工場が完成した。
戦時下の特殊事情を背景に、人造石油の生産は終戦を迎
えるまで続けられた。

1979（昭和54）

1980（昭和55）

1981（昭和56）

1982（昭和57）

1983（昭和58）

1984（昭和59）

1985（昭和60）

1986（昭和61）

1987（昭和62）

1988（昭和63）

1989（平成1）

1990（平成2）

1991（平成3）

1992（平成4）

1993（平成5）

1994（平成6）

1995（平成7）

1996（平成8）

1997（平成9）

1998（平成10）

1999（平成11）

2000（平成12）

2001（平成13）

① ② ③〜
液化三法

250t/d
設計

建設

運転

洗浄等

解体研究
撤去

サンシャイン計画スタート（昭和49年7月）
液化三法研究スタート
　①溶剤抽出法 ②直接水添法 ③ソルボリシス法

NEDO設立（昭和55年10月1日）石炭技術開発室
液化三法継承

●第1回中間報告（合同審議会報告以下に同じ）
　（昭和58年8月）：液化三法の統合を答申
　NEDO　PP概念計画に着手（三法及び統合案）
三法統合　NEDOLプロセスの構築

　・NCOL設立（昭和59年10月1日）

●PDU（住金波崎 1t/d）による
●PSU（新日鐵君津 1t/d）による研究（設計）
　スタート（昭和60年度）
●PSU運転研究スタート（昭和62年度）

150t/d PPスタート  （PP規模縮小：250t/d→150t/d）

●総事業費縮減検討（平成3年4月　運営会議で合意）

　・鹿島事業所開設（平成3年10月1日）
　・パイロットプラント起工式（平成3年11月25日）
●NEDO石炭技術開発室→CCTCへ改組（平成4年10月）
●総事業費見直し検討→総事業費明定（平成4年11月）
　688億円を設定
ニューサンシャイン計画スタート（平成5年度）

●第48回石炭転換分科会答申（平成7年3月）
　期間延長：研究終了（平成11年3月31日）
　・研究センター発足（平成7年6月24日）
　・パイロットプラント竣工式（平成8年7月10日）
　・石炭装入試運転（平成8年11月26日～29日、
　平成9年2月25日～27日）
　・コールイン　RUN-1（平成9年3月26日～）
　
　・コールイン　RUN-7（～平成10年9月9日）

　合計コールイン時間　6,062h（除試運転）延べ262日間
　最長コールイン連続運転時間　1,921h

　・運転終了式　平成10年9月29日
　・PP運転完了報告会（平成10年12月1日）於  学士会館

　・PP運転研究終了（平成12年3月31日）

年度 記事等

表-1  NEDOLプロセス開発の歴史

250t/d
概念設計

基本構想、
概念設計の作成

150t/d
設計

2.2 戦後の石炭液化研究
戦後すぐ、我が国に進駐した米国軍司令部は、軍事研究で
あるとして、石炭液化の研究を禁止した。昭和30年に入り
石炭液化研究は、国立研究所、大学等において再開された。
しかし、石炭液化油の製造ではなく、石炭の高圧水素化分
解によるケミカルズの製造に関しての研究であり、昭和
50年頃まで続けられた。
第1次石油危機の後、昭和49年サンシャイン計画が発
足し、石油代替エネルギー開発の一環として、日本独
自の石炭液化技術開発に取り組むこととなった。サン
シャイン計画において、瀝青炭液化技術開発としてソ
ルボリシス法、溶剤抽出法、直接水添法の三法の技術開
発が行われてきた。また昭和55年度来、褐炭液化法に
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溶剤抽出方式（PDU）

溶
剤
水
添
技
術

高
性
能
触
媒
技
術

溶
剤
重
質
化
技
術

液化反応 分　離

溶剤水添

石炭

溶剤
液化油
溶　剤

水素

（触媒）

450℃、150気圧

Ni-Mo触媒

Ni-Mo触媒
Ni-Mo触媒

（中質～やや重質）

NEDOLプロセス

液化反応 分　離

溶剤水添

石炭

溶剤
液化油
溶　剤

水素
450℃、170気圧

Ni-Mo触媒

（重質）

水素

直接水添方式（PDU）

液化反応 分　離
石炭

溶剤
液化油
溶　剤

水素

高性能触媒（Fe）

450℃、250気圧

400℃、150気圧

（超重質油）

高性能触媒（Fe）

［参考］EDSプロセス（米国）

液化反応 分　離
石炭

溶剤
液化油
溶　剤

水素
ボトム
リサイクル

450℃、140気圧

溶剤水添

ソルボリシス方式（PDU）

溶解反 液化反応脱灰 分離SRC
石炭

重質溶剤
液化油
重質溶剤

水素450℃、15気圧 灰
水素

Ni-Mo触媒

モンゴル

青　海

四　川

雲　南 広西壮族自治区 広　東

海　南

江　西湖　南

安　徽

貴　州 福　建

台湾

淅　江

江　蘇
河　南陝　西

甘　粛
寧夏

山　西
山　東

河　北
遼　寧

吉　林

黒竜江

内蒙古自治区

湖　北

ペキン

ハルピン

クンミン

依蘭炭
日本（CCUJ-JICA）

神華炭
①米国（HTI-USDOE）
②日本（NEDO）

先鋒炭
ドイツ（ルーアコーレ-ノースライン・ウエストファーレン州）

ついても研究開発が行われ
てきた。
2.3 瀝青炭液化三法の統合
石炭液化技術開発は、石油
危機を契機として、液体燃料
の大量かつ安定供給、エネル
ギーの多様化、石油代替エネ
ルギー開発における我が国
の国際的責務等の意義が大
であるとして、昭和49年度
に発足したサンシャイン計画
に組み入れられ、開発が進め
られた。
昭和58年、NEDO（新エネル
ギー総合開発機構、現在の新
エネルギー・産業技術総合開発機構）はこれまでの瀝青炭
液化3法についての研究開発成果を以下にように取りま
とめた。
① 直接水添液化法の成果：一定の反応条件においても触

媒性能が良くなればなるほど液収率は高くなる。
② 溶剤抽出液化法の成果：水素供与性溶剤を用いると温

和な条件で液化が行われる。

③ ソルボリシス液化法の成果：軽質油を重点的に得るた
めには、循環溶剤を重質化することが有効であること。

そして、これら3法の特徴を生かしてNEDOLプロセスと
して統合した。
2.4 瀝青炭液化技術開発（NEDOL法）
瀝青炭液化技術開発については「3A-2」に記載する。
2.5 褐炭液化技術開発（BCL法）
褐炭液化技術開発については「3A-3」に記載する。

中国は、将来的に石油需給の逼迫することが予想されてお
り、このため、石炭液化技術の開発、導入に積極的な姿勢
を示している。NEDOでは、国際協力の一環として、昭和
57年中国に0.1t/d液化装置を設置し、中国炭の液化試験、
液化触媒の探査、人材育成等を行ってきた。平成9年から
は中国からの要請に応えて、黒竜江省・依蘭炭を用いての
石炭液化プラント立地可能性調査の実施に関し、協力して
いる。また、中国の要請により、陜西省・内モンゴル自治区
の神華炭は、埋蔵量が約2,000億tとも推定され、安価な
エネルギー源として大いに期待されている。
インドネシアも、近い将来石油輸入国になることが確実視
されている。平成4年インドネシア褐炭を対象とした石炭
液化研究に関する協力要請がインドネシア政府より提案
された。これを受けて、平成6年NEDOはインドネシア科
学技術応用評価庁（BPPT）と石炭液化研究協力に関する
覚え書きを締結し、インドネシア褐炭を対象とした商業プ
ラントの実現を目指した新たな褐炭液化技術開発を開始
した。
昭和49年のサンシャイン計画の発足以来続けられてきた
石炭液化技術開発も、パイロットプラントの終了と共に、
研究段階から実用化段階に入った。特に中国やインドネシ
ア等の産炭国への国際協力を通じて、実用化が進むものと
考えられる。
中国においては、図-2に示すとおり、日本だけではなく米
国及びドイツも立地可能性調査を実施し、実用化に向けた
検討が進められている。

我が国では経済性の問題から実用化されていないが、中国
は、将来的に石油需給の逼迫することが予想されており、
位置モンゴル地区を中心に液化技術の開発、導入に積極
的な姿勢を示している。日本だけではなく米国及びドイツ
も立地可能性調査を実施し、実用化に向けた検討が進めら
れている。

3. 今後の石炭液化

図-1 NEDOL法の基本理念

図-2  中国における石炭液化実用化検討
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A-02-02. 瀝青炭液化技術（NEDOL）
研究開発者

事業の種類

開 発 期 間

（独）新エネルギー・産業技術総合開発機構、日本コールオイル（株）［住友金属工業（株）、出光興産（株）、 
新日本製鐵（株）、千代田化工建設（株）、日本鋼管（株）、（株）日立製作所、三井石炭液化（株）、三井造船（株）、
三菱重工業（株）、（株）神戸製鋼所、（株）ジャパンエナジー、住友金属鉱山（株）、旭化成工業（株）、 
トヨタ自動車（株）、住友石炭鉱業（株）、日産自動車（株）、（株）日本製鋼所、横河電機（株）、（株）日本興業銀行］

委託事業

1983～2000年度（18年間）

技術概要

大

小

シビア

液
化
油
収
率

1940年代の諸プロセス オイルショック後の諸プロセス

NEDOLプロセス
CC-ITSLプロセス（米）
IGOR+プロセス（独）

第3世代

第1世代 第2世代

反応過酷度 マイルド

図-1 液化反応の過酷度と液化油収率の関係

石炭前処理技術 液化反応設備 液化油蒸留設備

高圧
スラリーポンプ

スラリー
貯槽

乾燥粉砕機

図-2  瀝青炭液化技術（NEDOL法）のプロセスフロー

鉄系触媒

石
炭
ビ
ン

溶剤水素化設備

スラリー混合機

燃料

スラリー
熱交換器

レッドダウン
バルブ

水素圧縮機

水素

循環ガス圧縮機

水素

残渣

ストリッパー

分離器

溶剤水素化
反応塔

110kg/cm2G
（10.8MPa）

320℃

（水素供給性溶剤） （重質油留分）

燃料

予熱炉

加熱炉

溶剤昇圧
ポンプ

予熱炉

ガ　ス

石  炭

ナフサ留分

灯・軽油留分

分離器

高温
分離器

液化反応塔
（3基）

燃料

減圧蒸留塔

常圧蒸留塔

170kg/cm2G
（16.7MPa）

450℃

1. NEDOLプロセス開発の概要
1984年度から250t/dパイロットプラント（PP）の概念
設計が開始されたが財政状況の変化などから、1988年
度から150t/d PPの設計がスタート、この支援研究とし
て、1t/dプロセスサポートユニット（PSU）の運転研究が
実施された。1t/dPSUは、1988年度に新日本製鐵（株）君
津製鉄所内に設置された。このPSUは石炭貯蔵・前処理、
液化反応、液化油蒸留および溶剤水素化の4つの工程か
ら構成された。1989年度から1998年度までの10年間、
新日本製鐵（株）、三井石炭液化（株）および日本コールオ
イル（株）の共同研究体制で、9炭種72水準の条件で運転
研究が行われた。その間の26,949時間の石炭スラリー累
積運転を通じ、NEDOL法の安定性および総合運転性が
確認され、さらなる最適化がなされ、設計データが取得さ
れた。
150t/d PPは茨城県鹿嶋市住友金属工業（株）鹿島製鉄所
内に1991年から約5年を費やして建設された。PPは石
炭前処理設備、液化反応設備、液化油蒸留設備および溶
剤水素化設備、水素製造設備の5つの主要設備から構成
された。

2. NEDOLプロセスの評価
戦前からの石炭液化技術の進歩を、世代別に液化反応の
過酷度と液化油収率の関係として表すと図のようになる。
NEDOLプロセスは、欧米各プロセスと比較して、技術、経
済性、運転の安定性のいずれも遜色なく、最短で実用化へ
のシフトが可能な状態に到達している世界最先端のプロ
セスと言うことができる。
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NEDOLプロセスは「直接水添法」、「溶剤抽出法」、「ソルボ
リシス法」の三つの瀝青炭液化法のそれぞれの長所を集め
た技術的にも経済的にも優れた我が国独自のプロセスで
あり、次のような特長を有している。
① 鉄系微粉触媒と水素供与性溶剤の使用により、マイル

ドな液化反応条件下で高い液収率が得られる。
②軽質留分の多い液化油が得られる。
③ 信頼性のある要素工程から構成され、プロセスの安定性

が高い。

④ 亜瀝青炭から石炭化度の低い瀝青炭までの各種の炭種
に適用可能である。

触　媒

触媒組成 Fe（wt%）
S（wt%）
その他（wt%）
比表面積（m2/g）
粉砕粒径［D50］（μm）

48.2
51.0
0.8
6.1

0.7～0.8

触媒組成 
比表面積（m2/g）
細孔容積（ml/g）
平均細孔径（nm）

Ni-Mo/γAl2O3

190
0.7

14.5

液化触媒 水素化触媒

温度
圧力
触媒種
触媒添加量

450℃
170kg/cm2・G
鉄系微粉触媒

3wt%(dry coal basis)

40wt%(dry coal basis)
60min

700Nm3/t
85vol%

液化反応 溶剤水素化反応
スラリー濃度
スラリー滞留時間
ガススラリー比
リサイクルガス中の水素濃度

温度
圧力
触媒種
LHSV

320℃
110kg/cm2・G

Ni-Mo-Al2O3

1 h－1

500Nm3/t
90vol%

ガス溶剤比
リサイクルガス中の水素濃度

開発目標項目 目　標 達成状況

1.液化油収率

2.スラリー濃度
3.触媒添加量
4.連続運転時間
5.炭種の範囲

運転基準炭において、軽・中質油収率で50wt%
以上、全液収率で54wt%以上
スラリー中の石炭濃度を40～50wt%
硫化鉄系触媒の添加量を乾燥炭基準で2～3wt%
運転基準炭において1,000時間以上
3炭種以上

運転基準炭で、軽・中質油収率で51wt%、
全液収率で58wt%を達成
50wt%で安定運転達成
1.5～3wt%の範囲で運転
運転基準炭で80日間（1920時間）の連続運転達成
石炭化度の幅広いアダロ炭、タニトハルム炭及び池島炭で運転を実施

～1983
（年度）

1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998

250t/d設計 150t/d設計 建　設 運　転

要素・支援研究

図-3  NEDOLプロセスパイロットプラント（150t/d）の全景

中央制御棟

液化反応設備

液化油蒸留設備

貯槽設備

燃料設備

石炭前処理設備

溶剤水素化設備

水素製造設備設備

●参考文献
1） 和坂貞雄，日本エネルギー学会誌，78（798），1999
2） 石炭液化技術の開発－商業化への架け橋－，日本コールオイル株式会社
3） 石炭液化パイロットプラント，新エネルギー・産業技術総合開発機構 吉田晴彦

3. NEDOLプロセスの特長

4. NEDOLプロセスの代表的反応条件

5. パイロットプラント開発目的と達成状況

6. NEDOL方式パイロットプラント研究開発スケジュール

7. 研究開発成果
PPによるデータに加え、基盤研究および支援研究で得ら
れた全てのデータが、実用化に備えて技術パッケージとし
てまとめられ、1999年12月22日の産業技術審議会評価
部会瀝青炭液化技術開発評価委員会において、NEDOLプ
ロセスは技術的に世界最高水準にあり、国際的展開も期待
できる段階に到達していると高く評価された。これによっ
て、日本の石炭液化技術開発は、研究段階から実用化段階
へと進み、材料面や新しいプロセス開発など、他産業への
波及効果も期待された。
現在、世界では、神華集団が中国、内モンゴル自治区オル
ドスで2009年から石炭処理量6000t/d（液化油100万t/
y）規模の実証装置を完成し、改造を経て運転を継続、世界
では唯一の稼働中のプラントとなっている。
瀝青炭直接液化は、技術的に大型装置を設計、建設でき

図-3  NEDOLプロセスパイロットプラント（150t/d）の全景

るレベルにあるものの、巨額の設備投資が必要なこと、
原油生産に比べてCO2排出量が大きいこと、液化油を市
場に導入する上でアップグレーディングや石油系油との
ブレンドが必要なことから、中国以外では普及に至ってい
ない。
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図-1  褐炭液化プロセスフロー

石炭の経済的可採埋蔵量は全世界で約1兆tと言われる
が、その約半量は亜瀝青炭・褐炭等の低品位炭が占める。
石油や天然ガスと比較して、豊富な可採年数を有する石
炭ではあるが、これらを真に有効に活用するためには、低
品位炭の有効利用が鍵を握っていると言っても過言では
ない。しかしながら、低品位炭は瀝青炭等と比較して水分
を多く含み、乾燥すると自然発火性を示す。褐炭液化技術
は、このように利用の難しい低品位炭からクリーンなガソ
リン・軽油等の輸送用燃料を製造することにより、取り扱
いの容易で有用な形態に転換するとともに、我が国のエネ
ルギーの安定供給に資することを目的として開発が進め
られた。

図-1に示すように、本プロセスは低品位炭に含まれる水分
を効率的に除去するためのスラリー脱水工程、高活性リモ
ナイト触媒とボトムリサイクル技術の活用により高い液
化油収率を達成する液化工程、石炭液化油中のヘテロ化
合物（含硫黄化合物、含窒素化合物等）を取り除いて高品
質のガソリン・軽油留分等を得るための系内水素化工程、
石炭中の灰分や添加した触媒を効率よくプロセスの系外
へ排出するための溶剤脱灰工程、これらの四つの工程で構
成される。
アジア地域では経済の成長にともない、エネルギー需要は
堅調に増加しており、インドネシア等の低品位炭資源国で
本技術の商業化が期待されている。

A-02-03. 褐炭液化技術（BCL）
研究開発者

事業の種類

開 発 期 間

（独）新エネルギー・産業技術総合開発機構、（株）神戸製鋼所、日商岩井（株）、三菱化学（株）、 
コスモ石油（株）、出光興産（株）、日本褐炭液化（株）

委託研究

1981～2002年度（21年間）

技術概要

1. 背景とプロセス概況
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日豪政府間協力のもとで実施されたパイロットプ
ラント（図-2参照）による運転研究では、下記の開
発課題が課せられた。

（1）高液化油収率の達成（50％以上）
（2）連続運転時間1,000時間以上
（3）脱灰性能1,000ppm以下
（4）新スラリー脱水法の確立
これらの課題は、1987-1990年までの4年間の
運転研究で、全て達成するとともに、パイロット
プラントの運転を通して液化商業プラントの建
設に必要なスケールアップデータの取得やプラ
ント操業のノウハウを習得した。
しかしながら、当時（1990年代）は、国際的な石油
需給の緩和による原油価格の低位安定状況が続
き、石炭液化プロセスの経済性を更に向上させる必要が生
じたこと、および環境問題に対する関心の高まりにより更
にクリーンな液化油が求められたことから、（株）神戸製鋼
所高砂製作所内に0.1t/d規模のベンチプラントを建設し、
プロセスの改良研究に取り組んだ。その結果、従来の液化
触媒と比較して極めて高活性で、粉砕性等のハンドリング
特性にも優れたリモナイト触媒の開発やボトムリサイク

ルで循環される触媒の活性維持方法の確立、石炭液化油
の品質を大幅に改善するための系内水素化技術の開発、
運転の信頼性を向上させるための種々の改良等を達成し、
褐炭液化プロセスの経済性、信頼性、ならびに環境調和性
を大幅に向上させた改良BCLプロセス（Improved Brown 
Coal Liquefaction Process、前頁のフローシート参照）を
確立した。

1994年からインドネシアの科学技術応用評価庁（BPPT）
と新エネルギー・産業技術総合開発機構の間で締結した
石炭液化に関する研究協力覚書に基づき、インドネシアの
低品位炭調査や液化試験を実施し、液化候補炭のスクリー
ニングを行うとともに、インドネシア技術者の指導や液化
試験機器の供与を通して、インドネシア技術者のレベル

アップを図ってきた。また、1999年から、インドネシア国
内において3 ヶ所の液化プラント立地候補地を選定し、石
炭液化の経済性評価を含むフィジビリティー・スタディー
を実施した。その結果、石油価格が現状レベルで推移する
と、石炭液化は経済的にも十分に成立するとの結果を得て
いる。

アジア地域は堅調な経済成長にともない、急速にエネル
ギー需要も増加しているため、未利用の低品位炭を活用し
た褐炭液化技術の実用化の実現が期待されている。特に
輸送用燃料の不足している地域の場合には実用化の可能

性はあるが、経済性、産炭国の政策、法制、労働環境、意思
決定などのマネジメント手法など実用化に当たり留意す
べき課題は多い。

図-2　50t/dパイロットプラント（オーストラリア）

2. 開発目標と開発すべき技術

3. 開発の進捗状況および成果

4. 今後の課題および実用化の見通し

●参考文献
1） 矢内俊一，重久卓夫，CCT Journal，Vol.7，29（2003）
2） 石炭液化国際協力事業（低品位炭液化技術開発に関する研究協力）成果報告書（2003）
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DME（Di-Methyl Ether）は燃焼時に硫黄酸化物やすすの発
生が全くない環境負荷の少ないクリーンエネルギーであ
る。毒性もなく、液化しやすいのでハンドリング性にも優
れ、民生用燃料（LPG代替）をはじめ、輸送用燃料（ディー
ゼル自動車、燃料電池自動車）、発電用燃料（火力発電、コ
ジェネ発電、燃料電池）、および化学原料としても利用で

きる。
DMEは現在メタノールの脱水反応により、わが国で約1
万t/y、全世界で15万t/yが製造され、スプレー剤として
利用されている。DMEが大量にかつ安価に製造できるよ
うになれば、上記のような優れた性質から燃料としての幅
広い利用が見込まれている。

DMEを合成ガス（H2とCOの混合ガス）から、直接合成す
るプロセス（反応式（1））の開発を目的とする。
メタノールの脱水反応（3）によるDME製造は既存技術で
はあるが、実際に稼働している装置規模は小さく、燃料と
してのDME製造には大型化が課題である。またメタノー
ル合成反応（2）の反応率は比較的低い。
一方、DME直接合成反応（1）は、メタノール合成の平衡制
約を避けることができ、メタノール合成よりも高い反応率
が得られるので、効率的である。
DME直接合成に関する反応式及びメタノール合成と
DME直接合成の平衡反応率を図-1に示す。
また直接合成では、合成ガス組成がH2/CO=1で反応率が
最大となるので、石炭ガス化ガス（H2/CO=0.5～1）を原料
とするに適している。
本開発の目標は〈①DME製造量100t/d以上、合成ガス総
合転化率95％以上、DME反応選択率90％以上、DME純
度99％以上　②スケールアップ技術の確立　③ステムの
最適化　④運転方法の確立〉などである。

（1） 3CO+3H2→CH3OCH3+CO2

（2） CO+2H2→CH3OH
（3） 2CH3OH→CH3OCH3+H2O

A-02-04. ジメチルエーテル製造技術（DME）
研究開発者

事業の種類

開 発 期 間

（有）ディーエムイー開発、JFEホールディングス（株）、大陽日酸（株）、豊田通商（株）、 
（株）日立製作所、丸紅（株）、出光興産（株）、国際石油開発（株）、トタルS.A.、 
エルエヌジージャパン（株）、石油資源開発（株）

環境負荷低減型燃料転換技術開発　補助事業

2002～2006年度（5年間）

技術概要

1. 背景とプロセス概況

2. 開発目標と開発すべき技術
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　 （1） 3CO + 3H2 → CH3OCH3 + CO2
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直接合成プロセスの開発はJFEを中心に進められてきた。
第1ステップは直接合成用触媒の探索、第2が5kg/d規模
の小型ベンチプラント、第3が経済産業省の補助金を得て
建設された5t/d規模の大型ベンチプラント1）2）、第4が同

じく経済産業省の補助金による100t/dの実証プラントで
あり、2003年11月に竣工し、同年末から2006年にかけ
て2～5 ヶ月の長期連続運転を6回実施し、合計生産量は、
約19,000tに達している。

3. 開発の進捗状況および成果

図-１  平衡反応率（280℃，5Mpa）
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炭層メタン

天然ガス

CO2 CO2

石炭

酸素

スチーム

メタノール

DME

パージガス

未対応ガス

合成ガス発生炉 ガス精製塔 DME精製塔CO2分離塔DME合成反応器

CO、CO2、H2

750m3N/h

35m3N/h

反応条件
250～280℃
3～7Mpa

5t/d

0.8t/d

気液分離器

●参考文献
1） 上條綱雄ら，第8回石炭利用技術会議講演集，東京，1998，194-205
2） 大野陽太郎ら，第30回石油石油化学討論会講演要旨集，東京，2000，26-29
3） 大野陽太郎，日本DMEフォーラムワークショップ2002，東京，2004，113-122

写真-1  1.5t/d大型ベンチプラント 写真-2  100t/d実証プラント

DMEの燃料としての利用は、中国内陸部で小規模ながら
すでに実現している。国内では（有）DME開発の出資者が
事業化検討を目的に設立したDMEインターナショナル

（株）、日本DME（株）（これは三菱ガス化学、三菱重工、日
揮、伊藤忠の4社によって設立された）、三井物産＋東洋
エンジニアリング など が実用化を目指し活動中であり

（後2者はメタノール脱水法）2006年の供給を目標とし
ている。これらはいずれも初期投資の少ない天然ガスを
原料として計画されているが、将来的には資源制約の少
ない石炭原料を目指すと見られ、その際には反応式（1）で

発生するCO2が分離精製工程にて高純度で得られるの
で、CO2貯留技術が確立された段階では、石炭からCO2負
荷の少ない燃料としてのDME製造が可能となる。（図-2
参照）
日本ではまだ、価格競争力の点で商用規模のプラントは
ない。製造プロセスでは、GTLプロセスと比較すると熱効
率が高いが、商用化には、エネルギー効率・炭素効率のさ
らなる向上が必要であり、利用技術面でも、長期耐久性
運転、耐DME性シール材の開発や信頼性の確認などが
ある。

4. 今後の課題および実用化の見通し

図-2  石炭を原料としたDME直接合成プラントのプロセスフロー
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本開発は、石炭のより一層の多面的な利用拡大を図るため
に、産業用燃料としての中カロリーガスおよび化学原料と
しての液生成物の製造を主な狙いとする、効率性、経済性、
かつ環境調和性に優れた石炭の多目的転換技術の開発を
行うことを目的としている。
本プロセスの特徴は以下の通りである。
①マイルドな操業条件。
　・ 熱分解反応器の温度は600～950℃程度の低温であ

る。
　・ 反応圧力が1MPa以下で石炭液化プロセスや水添ガ

ス化プロセスの操業圧力である数から数十MPaに比
較して低い。

②総合熱効率が高い。
　・ 石炭の急速熱分解＋生成チャーの部分リサイクルに

よるチャーガス化によりプロセスの熱効率が高い。
③多炭種に対応可能。
　・ 亜瀝青炭から高揮発瀝青炭クラスの安価な石炭を主

原料とし、多量のガス・タールを得ることが可能で
ある。

④石炭灰を効率よく分離。
　・ 石炭灰はガス化炉から溶融スラグとして排出され、水

砕される。
⑤多様な生成物を利用可能。
　・ 生成物のうちガスは産業用燃料として、液体（軽油、

タール）は化学原料、固体チャーは燃料・還元剤とし
て、スラグはセメント原料として利用可能。

　・ プロセスから生成されるガスの発熱量は3500kcal/
Nm3に達する。

　・ ガス＋液（軽油・タール）の収率は投入石炭の70％以
上である。

⑥生成物の収率制御が可能。
　・ 熱分解温度（600～950℃）、炭種の変更により、生成

物収率を変更することが可能である。

A-03-01. 多目的石炭転換技術（CPX）
研究開発者

事業の種類

開 発 期 間

（財）石炭利用総合センター、新日本製鐵（株）、日本鋼管（株）、川崎製鉄（株）、住友金属工業（株）、
（株）神戸製鋼所、宇部興産（株）、出光興産（株）、新日鐵化学（株）

石炭生産・利用技術振興　補助事業

1996～2000年度（5年間）

技術概要

1. 技術の特徴

図-1  プロセスフローシート
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写真-1　パイロットプラント全景

図-2　熱分解生成物収率と温度の関係
PDU：7t/d試験装置

●参考文献
１） 小水流広行ら：石炭利用国際会議(2001)
２） 小野田正巳ら：第10回石炭利用技術会議要旨集（2000）
３） 橋本 茂ら：Pittsburgh Coal Conference（2000）

本プロセスは、石炭の急速熱分解と熱分解生成チャーの
部分リサイクルによるチャー /酸素ガス化を低圧下でコ
ンパクトに組み合わせ、チャーガス化ガスの顕熱を微粉
炭の急速加熱・熱分解反応の熱源に利用することで高い
総合効率が得られることに特徴がある（図-1）。コークス炉
ガス（COG）相当の発熱量を持つ価値の高いガスおよび液

（タール+軽油）の生産量が多く、熱分解に必要な熱を効率
的に供給するプロセスとして、気流層型石炭急速熱分解
プロセスを構築した。微粉砕･乾燥された石炭（粒径約50
μm）は、熱分解反応器に吹き込まれ、温度600～950℃、
反応時間2秒、数気圧の圧力で高温ガスと混合され急速
加熱・熱分解される。熱分解反応部で必要な熱は、熱分解
生成物の固体チャーの一部を高温ガス発生部（チャーガス
化炉）にリサイクルし、酸素・スチームによる部分酸化で
CO、H2を主成分とする1500～1600℃程度の高温ガス流
を発生させ、その顕熱を利用することで供給する。この熱
分解反応器では、高温ガスが反応器下部より供給され、熱
分解石炭が混合された後熱分解生成物とともに反応器上
部より系外に出ていくアップフロー方式を採用している。
サイクロンで分離された固体生成物（チャー）の一部は、

チャーガス化炉へリサイクルされ、余剰チャーは熱回収後
製品となる。液状生成物を含むガスは熱媒油による間接熱
交換で350℃程度まで冷却され、ベンチュリスクラバーお
よびタールクーラーを経てタールの回収が行われる。熱分
解ガスは軽油（BTX）回収、脱硫などのガス精製後に産業用
燃料ガスとして利用される。
新日本製鐵（株）八幡製鉄所構内に建設された石炭処理量
100t/dのパイロットプラント（写真-1）において、プロセス
の要素技術およびトータルシステム技術を評価・検証し、
実用化のための基本技術の確立を図ること、実機プラント

（1000t/d）の設計および経済性評価のためのデータを得
ることを主な狙いとして試験が行われた。平成11年から2
年間で計10回の試験操業を行い、最長210時間の安定し
た連続操業を達成した。その中で、生成物が熱分解温度で
制御可能であること（図-2）も検証された。
石炭の急速熱分解により高カロリーガス、チャー、液成分

（BTX等）を製造する技術開発が、石炭処理量100t/dの試
験設備で実施された要素技術は、石炭部分水素化熱分解
技術（ECOPRO）に活用、継承された。

2. 技術概要
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(1) 熱分解ガス化炉のスケールアップ技術の確立
パイロット炉（給炭量20t/d）の結果から、実証機（200-
500t/d）の建設、試験により、エネルギー効率等の各種運
転性能や信頼性を検証する。
(2) 各種未利用炭の適用技術の検証
産炭国において褐炭等の未利用炭を用いて実証運転を行
い、適用性の確認を行う。

ECOPRO®は、石炭ガス化（部分酸化）反応と熱分解反応
を組み合わせた高効率な石炭転換技術であり、褐炭等の
未利用炭を原料として、枯渇傾向にある石油・天然ガスか

ら製造されている化学原料や燃料の石炭による補完・代
替を図ることを目的としている。

我が国のエネルギー安定供給確保と地球環境問題に対応
していくために、石炭の高効率利用と褐炭等の未利用炭利
用が図れる技術開発が必須である。本技術は褐炭等の高

効率利用が図れる技術であり、枯渇傾向にある石油・天然
ガスから製造されている化学原料や燃料の石炭による補
完・代替が図られる技術である。

ECOPRO®は上下2室2段炉で構成され、下段炉は石炭と
酸素を吹き込み部分酸化反応（発熱反応）により石炭ガス
化が進行する。上段炉は無酸素状態で石炭を吹き込み、下
段炉からのガスの顕熱で上段石炭が昇温され熱分解反応
が起こる。下段炉で灰溶融分離と乾留、チャーのガス化反
応が行われ、上段炉は下段炉の約1300℃のガスで石炭の
乾留を行う。チャーは主にリサイクルされ下段炉でガス化

される。チャーの炉内対流時間が比較的短いのでチャーが
ガス化しやすい低品位炭のガス化に適している。また、乾
留が上段炉で行われるのでメタンが合成ガス中に多く、合
成天然ガス（SNG）製造でメタネーションの発熱ロスが低
減されるためにSNG合成には有利である。
20t/dのパイロットプラントで、インドネシア亜瀝青炭を用
い、商用機容量に換算で85％の冷ガス効率が得られている。

ECOPRO®の開発は、2003～2008年度のパイロットプラ
ント（20t/d）の建設・運転試験を経て、2010～2011年度
は豪州ビクトリア州の褐炭を活用した実証の可能性検討

（Feasibility study）を実施した。図-1にECOPROの概要、
写真-1にパイロットプラントを示す。2013年より、中国で
の未利用炭を活用した実証事業の可能性について検討中
である。

A-03-02. 石炭部分水素化熱分解技術（ECOPRO®）
研究開発者

開 発 期 間

（一財）石炭エネルギーセンター、（独）新エネルギー ･産業技術総合開発機構、（独）産業技術総合
研究所、新日本製鐵（株）、バブコック日立（株）、三菱化学（株）、新日鉄住金エンジニアリング（株）

（公的支援）
1996～1999年度　石炭利用次世代技術開発調査：（4年間）
2003～2008年度　 （METI補助事業）石炭利用実用化技術開発　化学原料併産型石炭熱分解技術の開発（6年間）
2010～2011年度　（METI補助事業）高効率熱分解石炭ガス化国際共同実証事業（2年間）
2014年度　低品位炭利用促進事業可能性に関する検討

技術概要

1. 技術の目的

2. 技術開発の必要性と効果

3. 技術の概要

4. 現在の状況と開発スケジュール

5. 技術課題

図-1　ECOPROの概要（出典：新日鉄住金エンジニアリング株式会社）

写真-1　ECOPROパイロットプラント
（20t/d）の全景写真

（出典：新日鉄住金エンジニアリング株式会社）
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研究開発者

事業の種類

開 発 期 間

A-04-01. コール･カートリッジ･システム（CCS）

CCS（Coal Cartridge System）は、年間の石炭使用量が数
万t規模の、独自で海外炭を安定輸入することが難しい中
小口需要家を対象として、海外炭をまとめて輸入し、各々
の需要家に適した品質に混炭し、微粉炭にして供給するシ
ステムである。この技術は、1985年度から3 ヶ年計画で製

造・供給基地と、燃焼基地の実証試験が行われ、CCSの信
頼性を確立するとともに、CCS標準炭製造の混炭基準と
適合品質の確立が図られた。この結果、1991年我が国最
初のCCSセンター（製造能力20万t/y）が建設され、次い
で2 ヶ所のCCS炭専用のボイラが稼動した。

4. プロセスフロー
（図-1）にCCS炭製造供給設備のフ
ローシートと設備概要を示す。

5. 実用化の状況
CCSは出光興産（株）愛知製油所
CCSセンターで、日本で唯一稼動
しており、石炭を微粉炭に一括加工
し、ローリーにて需要家の受入サイ
ロまで届ける石炭利用システムで
ある（出光興産HPより）。

出光興産（株）

METI実用化補助事業

1980年初期から

技術概要

1. システムの概要

表-1  CCS炭の特性
　　　銘柄
原炭混炭
全水分 Wt%
発熱量 kcal/kg
　　水分 Wt%
　　灰分 Wt%
　　揮発分 Wt%
　　固定炭素 Wt%
燃料比
　　炭素 Wt%
　　水素 Wt%
　　窒素 Wt%
　　酸素 Wt%
　　硫黄 Wt%
全硫黄 Wt%
粒度 -200mesh　　

基準

AR
*

dry
dry
dry
dry

daf
daf
daf
daf
daf
dry
dry

Ａ
3種
2.9

6490 
0.0 
12.1

 39.6 
48.3 
1.22 
80.30 
5.80 
1.60 
11.80 
0.48 
0.45
 84.5

Ｂ
3種
2.8

6480 
0.0

 12.4
 39.5 
48.1 
1.22 
80.00 
5.80
1.50
12.40
0.47
0.43
78.9

C
2種
2.7

6490
0.0
12.1
35.6
50.3
1.41
82.00
5.90
1.50
10.50
0.45
0.41
83.50

工
業
分
析

元
素
分
析

2. システムの特徴
一般的な微粉炭燃焼システムでは、貯炭場にストックさ
れた石炭を、燃焼する前に、ミルで微粉炭にしてボイラー
に供給しているが、CCSでは、製造供給工場における微
粉炭の製造以降、タンクローリー車への積み込み、需要
家の貯炭サイロへの払い出し、ボイラへの供給まで、全
て密閉系の気体搬送で行われることになる。このため、
炭塵飛散の問題もなく、クリーンな環境が保てるととも
に、ボイラの負荷変動に対しても粉体の流量制御で容易
なことから、円滑な運転を実現することが出来る。
需要家サイドにおいても、ミル設備が不要なこと、貯炭が
サイロで出来るため貯炭場の必要がないこと、コンパクト
な設備構成のため設備投資も少なく、省力化と環境改善に
つながる利点を持っている。
以上のように、CCSは石炭を微粉炭にし、密閉系の粉体輸
送システムによって、石炭のハンドリングを改善した石炭
利用システムである。

3. 技術データ
CCS炭の一般性状を示す。

図-1　CCSの製造のプロセスフロー
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研究開発者

事業の種類

開 発 期 間

A-04-02. 褐炭熱水スラリー化技術
日揮（株）

CCUJ 石炭生産・利用技術振興補助事業、NEDO産炭国事業化実証・普及事業費助成事業

（公的支援）
・1991～1995年度　（CCUJ 石炭生産・利用技術振興補助事業）
・ 2010～2013年度 　（NEDO産炭国事業化実証・普及事業費助成事業、 

　 2012年9月よりJOGMECに移管）
・ 2014～2015年度 　低品位炭利用促進技術実証助成事業

技術概要

低品位炭の利用拡大に向けて効率的かつ高付加価値化を
狙った利用技術開発を行うことを目的として、低品位炭を
それ自体が保有する水分を利用して輸送やハンドリング
が容易な水スラリー状の流体（JCF®：JGC Coal Fuel）と
する技術開発を行った。

用途は、ボイラー燃料としての油及びガスの代替の他、石
炭ガス化原料としての利用を狙う。産炭国におけるJCFの
導入によって、高品位炭、石油及びガス燃料の国内・外で
の供給増につながる。市場導入時期2020年を目指して開
発を実施する。

アジアを中心とする途上国におけるエネルギー需要の増
大に伴い、未利用資源である褐炭の有効利用、高価である
石油、ガスの代替燃料へのニーズは高い。本技術は褐炭の
弱点（自然発火、水分多）を克服した燃料を製造する技術で

あり、本技術で作られた燃料（JCF）は、揮発分が多く粒子
径が微細で燃焼速度が速いことから、ボイラー燃料のみな
らず、低速ディーゼル発電やガス化燃料としての用途が期
待できる。

JCFプロセスは、亜瀝青炭、褐炭などの低品位炭（LRC）を
図-1に示す高温高圧水（熱水）を用いた改質法（HWT：Hot 
Water Treatment）により脱酸素、脱水して高品質な石炭
とし、さらに少量の添加剤を加えて石炭水スラリー燃料に
する技術である。
褐炭は自然発火しやすく、水分が多いため炭鉱山元での利
用に限定されているが、これを瀝青炭並みの特性に改質し
てスラリー化することで輸送可能な燃料となる。熱水改質
技術は、褐炭中の酸素や水分を熱水中で取り除くことで、

褐炭を亜瀝青炭に近い性状に改質する技術である。図-2
に示すように亜臨界熱水により官能基が疎水性に変化し
て脱水されると考えられており、熱水中での脱水反応の
ため、蒸発潜熱が不要となり、他の乾燥技術より熱効率が
高い特徴がある。図-3に実証プラントのプロセスフロー
を示す。改質した褐炭に図-4に示すCWM（Coal Water 
Mixture）技術を適用することで、クリーンで重油並みの
粘性を有した液状燃料（JCF：JGC Coal Fuel）を得る。

1. 技術の目的

2. 必要性と効果

3. 要素技術

図-2　熱水改質反応の模式図図-1　熱水改質の条件
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・ 2010～2013年 度　10,000t/yのデモプラントにて
JCFの製造実証実施（カラワン、インドネシア）

・ 2014～2015年度　デモプラントで製造したJCFによ

る離島用ディーゼル発電の代替としての発電実証を実
施（カラワン、インドネシア）

・ 2016年度以降　商業規模の事業化を予定（図-5）

・ 各種製造原単位、機器の最適化等によるコスト競争力あ
る褐炭熱水スラリー製造。（図-6）

・ 商業化原料石炭の絞込み、プラントのスケールアップ、
多炭種に対応できる燃料の安定製造及び安定発電（燃

料としての信頼性向上）。
・ 適用炭種の拡大や、貯蔵・輸送データの蓄積、サンプル

出荷等を重ねて、商業用燃料としての実績の蓄積と用途
の拡大。

4. 現在の状況と開発スケジュール

5. 技術課題

図-6　JCFの用途開発図-5　事業化スケジュール（インドネシア）

図-3　JCF実証プラントのプロセスフロー

図-4　JCF模式図
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（1）プロセス概要
石炭乾留ブリケットの製造工程は、乾留工程と成型工程か
らなる。図-1に基本プロセスを示す。
乾留工程では、内熱式低温流動乾留炉（乾留温度：約
450℃）によって、揮発分約20％の無煙半成コークスを製
造する。乾留炉はシンプルな構造で、内部に目皿や攪拌機
がないため運転やメンテナンスが容易である。
成型工程では、予め決められた配合量の無煙半成コークス
及び副原料（消石灰、粘土）を投入し充分な混合を行い、混
合、粉砕された原料に粘結剤を添加すると同時に水分を添
加して水分調整する。粘結剤、水分を添加された原料は粘
結剤の混合を均一化すると共に粘度を高め、成型し易い
状態にするため混練し、成型機でブリケットに成型された
後、乾燥・冷却される。

（2）乾留プロセス
原料石炭（表面水分10％以下、粒径5mm～50mm）をロー
タリードライヤーで予備乾燥する。乾燥に使用されたガス
はマルチクロンにて除塵し大気へ放出する。半成コークス

中に約20％の揮発分
を残留させ、かつ最も
効率よく乾留できる熱
式低温流動乾留炉の断
面図を図-2に示す。
炉中付近より、予備乾
燥した原炭を供給し、
炉内で流動乾留させ炉
頂より乾留ガスと共に
製品である半成コーク
スを取り出し、一次サ
イクロン、二次サイク
ロンにより乾留ガスと
半成コークスを分離す
る。半成コークスは冷却された後、ストックヤードに搬送
され、乾留ガスは燃焼炉に導かれる。乾留ガスを燃焼し、発
生する熱風は原炭乾燥装置及び後段のブリケット乾燥装
置に導入され、原料石炭の予備乾燥と成型豆炭の乾燥熱
源として利用する。

（3）成型プロセス
乾留工程で製造した半成コークス（コーライト）は、適正
揮発分、低灰分、低硫黄の無煙・無臭のブリケット原料で
ある。この半成コークスを主要原料とし消石灰（硫黄固定
剤）、成型補助剤として粘土、及び粘結剤を混合する。
混合した原料は製品均一化と成型性向上のため十分な混
練を行う。成型は常温で線
圧約1,000kg/cm2（300～
500kg/cm2）のロール式成
型機で成型する。成型状況
を写真-1に示す。成型され
たブリケットは着火しやす
いため低温の連続式乾燥
機で乾燥され製品となる。

石炭

タール
石炭ガス

半成コークス

自然流動域
噴流域

スロート

送風箱空気

近年CO2等による地球温暖化問題が世界的規模で議論さ
れ、その吸収源である森林資源を保護するため、薪・木炭
等の木質燃料消費に伴う森林伐採の抑制が課題となり、
木炭の代替燃料の開発が重要視されている。

ブリケット製造技術は、ブリケットの安定供給を通じ、
水害防止、森林資源の保護に寄与する環境対策技術でも
ある。

A-04-03. ブリケット製造技術

研究開発者

事業の種類

開 発 期 間

橋本産業（株）

NEDOモデル事業

1996年度

研究開発者

事業の種類

開 発 期 間

（一財）電力中央研究所、四日市大学、ホソカワミクロン（株）

自主事業

1999年度

技術概要

1. 背景

2. 乾留ブリケット

乾留ブリケット バイオブリケット

図-2　乾留炉断面図
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成型器

乾燥機
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図-1　プロセスフロー

写真-1　成型状況
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バイオブリケットは、石炭に木材バガス（サトウキビの絞
りかす）、わら、トウモロコシの茎などの植物質（バイオマ
ス）を10～25％と石炭中の硫黄量に応じた脱硫剤（Ca

（OH）2）を添加、混合し高圧で成型した固形燃料である。バ
イオブリケットは1～3t/cm2の高圧ブリケッティングに
よって、石炭粒子と繊維状の植物質が強く絡み合い密着し
ており、燃焼時にも分離せず着火温度の低い植物質と石
炭が複合燃焼する。このことから、着火性、燃焼性が良く、
ばいじんがほとんど発生せず、燃焼灰は砂状になってクリ
ンカを作らないなどの特徴がある。また、脱硫剤も石炭粒
子に密着していることから、石炭中の硫黄と効果的に反応
し60～80％を灰中に固定することができる。
原料の石炭には、瀝青炭、亜瀝青炭、褐炭など広範囲の炭
種もが適用可能である。特に灰分が多く発熱量の低い低
品位炭を利用したバイオブリケットは、クリーン化の効果
は大きく、家庭用暖房、産業用小型ボイラーなどのクリー
ン燃料をつくる有効な技術である。

（1）バイオブリケットの製造フロー
バイオブリケット製造の基本フロー図を図-3に示す。原料
の石炭、バイオマスを約3mm以下に粉砕し、乾燥後、脱硫
剤（Ca（OH）2）を混合する。次に、高圧ブリケッティングマ
シンで圧縮成型する・粉状の石炭は粉砕しないで利用す
ることも可能である。また炭種によっては少量のバインダ
を添加する。
製造工程は、高温での処理操作はなく、乾式高圧ブリケッ
ティングマシンを中心に構成されており、単純な設備フ
ローであり安全で、高度な運転技術を必要としない。高圧
ブリケッティング方式を用いているので、石炭粒子とバイ
オマスが強く絡み合い密着するため、燃焼中でも分離しな
い強い成型炭ができるなどの特徴がある。

（2）バイオブリケットの特徴
① 石炭の直接燃焼と比較するとばいじんの発生量は1/5

～1/10に減少する。石炭の直接燃焼では200～400℃
の低温域で出てくる揮発分が完全に燃焼しないで排出
されるためにばいじん発生が多くなっている。しかし、
バイオブリケットでは石炭粒子間に入っている着火温
度の低いバイオマス物質が同時に燃焼することで、石

3. バイオブリケット

乾留ブリケットについては、コスト競争力、安全性（輸送時
の自然発火対策）などの観点から、日本での製造実績及び
輸入実績はない。バイオブリケットについても環境対策か

ら中国などで検討されていた例があるが実用化例はない
のが現状である。

4. 現状

炭の低温域で出てくる揮発分が燃焼するために、ばい
じんの発生を大幅に減少することが出来る。

② バイオブリケットは着火時間を大幅に短縮出来ると
ともに、膨張粘結性が低く、暖房ストーブの連続燃焼
においてもブリケット間の通風性が保たれ、良好な燃
焼特性を示す。従って、燃焼持続性も良く暖房ストー
ブ等で空気量を少なくして燃焼量を落とした状態で
も、立ち消えすることもなく、燃焼量の調整が容易に
できる。

③ 石炭粒子間に繊維状のバイオマスが入っているので、
燃焼時に石炭中の灰が溶着して塊状のクリンカを造る
ことがなく、灰は砂状になってロストルより落下する。
そのために、通風が保たれ、燃焼が安定する。また、ク
リンカを作らないので灰中に未燃石炭はほとんど残ら
ない。

④ バイオブリケットは高圧縮力で成型されているので脱
硫剤と石炭粒子が強く密着しており、燃焼時に効果的
に反応する・Ca/S比が1.2～2程度の脱硫剤の添加で
石炭中の硫黄の60～80％が灰中に固定される。

図-3　バイオブリケットの製造の基本フロー

石 炭 バイオマス
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粉 砕
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乾 燥
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高圧ブリケッティング

脱臭剤

粘結剤
粘結剤は炭種によって
必要となる場合があります。
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研究開発者

事業の種類

開 発 期 間

A-04-04. 石炭粉砕技術

粉砕粒径を現状より小さくすることによって、プラント効 率向上及び環境負荷低減を実現する。

石炭火力発電所において、CO2やNOxの排出量の削減は、
取組むべき重要な課題である。石炭の粉砕度を向上させる
ことにより、プラント効率の向上及びNOx排出量の低減
が可能となる。低NOx化の要求に対しては、排煙脱硝装置
における触媒やアンモニアの使用量削減の観点から燃焼

改善によるNOx低減の期待は大きい。低NOxバーナーや
炉内脱硝技術はNOx低減に大きな成果を上げているが、
より一層の低NOx化を達成する方法として、微粉砕技術
の開発が進められてきた。

三菱日立パワーシステムズ（株）は、ミルをNOx・未燃分低
減のための重要手段と位置づけ開発・改善に取り組んで
来た。高微粉砕ミルとして図-1に示すMVミル（旧三菱重
工製）とMPSミル（旧バブコック日立製）の2機種のライン
アップを有しており、図-2に示すように分級機の回転数と
粉砕荷重の自在制御により、無煙炭・高水分炭・高灰分炭
等の幅広い石炭及び石油コークスに対する広範囲な微粉
度要求に対応可能である。優れた分級効率により製品微粉
中の粗粉が少ないため未燃損失が大幅に低減する一方、
燃焼用空気過剰率を下げることでプラント効率改善（CO2

低減）も可能となった。更に粉砕荷重・テーブル回転数・風
量等の最適化により幅広い負荷帯（100～30％）での運転
が可能、負荷応答性に優れるなどの特徴を持ち、国内外の

事業用・産業用火力に広く採用されている。
（株）IHIは、図-4に示すミルの形状の最適化と分級機回転
数増大及びローラー加圧力の増大による超微粉砕技術を
開発し、発電所実機における実証試験の結果から、微粉砕
による経済性を評価した。微粉砕により粉砕動力は増加す
るものの、図-5に示すように、燃焼性の向上により排ガス
酸素濃度を低減できるためファンの動力が低減すること
から、補機動力は減少する。また、NOxの削減により、脱硝
用アンモニア量の減少がもたらされるとともに、石炭使用
量の減少、ボイラ効率の向上などから、全体として運用コ
ストが減少するとの結果を得ている。この実証試験の結果
は、新設プラントへの納入につながった。

三菱日立パワーシステムズ（株）、（株）IHI、（一財）電力中央研究所

自主事業

1970年代海外からのライセンス技術を基に開発

技術概要

1. 目的

2. 必要性と効果

3. 技術内容と実績

図-1　三菱日立パワーシステムズ（株）微粉炭ミル
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（1） 粉砕部の最適化及び難粉砕性、高水分の石炭の粉砕
性評価手法

（一財）電力中央研究所は、瀝青炭及び亜瀝青炭について、
図-6に示すようにローラミル設備を用いてBondの法則
に基づいて定義した粉砕仕事指数＊1とHGI（ハードグロー
ブ粉砕性指数）や付着水分との相関関係について調べた。
石炭の付着水分が粉砕動力に大きな影響を及ぼすことを
明らかにし、付着水分の影響を考慮した粉砕仕事指数推
算法を示した。難粉砕性の石炭の利用を図り、利用炭種拡
大を図ることが目的であり、当該石炭の燃料性と関連し、
最適な粉砕粒径を検討することに役立つ。

＊1  粉砕仕事指数＝動力［kW］/粉砕量［t/h］×（微粉炭の面積平均径［μ
m］）0.5

4. 最近の研究開発動向

図-3　MPSミルにおける粒度分布
製品微粉中に100メッシュ以上の粗粒が少ない。

図-2　MVミルにおけるロータリーセパレーターと微紛度の関係
200メッシュパス65％から95％まで広範囲な微紛度に対応可能

図-4 （株）IHI 超微粉炭ミル
形状の最適化と分級機回転数増大及びローラー加圧力の増大に
よって超微紛化を実現した。

図-5  超微粉砕がNOx及び 
灰中未燃分に与える影響

平均粒径約40μm（従来微粉炭）
と同約20μm（超微紛炭）に粉砕
した石炭（燃料比2.25）を用い、
12MWtの容量の燃焼試験炉で燃
焼試験を実施した。超微粉炭燃焼
では、灰中未燃分の減少により、
排ガス酸素濃度を低くすること
で、NOxを従来微粉炭の20％削
減できる。

図-6　石炭のHGIと水分濃度がローラミルの粉砕性に及ぼす影響
粉砕仕事指数はHGIが低くなると増加する。乾燥した石炭の重量に対す
る付着水分の重量（付着水分比）が多くなると、ローラーがすべりやすくな
り、効率良く粉砕できなくなるため、粉砕仕事指数は大きくなる。
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研究開発者

事業の種類

開 発 期 間

A-05-01. 低品位炭からのコークス製造用粘結材製造技術（ハイパーコール）

中長期的な強粘結炭の逼迫や価格高騰への対応として、
粘結材としての効果が大きく、経済性に優れたコークス製

造用粘結材の製造技術を確立する。

鉄鋼用原料炭の価格は需給動向によって大きく変動する。
2014年の原料炭価格は比較的低価格で推移しているも
のの、中長期的には再び高騰することが予想される。原料
炭価格の変動に対応するための方策として、コークス製造
用石炭原料において高価格の原料炭の使用量を低減、一
般炭などの廉価な低品位炭使用量を増加して現状と同等
以上の品位のコークスを製造できるコークス製造用粘結
材を、一般炭もしくはより低品位な褐炭などを原料として
製造する技術を持つことが必要になると考えられる。

本粘結材の利用により、製鉄用コークスに適応できる石炭
種を拡大できるとともに、従来にない高強度コークスを実
現することで高炉におけるコークスの使用量を削減し、製
鉄におけるCO2の削減が可能となる。また、高価な高品位
原料炭（強粘結炭）の使用量を減らし、廉価な原料炭（非微
粘結炭）や一般炭の配合比を増やすことによるコスト低減
にも寄与する。市場規模としては、製鉄用コークス用原料
炭4,000万t/yのうち改質による粘結材使用量を5％とし
て、200万t/yである。

本技術は我が国が有する石炭液化技術（BCL）の脱灰技術
を活用したものであり、石炭液化パイロットプラントの実
績とそこで培われたノウハウを活用し、製鉄用のコークス
製造における粘結材を製造するものである。
図-1に示すように原料石炭を溶剤中で加熱抽出し、次い

で灰分の濃縮された不溶分を重力沈降法により除去した
後に、溶剤を分離回収することで、灰分濃度が大幅に低減
され、高い流動性、粘結性を有する粘結材（ハイパーコー
ル）を製造する。

（株）神戸製鋼所、（独）産業技術総合研究所

NEDO委託研究

1999～2001年度　NEDO　先導研究（ハイパーコール利用高効率燃焼技術開発）
2002～2007年度　 NEDO　ベンチプラント設備の建設と運転および品質検証 

（ハイパーコール利用高効率燃焼技術開発）

技術概要

1. 目的

2. 必要性と効果

3. 要素技術

 

 

図  ー ー の 図 

（出典：NEDO 発 技術 ン レ 「 ー ー 利用高 燃焼技術の開発」 
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図-1　ハイパーコールの概念図
（出典：NEDO発行技術紹介パンフレット「ハイパーコール利用高効率燃焼技術の開発」）
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2016年頃よりコークス製造用粘結材の製造技術に関する
実用化実証試験の開始を表-1に示すように計画しており、
2020年代以降の準商業機稼働を目指す。
なお、ハイパーコール技術を活用して別途開発の新規バイ
ンダーおよび高性能粘結材は、それぞれ2009～2012年

度実施のMETI助成事業　革新的製鉄プロセス開発（フェ
ロコークス）用バインダー開発および現推進中のMETI-
NEDO委託事業　COURSE50事業においてその活用技
術開発を推進中である。

4. 現在の状況と開発スケジュール

ハイパーコール製造技術では、炭種・用途に合わせた最適
抽出条件の確立、商業機へのスケールアップ技術の確立
が課題である。また、コークス原料への配合におけるコー
クス性状向上の実機規模での実証が課題となる。また、亜
瀝青炭、褐炭などの低品位炭を原料としたハイパーコール
製造技術開発では、低品位炭からでも高収率を得る技術

をベンチプラントおよび実証装置によって確立すること
が課題である。
低品位炭を原料とする場合には、山元近傍もしくは近隣の
コークス炉に隣接して装置を建設する可能性が高いため、
産炭国との技術面・制度面を含む包括的な対話による良
好な関係維持が重要である。

5．技術課題

 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

造
（ 性 ・ ト ）

造
（ ト 細 ・ ・ ・ 造）

造
（ ）

造
（ ）

炭 （ ）

化

表-1　開発スケジュール
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研究開発者

事業の種類

開 発 期 間

A-05-02. 低品位炭改質技術（UBC）

産炭国に本技術を導入し、経済的な低灰分、低硫黄の燃料
を製造し日本に輸入することを目標とする。また、産炭国

に山元UBC発電を導入することにより、その一般炭需要
を抑制し日本の石炭輸入の安定化に貢献する。

低品位炭は石炭資源の半分を占めており、改質技術の適用
による低品位炭利用の促進はエネルギー資源の有効化、我
が国への石炭供給の安定化を図る上で極めて重要である。
低品位炭は高水分・低発熱量で自然発火性が高いため、利
用が限定されている。そのため、これらの問題点を克服す
る改質技術を目指す必要がある。

日本への石炭供給国として重要な位置を占めるインドネ
シアの石炭は、そのほとんどが低品位炭であり、しかも低
灰分、低硫黄といった環境に優れた性状を有していること
から、本技術を導入することで日本の石炭供給安定化、灰
処理低減等に貢献する。また、燃焼効率の向上により、CO2

削減にも効果がある。

低品位炭を粉砕し灯油等の軽質油と混合し、油スラリー中
で加熱することにより低品位炭の水分を除去する。さらに
少量添加されたアスファルト等の重質油を低品位炭内の
細孔や表面に付着させることにより、自然発火を防ぎ、水
分の再吸収を抑制し、瀝青炭同等の発熱量と安定性に優
れた改質炭を得る。
本技術は、図-1に示すように油スラリー中で脱水し重質
油を表面に付着させることにより、全水分60％程度の低
品位炭でも改質が達成でき、安定性に優れた改質炭が得

られることを特徴としている。図-2に示すように他の蒸発
型、非蒸発型の競合プロセスに比べて低温度、低圧力下で
処理できること、分離された水分（蒸気）の潜熱を利用する
ことによりエネルギー消費量を低減していること、処理条
件が穏和なため化学反応が起こらず排水処理が容易なこ
と等から、他プロセスに比べて経済性に優れた技術であ
る。また、低品位炭改質炭は図-3に示すように燃焼性にも
優れており、未燃分が瀝青炭に比べて極めて少ない。

（一財）石炭エネルギーセンター、（株）神戸製鋼所

METI補助事業

（公的資金）
2001～2002年度　METI補助事業　パイロットプラントの建設及び運転（プラント規模 3t/d）
2006～2010年度　METI補助事業　大型実証プラントの建設及び運転（プラント規模 600t/d）

技術概要

１. 目的

2. 必要性と効果

3. 要素技術
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図-1　UBCプロセスの概要
（出典: 事業報告書、12.2010 JCOAL）
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2010年までの大型実証プロジェクトにより4,000時間を
超える運転を行い、約5万tの褐炭を改質した。これによ
り、プロセスの安定運転性やスケールアップ技術の確立、
実機ボイラによる改質炭の燃焼試験による高い燃焼性お
よびハンドリング性の評価等を実施し、商業化に向けた技

術を確立した。2011年度以降、商業プラントの建設運転
による技術の普及を実現すべく展開中である。輸出用のブ
リケット、山元発電用のパウダー（ブリケット化無し）の二
種類の商用化を目指している。

4. 現在の状況と開発スケジュール

プラントコストの低減について一定のめどをつけつつあ
るが、更なる低コスト化の実現と産炭国での商用プラント

建設、運転による技術普及が課題である。
5．技術課題
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図-2　改質プロセスの処理条件

（出典:2006CCTワークショップ、07.2006 JCOAL）

図-3　改質炭（UBC）の燃焼特性

（出典:事業報告書、12.2010 JCOAL）

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

プラントコスト低減

産炭国での商業化検討、商業プラント 
建設、運転による技術普及

表-1　開発スケジュール
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研究開発者

事業の種類

開 発 期 間

A-05-03. 高効率褐炭乾燥

微粉炭焚火力発電プラントあるいはIGCCの上流側への
設置を念頭に、発電効率の大幅な向上やCO2排出量の削

減を目指し、水分を多く含む低品位炭からの脱水を効率的
に行うシステムを開発する。

世界に賦存する石炭の半分以上が亜瀝青炭や褐炭などの
低品位炭である。これらの低品位炭は多量の水分を含むた
め、図-1に示すようにボイラで使用する場合燃焼効率が
悪く、また、乾燥させた場合は、自然発火しやすくなり、輸
送も困難である。現在の褐炭焚き石炭火力では、ミルで粉
砕と乾燥を同時に行いボイラに投入する。褐炭中の水分は
炉内で水蒸気となり、そのまま排ガスとして系外に放出さ
れるので、蒸発時の潜熱が損失となり発電効率が低下す
る。褐炭からの脱水をいかに効率的に行うかは、その利用
を左右する大きな課題である。
従来の褐炭焚き微粉炭焚火力発電プラントにおいて、本
技術開発で実用化を目指す高効率褐炭乾燥システムをボ
イラ上流側に設置することにより、発電効率を大きく向上

させることが可能になる。
IGCCの場合、最新のガスタービンとの組合せが可能と
なり、瀝青炭では発電効率46～48％ （HHVベース）程度
まで向上することが見込まれる。褐炭焚きIGCCにおいて
高効率褐炭乾燥システムを組み合わせることにより、褐
炭の消費量およびCO2発生量を大きく低減することが可
能になる。例えば、500MW級褐炭焚き既設発電プラント
において、現状の発電効率から、CO2排出量は、1050kg-
CO2/MWh-Gross程度と考えられる。それに対して、褐
炭焚きIGCCで効率43％が達成出来るとCO2排出量は
730kg-CO2/MWh-Grossとなり、約30％の低減効果が見
込める。

三菱重工業（株）

METI補助事業

2010～2012年度（3年間）

技術概要

1. 目的

2. 必要性と効果
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上記の課題を解決するため、水蒸気を流動化ガスとして利
用する図-2に示す蒸気流動層乾燥システムにより褐炭を
乾燥させるとともに、発生した蒸気は潜熱回収システムに
おいて圧縮し、飽和蒸気温度を上げることにより乾燥シス

テムの熱源として利用する高効率褐炭乾燥システムを開
発する（水蒸気流動層プラグフロー乾燥技術、自己熱再生
型潜熱回収技術）。

現在、大容量化及び高効率化に向け、以下の目標を持って
開発を実施した。
① 大容量化－乾燥容量：120t/h　500MWクラスのガ

ス火炉と組み合わせを想定（480t/hを4系列で構成と
して）

② 高効率化－潜熱回収率：50％以上　褐炭から発生した
水蒸気の保有する潜熱を50％以上回収する。

市場導入時期は、2020年代を目指す。
平成22年度にベンチスケール試験装置（10t/d）を設計・
製作し、平成23年度から平成24年度に試験を実施した。
平成24年度には実証試験のFSを行い、200t/dの実証
試験装置の基本計画を実施した。導入に向けては、次のス
テップである実証試験の資金、現地山元での事業パート
ナーなどが課題である。

3. 要素技術

4. 現在の状況と開発スケジュール

本褐炭乾燥技術を開発する上で、以下の課題をクリアー
する必要があり、3年間の開発期間で、これらに対する目
途が得られた。今後の実証試験で確認する必要がある。
① 設備全体における自然発火に対する安全性の確保
② 最適粒径の選定（破砕、ハンドリング、乾燥、粉化防止等

の観点から）
③ 潜熱回収を含む最適システムの選定による運転コスト

の低減
④大容量実機へのスケールアップ技術の確立

5. 技術課題

図-2　高効率褐炭乾燥システム

項目 平成22年度 平成23年度 平成24年度
基礎試験

ベンチスケール試験 設計・製作 試験

実証試験FS

表-1　開発スケジュール
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研究開発者

事業の種類

開 発 期 間

A-05-04. 褐炭高度利用技術

豪州褐炭を日本で活用できるように現地で改質し、日本の
既存の発電所で発電用燃料として利用することを目指し、

褐炭の発熱量の向上や品質の安定を目的とした褐炭改質
技術を開発する。

石炭は埋蔵量が多く安定供給性や経済性に優れた重要な
ベースロード電源の燃料である。しかしながら近年、中国、
インド等の新興国による石炭需要の急激な拡大により、世
界的に石炭資源獲得競争が激化しており、現在の火力発
電所の燃料である瀝青炭等の高品位炭は可採年数が急激
に減少している。このような情勢から、石炭は将来的な需
給のタイト化と価格上昇の懸念があり、世界の石炭埋蔵
量の半数以上を占める低品位炭の利用は日本における石
炭の長期安定利用の観点において必要不可欠である。

しかしながら、低品位炭埋蔵量の約4割を占める褐炭は、
高水分、低発熱量、自然発火しやすい等の特徴を有するた
め、長距離輸送や貯蔵が困難であることから、効率的な利
用に資する技術の開発が必要である。
一方、世界の褐炭資源の4分の1程度は豪州ビクトリア州
に賦存しており、その豊富な賦存量、低灰分などの特徴か
ら、石炭火力発電用燃料として長期安定調達や灰処理負
荷低減効果が期待できる。

豪州褐炭を日本の発電所で利用するためには、水分を低
減し、発熱量や輸送効率を高めるとともに、自然発火性を
抑制し安全性を確保する必要があるため、図-1に示す改
質プロセス及び各要素技術について研究を行っている。
このプロセスでは、乾燥装置で水分を適正水準まで低減

し、その後段の乾留装置で乾燥した褐炭を蒸し焼きにする
ことで発熱量を高め、更に、一定の大きさに成型すること
で輸送・貯蔵時の安全性・効率性向上を図ることを計画し
ている。

九州電力（株）、東京電力（株）、電源開発（株）、新日鉄住金エンジニアリング（株）

自主事業、NEDO委託事業

2009年度～自主事業で開発
2010年度～ 2011年度　国際連携クリーンコール技術開発プロジェクトのうちクリーンコール

技術に関する基盤的国際共同研究「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」

2014年度　低品位炭利用促進事業可能性に関する検討

技術概要

1. 目的

2. 必要性と効果

3. 技術開発の概要
 炭を日本の発電 で利用するた に 、 分を低 、発熱 効率を高

るとともに、 発 性を 性を確 する あるた 、図１に す

プロ ス及び 技術について を行っている。 

 のプロ スで 、 装置で 分を適 まで低 、 の の 装置で

た 炭を 焼きにする とで発熱 を高 、 に、 定の大きさに成型する と

で の 性 効率性向 を図る とを計 ている。 
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図１ プロ ス 

 

４．技術開発状況 

 電 、 成 2 年に クトリア 経済 と 炭開発に る

的 開発について LO を 、日 国 を構 するとともに、

大学との （ラ ）に 炭 などの 炭 技術に関する基礎

に た。 の 、 の石炭 ー ーと て ロット を 、 炭

に る 用化技術の確 に向 て に でいる。 

 

 ラ に る 炭の評価 

 大学との （ラ ）で 、 炭を に って た

果、 １に すと 、 炭と になる と された。 

 

１ 炭の （ラ 果） 

 炭 炭 炭 

分    2  

ス成分  2  2 3 2 3 

炭 成分    3 

成分   2   

燃焼   2  2  

 

 ロット に る 成果と  

 ラ で確 た 技術の 用化を目 、 成 2 年度に 技術確 （

ロット ）を た。 の 果、 用化に向 た適用技術について 定の開発

図-1　改質プロセス
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次の技術開発フェーズである実証試験、更にその先の商業
化へ進むためには、改質炭を豪州から運び出す輸送インフ
ラ整備等の課題の整理及び対応も必要であるが、その前

提として改質技術の確立が必要となる。このため、前述の
技術的課題解決に重点的に取り組んでいくこととしてい
る。

九州電力は、平成21年に豪州ビクトリア州政府第一経済
産業省と褐炭開発における戦略的研究開発について趣意
書（LOI）を締結し、日豪国際協力研究体制を構築するとと
もに、九州大学との共同研究（ラボ試験）により褐炭乾燥な
どの褐炭改質技術に関する基礎研究に着手した。その後、
他の石炭ユーザーと協力してパイロット試験を実施し、褐
炭改質における実用化技術の確立に向けて研究に取り組
んでいる。
・ラボ試験における改質炭の評価
　 九州大学との共同研究（ラボ試験）では、豪州褐炭を乾

燥・乾留によって改質した結果、表-1に示すとおり、瀝
青炭と同等品質になることが示された。

表-1　改質炭の品質（ラボ試験結果）

豪州褐炭 改質炭 瀝青炭
水分〔％〕 55.9 6.4 2.7 
ガス成分〔％〕 24.0 26.3 27.3 
炭素成分〔％〕 19.5 64.8 55.3 
灰成分〔％〕 0.6 2.5 14.7 
燃焼比 0.8 2.5 2.0 

・パイロット試験における研究成果と課題
　 ラボ試験で確認した改質技術の実用化を目指し、平成

25年度に要素技術確認試験（パイロット試験）を実施し
た。その結果、実用化に向けた適用技術について一定の
開発可能性を得るとともに、改質炭の成型、安全性及び
燃焼性について、解決すべき技術的課題を確認した。

5. 今後の展開

4. 技術開発状況
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図-2　開発スケジュール
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研究開発者

事業の種類

開 発 期 間

A-05-05. 褐炭改質技術
宇部興産（株）　丸紅（株）

自主事業

2012年度～

技術概要

1. 目的

2. 必要性と効果

3. 要素技術

インドネシア等産炭国山元において褐炭改質事業を実施
し、亜瀝青炭相当の改質炭を亜瀝青炭と同等のハンドリン

グにて競争力がある価格で日本国内およびアジア需要国
に供給する。

インドネシア等の産炭国においては、新興国が低品位炭の
炭鉱権益確保に動いている。早期に改質技術を実用化しそ
れを梃子に資源権益取得を進めることは、我が国への石炭
安定供給ソースの確保に貢献する。またインドネシア等の
未利用褐炭を有効利用することで、枯渇化が進む中・高品
位炭を延命化することになり、同じく我が国の石炭安定供
給ソースの確保に貢献する。本技術の早期の実用化が必
要である。

亜瀝青炭の利用は量的にも価格的にも市場で認知・確立
されており（日本国内では年間約1000万t超が輸入・使用
されている）、亜瀝青炭相当の改質炭を競争力有る価格で
供給することは、需要家や褐炭サプライヤーの潜在ニー
ズに合致する。さらに、低品位炭の権益取得と組合せるこ
とにより、我国のエネルギーセキュリティー確保に貢献す
る。

改質プロセスは、図-1に示すように破砕-乾燥-粉砕-成型
よりなる。全て汎用機器を用いた従来技術の組合わせであ
るため、幅広い機器調達により設備費の削減が可能とな
る。製品のハンドリング特性を重視し、粉塵発生と自然発
熱性を既存の亜瀝青炭レベルまで抑制できるブリケット
を達成するため、成型性を最大にする原料粒度・水分およ
び成型条件を見出した。図-2に示すようにブリケットの高
密度・高強度化、粒径の最適化により、ハンドリング時の
粉化を抑え反応表面積の増加を抑制すると共に、適切な水

分値に管理することで、粉塵発生、自然発熱を抑制してい
る。また水分を亜瀝青炭レベル（18-25％）に止めているた
め、水分の再吸着による熱ロスを最小化している。表-1に
代表的な改質炭の性状を示す。本プロセスは例えば破砕-
乾燥-粉砕までを微粉炭焚きボイラと共用することも可能
であるため、「山元発電」＋「山元改質」の統合プラント（⇒
地域に電力供給、域外に良質炭供給）の可能性も含む柔軟
性のあるプロセスである。

 

図-1 改質プロセスの概要 

 

 

図-2 改質の原理 

 

表-1 代表的な改質炭の性状 
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図-1　改質プロセスの概要
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4. 現在の状況と開発スケジュール
技術原理の確認及び改質条件・実証設備のスケールアッ
プデータは、ベンチスケール試験及びパイロット試験によ
り取得済である。インドネシアの亜瀝青炭供給不足が顕在

化すると予測される2020年頃を目標に商業化に移行、年
産100万t規模で改質炭を日本国内およびアジア需要国
に競争力の有る価格で供給する。

実証設備を用いた長期実証運転により以下の課題を解決
する必要がある。
・ 既存コールチェーンによる運用実証（輸送、ハンドリン

グ、燃焼）
・ 実用化に向けたインドネシア等産炭国への技術移転

5. 技術課題

１次乾燥 ２次乾燥 +乾式微粉砕

高圧２段成型 加水・再水和

適度な水分による
発塵防止
自然発熱抑制

細孔水の（一部）除去
褐炭構造の不可逆変化

自由水の除去

微小一次粒子による均質性
最適水分・２段成型による高密度・高強度化
ブリケット小粒径化による対衝撃性改善

TM50％ TM20-25％ TM15％

TM15％ TM18-25％

図-2　改質の原理

表-1　代表的な改質炭の性状

インドネシア 褐炭 改質炭 （比較）インドネシア  
亜瀝青炭

全水分 ［％ arb］ 48.0 22.0 26.9

気乾水分 ［％ adb］ 15.0 15.0 16.4

灰分 ［％ adb］ 3.7 3.7 2.3

揮発分 ［％ adb］ 41.8 41.8 42.1

固定炭素 ［％ adb］ 39.5 39.5 39.2

全硫黄 ［％ db］ 0.19 0.19 0.14

GAR 発熱量 ［kcal/kg］ 3300 4950 4990
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研究開発者

事業の種類

開 発 期 間

A-06-01. バイオマス・石炭混焼発電技術

既設の石炭焚き火力発電所においてバイオマス混焼率を
増す場合、専用ミルを追設する必要があり、その際、所内
動力の増加や設置スペースの確保等の課題が生じる。こ
の課題に対応するため、追加設備と改造コストを抑制し高

い混焼率を確保できる方式を開発している。達成手段とし
て、石炭用ミルをバイオマス専用ミルに転用、すなわち、一
部ミルへバイオマス専用粉砕機能を追加したシステムを
構築する。

バイオマスは再生可能エネルギーであり、使用してもCO2

排出にはならなく、また、バイオマスは、化石燃料と比較す
ると広範囲に賦存し、日本国内にも資源量があるため、そ
の利用の拡大が期待される。バイオマスの利用は木質バイ
オマスが石炭と混合して燃焼する方法がある。しかし、既
設の石炭焚き火力発電所においてバイオマス混焼率を増

す場合、専用のミル（粉砕機）を追加設置する必要があり、
所内動力の増加や設置スペースの確保などの課題が生じ
る。これらに対応するため、追加設備と改造コストを抑制
して高い混焼率を確保できる方式として、既設ミルを活用
した燃焼システムの実用化を推進している。

バブコック日立（株）

NEDO共同研究

2010～2013年度 NEDO共同研究（NEDO 2/3補助）「バイオマス専用粉砕方式による既設微粉
炭焚きボイラでの混焼技術の実用化開発」

技術概要

1. 目的

2. 必要性と効果

（1）バイオマス粉砕ミル
既設ミルの改造によって、草本系や木質系など複数種の
バイオマスの要素試験評価を行い、目標の混焼率を達成
するための適正構造の提案、安全性（防爆）の評価、および
腐食性の評価。

（2）バイオマス専用バーナ
パイロット規模のバイオマス専焼用シングルバーナ試験
装置により、スイッチグラス専焼時の燃焼性を評価。

（3）バイオマス混焼システム
ボイラ火炉での運用において、燃焼上の問題がないことを
大型の燃焼設備を用いて実証。

（4）実機ボイラ性能予測とシステムの成立性検討
石炭専焼に比べ、ガス温度の増加は数度、ガス量の増加は
数パーセントというレベルであり、設備構成上で問題のな
い範囲の確認。

3. 要素技術

開発過程を表-1に示す。2010年にNEDOの「戦略的次世
代バイオマスエネルギー利用技術開発事業（実用化技術
技術）」プロジェクトに採用され、NEDOとの共同研究（2/3

補助）として、2010年度から2013年度にかけて4年間の
研究開発を実施した。

4. 現在の状況と開発スケジュール
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目標のバイオマス混焼率25cal％に対する検討結果を次の
表-2に示す。図-1に示すシステムで粉砕試験、燃焼試験他

により特性を把握し、図-2に示す既設石炭火力発電所での
バイオマス混焼率25cal％の実用化、商用化の見通しを得た。

5. 主な成果

年度 年度 年度 年度

発

用
発

発

11 10 2 10 2 10 3

->

STEP1 STEP2

（出典：一般財団法人エネルギー総合工学研究所、第336回月例研究会、バブコック日立株式会社発表資料）

表-1　開発の過程

ケース
専用粉砕ミル 混合粉砕ミル

成立性 備考酸素濃度
（vol％）

入熱
（cal％/缶） 原料種 入熱

（cal％/缶） 原料種

A
2条件
1. 爆発下限
　18vol％
2. 石炭並爆発強度
　18vol％

20

ペレット
（スイッチグラス）

5 チップ
（林地残材）

×
（混砕過負荷）

当初計画のケース
混砕5cal％/缶は6.25cal％/ミルに相当

B 20 5 ペレット
（スイッチグラス） ○ ケースAの代替

C 22.68 2.32 チップ
（林地残材）

○
（専砕過負荷抑制）

専砕入熱は計画以上
混砕2.32cal％/缶は3cal％/ミルに相当

D 25 0 － ○
（専砕過負荷抑制） 専砕入熱は計画以上

E
2条件
1. 爆発下限
　11vol％
2. 石炭並爆発強度
　18vol％

20

ペレット
（木質（松））

5 チップ
（林地残材）

×
（混砕時過負荷）

当初計画のケース
混砕5cal％/缶は6.25cal％/ミルに相当

F 20 5 ペレット
（木質（松）） ○ ケースEの代替

G 20.68 2.32 チップ
（林地残材）

○
（専砕過負荷抑制）

専砕入熱は計画以上
混砕5cal％/缶は6.25cal％/ミルに相当

H 25 0 － ○
（専砕過負荷抑制） 専砕入熱は計画以上

（出典：一般財団法人エネルギー総合工学研究所、第336回月例研究会、バブコック日立株式会社発表資料）

図-1　システムの概要

◆ミル・バーナ：共用構造の専砕・専焼で混焼20cal％、混砕・混焼込で25cal％確保
◆システム：低酸素搬送の粉砕・燃焼システムで安全性確保
◆新設発電所への適用も可能

バイオマス-石炭共用ミル
（専用粉砕に使用）

バイオマス-石炭
共用バーナ

バイオマス
バンカ

石炭、バイオマス混合バンカ

ボイラ

AQCS

一次空気

排ガス
低酸素濃度
石炭ミル

（混合粉砕に使用）

図-2　既設活用の混焼設備
（出典：バブコック日立株式会社）

◆ミル・バーナを一部共用に改造、石炭専砕・専焼も可能、予備ミル機能も維持
◆ミル：重力分級と回転分級の抑制でバイオマス排出性を確保
◆バーナ：低品位炭用NR-LE利用で低酸素での安定燃焼を確保

バーナ構造

ミル構造

縮流部位

ダブルウォール

高性能
分配器
微粉
濃縮器

表-2　バイオマス混焼率の検討結果
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研究開発者

事業の種類

開 発 期 間

A-06-02. 高効率燃焼・混炭燃焼サポートシステム

微粉炭ボイラにおける最適な運転や混炭の条件を提案し、
トラブルの回避と高効率運用を支援する。図-1に示す「石
炭評価システム」は、新規炭や混炭を使用した際のプラン
ト性能を定量的に予測することにより、使用炭種の拡大

を目的とするコンピュータ・ソフトウェアである。「燃焼シ
ミュレーション」では、ボイラ燃焼診断と最適運転条件の
検討により、未燃分とNOxの同時低減や灰付着トラブル
の解決を図る。

日本は多くの種類の石炭を使用しているうえ、近年は従来
と性状の異なる亜瀝青炭の利用割合が高まっている。ボイ
ラの設計炭と異なる炭種をトラブルなく高効率で使用し、
環境特性の向上も図っていく必要がある。このような状況
に対し、新規の炭種が使用可能であるか、あるいは、どの
ような混炭比率が最適かといった判断をする必要がある。
ハンドリング性、燃焼性、環境特性等多くの評価項目があ
るなか、これらの判断を瞬時に行う図-2の「石炭評価シス

テム」というソフトウエアを開発した。
図-3に示す「燃焼シミュレーション」はボイラ内部の燃焼
状態を詳細に解析し、高効率化（未燃分低減）、環境改善

（NOx低減）及びトラブル回避（灰付着回避）を行う技術で、
バーナー段ごとの空気の噴出速度やその方向を変更する
ことで、未燃分とNOxの同時低減や図-4に示すように灰
付着トラブルを解決することが可能である。

出光興産（株）

自主事業

1980年代～

技術概要

1. 目的

2. 必要性と効果

図-1　石炭評価システムの概要
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【石炭評価システム】
石炭火力発電プラントでは、自然発熱性、ハンドリング性、
粉砕性、燃焼性、灰付着性、NOx発生性、電気集塵性など、
そのパフォーマンスを多くの観点で評価する必要がある。
ある石炭を使用したときの一般性状と実用特性の関係を
実機データから解析することに加え、これらのパフォーマ
ンスに関連する実験的な研究から導かれた知見を併せ、新
規炭評価や最適混炭比率の提案を行う。

【燃焼シミュレーション】
市販の熱流体化解析ソフトである「FLUENT」に独自の微
粉炭燃焼モデルを組み込むことにより、実機の燃焼挙動
を精度良く再現できる燃焼シミュレーション技術を確立
した。

3. 要素技術

開発終了し上市済み。
4. 現在の状況と開発スケジュール

図-2　石炭評価システムによるプラント性能の概要予測画面

図-3　微粉炭ボイラの燃焼シミュレーション 図-4　燃焼シミュレーションを活用した炉内灰付着トラブルの解消
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研究開発者

事業の種類

開 発 期 間

A-10-01. 石炭ガス化反応のモデル化とシミュレーション

化石燃料の消費は様々な形で環境に影響を与える。石炭も
またその生産・輸送・利用の各過程で自然に影響を及ぼす。
特に利用過程では、炭塵・煤塵・酸性ガス（NOx,SOx）・炭
酸ガス等を排出し、無秩序な石炭の大量消費は環境に大
きなインパクトを与える可能性がある。一方、これらへの
対応技術として、石炭の使用によって引き起こされる環境
へのインパクトを最小に抑制する技術をクリーンコール
テクノロジー（CCT）と総称し、日本を含めた世界の主要先
進諸国で、高度なCCTの研究開発が広範囲に進められて
いる。
この様な背景の中、「石炭利用基盤技術開発プログラム

（BRAIN-C）」では、石炭ガス化技術を主たるターゲットに
据え、技術の早期商用化実現のため、様々な角度から石炭
の基礎データを蓄積している。一方、数値シミュレーショ
ン技術は、上述の基礎データからパイロットまたは実機の
特性を予測するために、また逆に、有用な基礎データを評
価選定するために非常に有効なツールである。この様な観

点からBRAIN-Cプログラムでは、普遍的かつ有効に利用
できる高度な基盤技術のデータベース構築を目指し、有効
な基礎データの取得法の検討とデータの蓄積及び高精度
数値シミュレーション技術確立の両面から技術開発を進
めている。
図-1に「BRAIN-Cの技術マップ」を示す。本プロジェクトか
ら得られる成果物は、大別して、以下3つの項目から構成
されている。

（1） 噴流層ガス化シミュレータ
（2） 各種モデル・パラメータ予測相関式
（3） 石炭データベース
以下、それぞれの項目について説明する。また、これら3つ
の項目は、実際に成果を様々な場面に利用するにあたり、
どれひとつとして欠かせない要素であり、かつ、これら3
つの要素を利用する場面に応じて上手に使いこなすこと
で、本プロジェクトの成果を最大限に引き出すことが可能
となる。

（一財）石炭エネルギーセンター

NEDO委託事業

1995～2004年度　NEDO石炭利用基盤記述開発プロジェクト（Brain-C）で実施

技術概要

1. 石炭利用基盤技術（BRAIN-C）の概要

図-1　BRAIN-C技術マップ
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噴流層ガス化シミュレータは、流れ、反応及び伝熱を同時
に解析できる熱流体解析ソフト（CFD）をベースとしてお
り、炉形状、操作条件及び石炭の性状または反応データ等
の特性をインプットデータとして与えると、ガス化炉内の
温度分布、灰付着位置及びガス組成等を計算することが
できる。そのイメージ図を図-2に示す。
シミュレータから得られた信頼性の高い予測結果は、運
転操作の有効性及び炉の設計等の事前評価に利用するこ
とができる。BRAIN－Cプログラムでは、噴流層ガス化シ
ミュレーション技術を確立するために、図-3に示す石炭の
ガス化反応モデルや図-4に示す粒子の付着モデルを基本
CFDの中に構築し、それらの計算結果を石炭利用水素製
造技術（HYCOL炉及びEAGLE炉等）のガス化炉運転デー
タと比較することで、その妥当性を検証した。

2. 噴流層ガス化シミュレータ

図-2　噴流層ガス化シミュレータの機能

図-3　石炭ガス化過程のモデル化

図-4　灰粘度を利用した付着判定モデル
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噴流層ガス化シミュレータは、様々な炉形状及び運転条
件に対して汎用的であるが、石炭毎の特性に関しては汎
用化されていないため、その特徴を炭種毎にパラメータと
してシミュレータにインプットする必要がある。このパラ
メータは、一般に基礎的な実験装置で得られたデータを利
用するが、評価の迅速性を考えると、石炭の一般分析ある
いは構造物性データ等からパラメータを取得する手段（予
測相関式や実験条件まで取り込んだ高度な予測モデル）

を確立することが望まれる。具体的には、図-1に示した汎
用的な揮発化モデルや付着判定式等がパラメータ生成の
ためのツールである。一方で、微量元素分配モデルや灰成
長流動判定モデルは、シミュレーション結果から判断を行
うモデルであり、これらもまた非常に重要な役割を持つ。
BRAIN-Cプログラムでは、ガス化シミュレータを有効かつ
迅速に利用できるように、シミュレータ周辺の予測式も併
せて開発している。

3. 各種モデル・パラメータ予測相関式

図-5にガス化シミュレータから得られた灰溶融層形成位
置と運転後のガス化炉内の状況を比較した結果を一例と
して示す。これより、本シミュレータにより算出された灰溶
融層形成位置は実際に溶融層が存在した位置と良く一致
しており、計算の妥当性は実際のデータで裏付けることが
できた。
図-6には、ガス化シミュレーションを用いたHYCOL炉の
ケーススタディ結果を示す。図-6左側に示した壁面近傍
温度及び壁面上の灰粘度は、1,000時間運転を達成した時
の条件を計算で再現したものである。スラグが流れ落ちる
炉底部の温度（赤色部）が高く、その領域の灰粘度（青色部）
は低いことがわかる。また、炉上部は温度が低く（緑色部）、
粒子が付着し難い条件となっていることがわかる。一方、
図-6右側に示した壁面近傍温度及び壁面上の灰粘度は、
故意に運転条件を変更した時の計算結果である。本ケース
は、左図よりも上段の酸素比を上げ、下段の酸素比を下げ
たものである。この場合、炉底部の温度が低下し（オレンジ
色）、その付近の低粘度領域（青色部）が小さくなる一方で、
炉上部が高温化（赤色領域が増加）し、灰が付着し易い領

域が形成されることがわかり、運転上あまり好ましくない
条件と判断できる。
この様に、ガス化シミュレータは、ガス化条件変更時等の
解析が容易に実施可能となっており、今後のガス化プロ
ジェクトにおける利用に期待が高まっている。

図-5　灰付着位置に関する検証結果

図-6　シミュレータを用いたスタディー
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さらに相関式またはモデルを構成するためには、一般分析
をはじめとした石炭の物性データ及び基礎実験データが
必要不可欠となる。しかしながら、石炭は銘柄（炭鉱名）が
同じでも到着ロット毎に特性が異なるという大きな問題
がある。これより、質の高いデータベースを作るためには、
まず、物性や基礎データを取得する各試験機関で全く同
じ石炭サンプルを使用する必要があった。図-7は、産業技
術総合研究所内に設置されている石炭サンプルバンクで
ある。このように分析試験サンプルを一元管理することに
よって、各試験研究機関に同一のサンプルが出荷できるよ
うになった。
このような同一サンプルを利用して測定したデータの一
部は、石炭エネルギーセンターのサーバーにアップされ
ており、図-8に示す様に閲覧や検索が可能となっている。
また、これらデータの多くは、計算加工が容易なエクセル
ファイル（図-9参照）で保管されており、データのダウン
ロードも可能となっている。

20リットル容器（2段）

標準サンプル炭保管状況（産総研）

標準サンプル炭（配布用）

50リットル容器

BRAIN-Cプログラムで開発した噴流層ガス化シミュ
レータは、各種モデル及び基礎データを利用することで、
実用に耐えうる予測が可能となっている。BRAIN-Cプロ
グラムは平成16年度で終了し、本プロジェクトで開発し
た成果を利用できるように、プログラム及び基礎データ
を取り揃えて提供できる体制を整えた。また、そのための
詳細な利用マニュアルの整備、講習会の開催も実施した。
また、ガス化条件変更時等の解析が容易に実施可能と
なっており、その後のガス化プロジェクト等へ利用され
ている。

コールバンク事業は新たにH19-25年度ゼロエミッショ
ン石炭火力基盤技術開発/石炭利用プロセスにおける微
量成分の環境への影響低減手法の開発/微量成分の高精
度分析手法の標準化に資するデータ蓄積と燃焼プロセス
におけるプラント内挙動の解明」に引き継がれて実施さ
れた。
本プログラムは、石炭ガス化技術を中心に開発が行われて
きたが、シミュレーションコードそのものは燃焼等、幅広
い分野に利用できることから、ガス化プロジェクト以外の
分野での利用も大いに期待するところである。

4. 石炭データベース

5. 石炭利用基盤技術成果の普及

図-7　石炭サンプルバンク

図-8　石炭データベース 図-9　基礎データの取得
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研究開発者

事業の種類

開 発 期 間

B-01-01. 石炭ガス化複合発電技術（IGCC）

石炭ガス化複合発電（IGCC）
は、石炭をガス化し、ガスター
ビン燃料とする高効率発電
技術である。日本の電力会社
は、海外の先行機より高い効
率が期待できる勿来パイロッ
トプラント（PP）方式ガス化
炉1,2）（図-1、乾式給炭 酸素富
化空気吹き 加圧二段噴流床
式）を軸としたIGCC技術の
研究開発を進めてきた3）。
これまでの成果を受け、IGCC
の信頼性、運用性、保守性、
経済性などを実証し、石炭焚きIGCCの商用機としての
成立性を確認することを目的に、IGCC実証試験が開始さ
れた。

IGCCは従来の微粉炭火力に比べ、次のような多くのメ
リットを持っている。
① 発電効率の向上……現状の微粉炭火力に対して、商用

段階で約2割の送電端効率向上が可能。
② 環境特性の向上……発電効率の向上により、発電電力

量あたりのSOx、NOx、ばいじんの排出量が低減される。
またCO2の排出原単位は石油火力並となる。

③ 適用炭種の拡大……既設微粉炭火力では利用し難い低
灰融点炭も利用可能となるため、石炭火力発電に利用
可能な炭種が拡大される。

④ 灰の有効利用拡大……石炭灰をガラス状の溶融スラグ
として排出するため、土木工事用材料などとしての有効
利用が期待される。

⑤ 用水使用量の削減……生成ガスを直接脱硫するため、
多の用水を使う排煙脱硫装置が不要となり、既設微粉
炭火力と比べ、用水使用量を大幅に削減できる。

（株）クリーンコールパワー研究所 
（2000年迄は東京電力（株）を幹事会社とする電力各社の共同研究として実施）

METI補助事業　NEDO委託事業

1986～1996年度　NEDO委託事業
1999～2012年度　METI補助事業（1/3補助）

技術概要

1. IGCC実証試験の概要と目的

IGCC実証機の系統図を図-2に、主な仕様と目標値を表-1
に、実証機完成予想図を図-3に示す。IGCC実証機は、商
用機の約1/2規模の250MW（石炭使用量1700t/d）で、ガ
ス化炉には勿来PP方式ガス化炉を、ガス精製には（Methyl 

Di-Ethanol Amine）を用いた湿式ガス精製を、ガスタービ
ンには、出力250MWに対応する1200℃級ガスタービン
を採用した。

2. IGCC実証機の仕様と目標

図-1　勿来PP方式ガス化炉

表-１　IGCC実証機の主な仕様と目標値

乾式給炭空気吹き加圧二段噴流床
湿式ガス精製（MDEA）+石膏回収

1200℃級
48％
42％

8ppm（O2 16％換算）
5ppm（O2 16％換算）

4mg/m3N（O2 16％換算）

250MW級
約1,700t/d

出 力
石炭使用量

方 式

目標熱効率
（LHV）

環 境 特 性
（目標値）

ガ ス 化 炉
ガ ス 精 製
ガスタービン
発 電 端
送 電 端
SOx排出濃度
NOx排出濃度
ばいじん排出濃度

表-1　IGCC実証機の主な仕様と目標値

図-2　IGCC実証機の系統図
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IGCC実証試験は、電力9社と電源開発（株）が設立した
（株）クリーンコールパワー研究所（CCP研究所）により推
進されている。プロジェクトコストについては、国（経済産
業省）からその30％にあたる補助を受け、電力9社、電源
開発（株）、（財）電力中央研究所の11法人が残る70％を分
担している（図-3）。

図-4　実証試験実施体制

資源エネルギー庁

共同研究契約

CCP研究所
研究員

分担金 70%

補助金 30%

電力9社
電源開発
電力中央研究所

●参考文献
1） Shozo Kaneko,et.al.,“250MW AIR BLOWN IGCC DEMONSTRATION PLANT PROJECT”, Proceeding of the ICOPE-03（2003）, 3-163～167
2） Christopher Higman, Maarten van der Burgt,“Gasification”（2003）, 126-128
3） 荒木成光, 花井義春, 日エネ誌,75-9（1996）, 839-850

3. IGCC実証試験の実施体制

図-3　実証試験実施体制

表-2に実証試験工程を示す。2007年度下期より2012年
度に亘る実証機運転試験が実施された。

実証試験の前段階であるパイロット試験（石炭使用量
200t/d）は、1986～1996年度に、電力9社、電源開発（株）
および（財）電力中央研究所が、NEDOの委託事業として福
島県いわき市の常磐共同火力（株）勿来発電所構内（図-5）
で実施され、789時間連続運転試験を含む4770時間の試
験運転により、IGCC技術の成立性が検証された3）。
本実証試験は、この成功を受け、NEDOが実施したFSで
選定された最適システムを反映したものであり、種々の検
討の結果、再び常磐共同火力（株）勿来発電所構内のパイ
ロット試験実施場所で試験された。
2007年度から2012年度まで、（株）クリーンコールパワー
研究所が250MW IGCCで実証試験を実施し、運転開始
後1年で2,000時間連続運転を達成し、3年目には年間
5,000時間の耐久テストも完了した。この実績は、1990年
代における欧米での4つのIGCCの試験開始後の実績を
はるかに上回るもので、我が国IGCC稼働機能の優秀性を
示すものである。
この実績を背景に、2013年4月1日から常磐共同勿来火
力発電所10号機250MWとして商用運転を開始し、世界

4. 工程と進捗状況

5. これまでの経緯

図-4　実証試験（福島いわき市）

図-2 IGCC の 図

3.IGCC の

IGCC 、電 9 と電 開発（ ） 設 た（ ）クリーンコール ー

（CCP ）に されている。プロジェクトコストについて 、国（経済

） の 30%にあたる を 、電 9 、電 開発（ ）、（ ）電

の 11 法 る 70%を分 ている（図-4）。

図-4 

図-3 

4. と 状況

-2 に を す。2007 年度 2012 年度に る され

た。

-2 IGCC

5. れまでの経

の である ロット （石炭 用 200t/日） 、1986 1996 年度に、電

9 、電 開発（ ） び（ ）電 、NEDO の と て

い き の （ ） 発電 構内（図-5）で され、789

を 4770 の に 、IGCC 技術の成 性 検 された 3）。

表-2　IGCC実証試験工程

で5番目の石炭によるIGCC商用機となった。今後、東京
電力（株）は、福島復興のために福島県に最新鋭のIGCCを
建設すると発表している。その内容は、常磐共同火力勿来
発電所ならびに広野火力発電所にそれぞれ500MWの最
新鋭石炭ガス化複合発電（IGCC）を建設するもので、2020
年ころの運転開始を目指すとしている。
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研究開発者

事業の種類

開 発 期 間

B-01-02. 石炭ガス化燃料電池複合発電技術（IGFC）

石炭火力発電から排出されるCO2を大幅に削減させるべ
く、究極の高効率石炭火力発電技術である石炭ガス化燃
料電池複合発電（IGFC）の実証を目的とする。
このため、高効率発電の酸素吹きIGCCの実証と、CO2分
離・回収を組み込んだ実証、燃料電池を組み込んだCO2分
離・回収型IGCCの実証試験を大崎クールジェン（株）が下
記ステップで行い、並行してNEDOが行う事業用燃料電
池の開発の成果を統合してIGFCの実現を目指す。
①第1段階：酸素吹IGCC実証
　 IGFCの基幹技術である酸素吹石炭ガス化複合発電
（IGCC）の実証試験設備（16.6万kW）を建設し、性能（発

電効率、環境性能）・運用性（起動停止時間、負荷変化率
等）・経済性・信頼性に係る実証を行う。

②第2段階：CO2分離・回収型IGCC実証
　 第1段階で構築したIGCC実証試験設備にCO2分離・回

収設備を追設し、石炭火力発電システムとしての性能・
運用性・経済性・環境性に係る実証を行う。

③第3段階：CO2分離・回収型IGFC実証
　 第2段階で構築したCO2分離・回収IGCCシステムに燃

料電池を組み込み、石炭ガス化ガスの燃料電池への利
用可能性を確認し、最適な石炭ガス化燃料電池複合発
電（IGFC）システムの実証を行う。

石炭は、他の化石燃料と比べ、可採年数が約112年と長く、
世界各国に幅広く分布する等、供給安定性が高く、経済性
に優れることから、エネルギー自給率が極めて低い我が国
にとって重要な一次エネルギー源であり、発電の分野にお
いても石炭火力発電は発電電力量の約4分の1を占める
重要な電源の一つである。
一方で、石炭は他の化石燃料と比べ燃焼時の単位当たり
二酸化炭素排出量が大きく、地球環境問題での制約要因
が多いという課題を抱えており、石炭火力発電についても
更なる二酸化炭素排出量の抑制が求められている。
なお、わが国は、平成23年3月に発生した東日本大震災を

契機とした原子力発電所の事故を受けてエネルギー政策
の見直しを行っており、石炭火力発電についてはより一層
重要な役割を担うとの指摘がなされている。
したがって、石炭火力発電の高効率化及び二酸化炭素排出
量削減の観点から本事業を実施する必要性がある。

【二酸化炭素排出量の抑制効果】 現状の微粉炭火力（送電
端効率（HHV）：40％）の二酸化炭素排出原単位は0.8kg-
CO2/kWhであるが、IGFC（送電端効率（HHV）：55％）が
実現した場合は0.6kg-CO2/kWh、更にCCSを組み合わ
せた場合は0.1kg-CO2/kWh程度と大幅に減少する。

①石炭ガス化技術
飛躍的な発電効率向上（1,700℃級GT採用IGCC、IGFC）
に向けて、適合炭種の幅が広く、信頼性の高い酸素吹石
炭ガス化技術の開発・実証及び効率的なCO2分離回収型
IGCC、IGFCに適したガス化技術を確立する。

②ガス精製技術
湿式脱硫及び石灰石石膏法による硫黄の回収について実
証すると共に、CO2分離回収及び燃料電池に対応したガ
ス精製を実現する。
③石炭ガス化ガスからのCO2分離回収技術
EAGLEプロジェクトにおいて、燃焼前CO2回収技術につ

大崎クールジェン（株）

METI補助事業

（公的支援）2012～2021年度（10年間）
・第1段階（酸素吹IGCC実証）　2012～2018年度
・第2段階（CO2分離・回収型IGCC実証）　2016～2020年度（計画）
・第3段階（CO2分離・回収型IGFC実証）　2018～2021年度（計画）

技術概要

1. 目的

2. 必要性と効果

3. 要素技術
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大崎クールジェン（株）が行う実証試験で
は以下の技術課題について実証検証を行
う予定である。

（1）ガス化炉のスケールアップの実証と共
に、炭種の適合性、スラグの排出等に
ついて検証する。

（2）ガス精製について、EAGLEプロジェ
クトにおいて微量元素除去装置の性
能試験等が実施されているが、商業
化に向けて環境性能を始め、CO2分
離回収や燃料電池への対応について
検証する。

（3）燃料電池を組み込んだ複合発電に対応するため、高
温型燃料電池システムを組み込んだ実証試験を実施
する。

図-1に開発スケジュールを示す。平成24年度に土木建築
工事が開始され、平成25年度は、ガス化設備等の工場製

作が開始された。
4. 現在の状況と開発スケジュール

5．技術課題

図-1　開発スケジュール

図-2　石炭ガス化燃料電池複合発電技術（IGFC）の設備構成

いて、化学吸収法と物理吸収法の最適化検証が行われ、物
理吸収法がより優位との結果が得られているが、更なる検
討の上、本プロジェクトにおいて実用化に向けての実証を
行う。

④燃料電池
石炭ガス化ガスの燃料電池への利用可能性を踏まえた最
適なIGFCシステムの実証を行う。

図-3　実証プラント設備配置図
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研究開発者

事業の種類

開 発 期 間

B-01-03. CO2回収型次世代IGCC

CO2回収を行っても高効率を達成できる次世代の石炭ガス化発電システムを開発する。

一般財団法人電力中央研究所、九州大学、三菱重工業株式会社、三菱日立パワーシステムズ株式会社

NEDO委託事業

2008年度～

技術概要

1. 目的

石炭は他の化石燃料と比べ燃焼時の発熱量当たり二酸化
炭素排出量が大きく、地球環境問題での制約要因が多い
という課題を抱えており、石炭火力発電についても更な
る二酸化炭素排出量の抑制が求められている。今後CO2

排出量抑制のためには、石炭火力発電の高効率化に加え、
CCSによる低炭素化を図っていく必要がある。しかしなが

ら、CCSは多大な付加的なエネルギーが必要であり、効率
の低下や発電コストの上昇を招くため、エネルギー資源を
海外に依存する我が国では、資源の有効利用と発電コスト
の抑制のため、CO2回収を行っても、現行の最先端の石炭
火力と同等の発電効率（42％HHV）を達成できる革新的な
発電システムが必要とされている。

本システムは、排ガスCO2を一部リサイクルすることに
より、CO2回収型石炭ガス化システムの効率を大幅に向
上することのできる次世代IGCCシステムであり、下記技
術を採用した世界でも例のない独自のCCSシステムで
ある。これにより、CO2回収を行っても高い発電効率を達
成できる。
①O2－CO2吹きガス化
酸素吹きガス化技術をベースとしながら、リサイクルした
CO2をガス化剤としてガス化反応に利用することにより、
ガス化性能の向上を実現する。

②O2－CO2ガス燃焼クローズドガスタービン
燃焼排ガス（CO2＋H20）の一部を希釈剤として循環さ
せ、燃料（CO＋H2）と酸素を量論比近傍で燃焼させる技
術。オープンサイクルと比較して系外に排出する排ガス
量が少ないため、排熱損失が低減され、発電効率が向上
する。
③乾式ガス精製
燃料中の不純物を高温のまま除去することにより、発電シ
ステムの効率低下を抑制する技術。

2. 必要性と効果

3. 要素技術

図-1　CO2回収型次世代IGCCシステムの概念図
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図-2　O2－CO2ガス燃焼クローズドガスタービン排熱に関する簡易試算

従来のシステム 本システム

研究開発スケジュールは、図-3のとおりである。これまで、
3t/dのガス化炉を用いた基盤研究を行ってきており、今後
スケールアップを行って検証を進めていき、2035年の商
用運転を目指す。ただし、本技術はCCSが前提のシステム
であるため、国内外のCCSの動向を睨みながら柔軟に対

応できるよう、ステージゲート方式を採用した計画として
いる。また、本システムの商用化を待たずして、各フェイズ
で完成される個別の技術について、我が国のクリーンコー
ルテクノロジーへの展開が期待できる。

4. 現在の状況と開発スケジュール

図-3　開発スケジュール

本システム自体はもとより、システムを構築するガス化
炉、ガスタービン、精製装置の個別機器についても世界初
の技術であり、今後本システムを実現していくうえでは、
下記の課題を解決していく必要がある。最終的には、実機
規模のフルシステムでの性能検証を行い、耐久性や信頼
性等の検証を行った上で、商用化につなげていく。

（1）O2－CO2吹きガス化
　・CO2富化時のガス化特性把握
　・CO2濃度変化による影響評価

（2）O2－CO2ガス燃焼クローズドガスタービン
　・燃焼特性検証
　・システム構築と性能検証

（3）乾式ガス精製
　・炭素析出対策の構築
　・乾式脱硫触媒の性能確認
　・硫黄以外の不純物の挙動把握、除去法の構築
　・大型化

5. 技術課題



第2編　技術概要

Clean Coal Technologies in Japan63

B. 高効率利用技術

ディーゼルまたは
ガスエンジン

排熱回収ボイラー発電器

冷却水熱交換機

温　水

蒸　気

ジャケット冷却水

電　気

煙　突

電　気

暖　房

給　油

プロセス蒸気

B-01-04. コージェネレーションシステム

技術概要

燃料（一次エネルギー）を燃焼させて、電気や熱などに変換
して複数の二次エネルギーを連続的に同時に取り出すシ

ステムをコージェネレーションシステムと呼ぶ。
1. コージェネレーションの定義

コージェネレーションシステムには、大別して2種類の方
式がある。一つは、ディーゼルエンジン、ガスエンジンある
いはガスタービン等の原動機を回転させて発電し、原動機
の排熱をボイラ等で熱交換して、温水や蒸気として回収
する方式であり、もう一つはボイラで発生した蒸気で蒸気
タービンを回転させて発電し、必要に応じて所望の圧力の
蒸気をプロセス蒸気として取り出す方式である。

前者は、一般的に液体燃料や気体燃料を使用し、ホテル、
スーパー、病院などを対象にした小規模な設備が多い。後
者は、ボイラ用燃料として、石炭を含むあらゆる燃料が使
用されており、比較的大規模な自家用火力発電設備が多
い。また、電気供給を主とする場合（復水タービン）と蒸気

（熱）供給を主とする場合（背圧タービン）とに大別される。

2. コージェネレーションシステム

図-1　ディーゼルエンジン、ガスエンジンコージェネレーションシステムの構成例

一般的に電気のみを取り出す石炭火力発電設備の発電効
率は40％前後である。一方、コージェネレーションシステ
ムの場合、発電効率と熱回収効率の合計である総合熱効
率は、電気供給を主体とするか、あるいは熱供給を主体と
するかで、総合熱効率は異なるが、熱供給を主体とする場
合のコージェネレーションシステムの総合効率は、80％に
も達する。

（1）大容量石炭火力発電所におけるコージェネレーション
神鋼神戸発電所は、発電規模1,400MW（700MW×2基）
の大型石炭火力発電設備を有する大容量石炭火力発電所
であり、独立発電事業者（IPP）として、電力卸供給事業を
開始した。発電した電気は全量、関西電力（株）へ供給する
ことになっており、1号機は既に2002年4月に営業運転
を開始し、2号機は2004年4月に営業運転を開始した。

3. 効率
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蒸気
ボイラ

蒸気タービン 発電機

抽出蒸気

給水ライン 冷却水
（海水）

No.1  発電プラント

バックアップ用
No.2  発電プラント

蒸気発生器

工業用水タンク

排水冷却器
工業用水

2次蒸気

1次蒸気

沢の鶴

富久娘

白鶴

月桂冠

醸造メーカー

蒸気発生装置

●参考文献
1） 柴本ほか：特集火力発電所の熱効率向上第3章熱効率管理の動向発電システムとしての熱管理p.1242-1246, Vol.54, No.565, 火力原子力

発電（2003.10）
2） （財）火力原子力発電技術協会：入門講座，自家用火力発電設備他p.1539-1546 Vol.54, No.567, 火力原子力発電（2003.12）
3） 木田ほか：神鋼神戸発電所における発電設備の概要p.2-7, Vol.53, No.2,神戸製鋼技報（2003.9）
4） 宮部ほか：神鋼神戸発電所の余剰蒸気を利用した熱供給設備p.14-18, Vol.53, No.2, 神戸製鋼技報（2003.9）

（2）地域への熱供給
発電に使用している蒸気の一部を取り出し、近隣の酒造会
社4社へ最大40t/hの蒸気を供給している。これは,ボイ
ラで発生した蒸気の約2％に相当し、熱供給の割合は小さ
い。
今まで、酒造各社の複数のボイラで発生した蒸気をヘッダ
でまとめて工場へ送っていた。これを、ヘッダを取り合い
点として、タービンで仕事をした後の蒸気を抽気して酒造
会社へ供給することにより、地域全体で省エネルギーを
図っている。

（3）熱供給条件
発電所のタービン抽気は防錆剤として微量のヒドラジン
が含まれているため、蒸気が米に直接触れる工程を有する
酒造会社へ直接供給することができない。タービン抽気（1
次蒸気）を熱源とする蒸気発生器を用いて、間接的に発生 図-2　発電所全景

図-3　熱供給設備の概略

させた蒸気（2次蒸気）を酒造会社へ供給している。設備の
概略を下に示す。
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B-01-05. 燃料併産発電システム

技術概要

従来のような単一の業界における革新的プロセスの開
発は、限界になりつつある。今後さらなるCO2排出量削
減を図るためには、従来のエネルギー・物質生産システ
ムを根本から見直し、変換効率向上や省エネルギーにと
どまらず、エネルギーと物質生産システムを根源的、系
統的に変える、個々のプロセスとプロセス間のインター
フェイスの最適化を実現する技術を開発することが必要
である。
石炭をベースとして電力と燃料や化学原料を併産する、こ
の「燃料併産発電システム：コプロダクション」では、石炭
コンビナートを形成することにより、産業の融合化による
トータルエネルギー利用効率の向上を図ることが可能と
なる。
エネルギー源として石炭の使用量が多い電力、鉄鋼、化学
等の分野において、エネルギーと化学原料を併産するコ

ア工場を形成し、その周辺に各種生産工場が集まること
により、コア工場を中心とした産業の融合化がなされ、新
しいエネルギー・物質生産システムによる石炭コンビナー
トが形成される。その結果、現在の産業形態から次第に次
世代のハイブリッド産業形態へと融合化が進展すること
になる。
この様な燃料併産発電システムのコア技術は石炭ガス化
技術であり、IGFCのような高効率発電システムと、貯蔵可
能な燃料を併産するプロセスを組み合わせることにより、
ガス化炉の負荷平準化と大幅なCO2削減が可能となる。
さらに、石炭コンビナートにおける廃熱源を用いて、吸熱
的な反応を生じさせつつ石炭から化学原料を回収するな
どにより、さらにエネルギー効率の高い、高度化した石炭
コンビナートが形成されることになる。

1. 燃料併産発電システムの可能性

石炭+バイオマス
（廃棄物、廃プラ、
  石油系残渣等）

石炭
H2、CO

H2、CO

CH4

BTX等

H2、CO

蒸気

未反応
ガス

プロピレン
C2留分
C4留分

H2

H2
石炭

既設・新鋭機

流動床ガス化炉

燃料電池発電用等
製油所用、化学工場用

DME市場

石油化学工場用

製鉄所用

ST
GT
FC

プロセス蒸気

過熱用燃料

水素製造用

製鉄所の
水添脱硫用

DME

電力

石油化学工場用

石油化学工場・ガス会社

噴流床ガス化炉

熱分解炉

ガス化センター

蒸気用ボイラ

図-1 エネルギーフロー
図-1 エネルギーフロー
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石炭ガス化により電力と併産する燃料や化学原料につい
ては、関係する企業のニーズに因るが、海外の石炭ガス化
によるコプロダクションの例として、南アフリカのサソー
ルグループの合成燃料（GTL）等の製造、米国イーストマン
ケミカル社のアセチル化学品製造が代表的なものである。
その他に、中国、欧州、米国の石炭ガス化による化学合成
では、メタノール、メタン等の実例が存在している。

その他に、
DME：クリーン燃料、プロピレン製造用原料としても活用
できる。
水素：燃料電池ハイブリッド車（FCV）用燃料など、水素
エネルギー社会に向けた新しい需要が現実となってきて
いる。
製鉄所用クリーンガス：将来の製鉄所におけるエネルギー
バランスの変化に対応する。
などが考えられている。

2. 併産する燃料や化学原料

既設の蒸気タービン発電システムによる発電

発電用燃料

加熱用燃料

コールヤード
廃棄物

熱分解炉

シフト反応

製鉄所 石油コンビナートガス化センター

コンビナートエリア用IGCC
製鉄所自家発電GT-CC
共同火力GT-CC

プロセス蒸気
加熱用燃料

流動床ガス化炉
噴流床ガス化炉

残渣油

ガス

ガス
電力

電力

燃料

蒸気

蒸気

水添反応用

未回収ガス

H2分離 DME製造

H2/CO＞2

水　素

外販

外販用

BTX等

未
反
応
ガ
ス

回収蒸気

図-2　発電/蒸気/プロセス加熱用燃料/水素/DME/製鉄所用エネルギー供給システム
（この製鉄所と融合したコプロダクションシステムにおける総合効率は、現状より14％程度向上し、CO2排出原単位も17％程度減少することが予想されている。）

コプロダクションシステムは、物質とエネルギーを併産す
ることにより、従来、主に燃焼過程で発生していたエクセ
ルギー損失を大幅に低減し、革新的なエネルギー有効利用
を達成しようとするものである。
従来型のエネルギー変換効率の向上を目指すシステム
や、発生した熱エネルギーを出来るだけ有効に利用しよ
うとするコジェネレーションのようなシステムだけで
はなく、エネルギーと物質を併産することによってエネ
ルギーと物質の消費量を大幅に低減しようとする新し
い生産システムなのである。そして、このプロセスをク
リーン化することによって、エネルギー問題と環境問題
の同時解決につながり、経済的な活力を生み出すことも
期待することが出来る。即ち、物質生産の中で、電力や燃

料などのエネルギー生産を同時に行うコプロダクショ
ンシステムは、新しいエネルギー市場の創成や、新規産
業の創出が期待できる点でも注目すべきものである。
石炭ガス化を中心とした石炭のコプロダクションシステ
ムは、高度で、総合的な石炭利用技術を実現することに
よって、CO2排出量を大幅に削減するなど、環境問題の改
善も可能である。この様なシステムの技術開発を通して、
石炭利用分野に技術革新をもたらし、国際競争力の向上
と、循環型社会の構築へ向けて大きく前進していくことが
期待される。また、国際社会の中でも、グローバルな環境
問題の改善に向けた、重要な技術的課題と考えることが
出来る。

3. コプロダクションシステム
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流動床セメント焼成キルンシステムは、高品質のセメント
焼成を可能とするため、原料粉を所要の大きさまで造粒し
その造粒物を高温で焼成する造粒焼成炉、および熱回収
率を向上させるため、流動層急冷クーラと移動層徐冷クー
ラを組み合わせた2段クーラで構成されている。
このシステムにおける最も重要な技術は、造粒制御技術で
あり、それまでの技術開発が「造粒制御のために、造粒の
核となる核クリンカを外部から投入し、その周りに高温の
原料粉を付着･成長させていた」のに対し、世界で初めて

「原料粉の1部を造粒炉内で凝集させ核として自ら発生さ
せ、その他の原料粉をその周りに付着・成長させることに
より造粒制御を行おうとする＝熱間自己造粒」が用いられ
ている。
造粒焼成炉には、この造粒制御のために原料吹き込み装
置、底部分級排出装置という2つの主要技術が組み込まれ
ている。

セメントクリンカ

サイクロン

空気遮断弁

FCK：造粒焼成炉

FBQ：流動層クーラ

PBC：移動層クーラ

原料
（C2サイクロンより）

微粉炭

セメントクリンカー

研究開発者

事業の種類

開 発 期 間

B-05-01. 流動床セメント焼成キルンシステム（FAKS）

流動床セメント焼成キルンシステムは、流動床プロセス固
有の燃焼性能、熱伝達性能、粒子拡散および造粒特性を
利用することにより、低品位炭を効率よく燃焼すること、
NOx排出を顕著に低減すること、プロセスから排出される
物およびガスからの熱回収効率を向上させること、これら
によりひいては、地球環境保全、省エネルギーおよび多品
種特殊セメント需要に対応することが可能である。

川崎重工業（株）、住友大阪セメント（株）

自主事業　石炭生産・利用技術振興補助事業　NEDO委託事業

1984年度から自主事業で開発
1986年度～　通産省資源エネルギー庁の石炭生産・利用技術振興補助事業
1993～1997年度　スケールアッププラント実証
2005～2010年度　NEDO国際石炭利用対策事業（中国山東省  1000t/d流動床セメント焼成キ
ルンシステム共同実証事業）

技術概要

1. 特徴

2. 技術概要

写真-1　流動層キルンによるクリンカ
写真-2　200t/d スケールアッププラント全景

図-1　FAKSシステム構成図
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1） 200t/d実証
　①実施場所：住友大阪セメント（株）　栃木工場
　②利用分野：セメント製造
　③実施期間：1996年～1998年
2） 1,000t/d実証
　①実施場所： 中国山東省溜博市  

山東宝山生態建材有限公司
　②利用分野：セメント製造
　③実施期間：2005年～2007年

3. 実施場所・利用分野
分級排出装置

流動床セメントキルン

一次分級

原料吹き込み装置

原料

特殊分散板

二次分級

クリンカー粒子

●参考・引用文献
1） 橋本勲，渡辺達也ら，流動床セメント焼成技術の開発（第9報）第8回石炭利用技術会議，日本，1998.9月

本技術開発は、1984年より川崎重工業（株）と住友大阪セ
メント（株）の自主研究によって基礎研究が実施され、それ
らの研究成果をベースに1986年より通産省資源エネル
ギー庁の石炭生産・利用技術振興補助事業として推進さ
れた。1989年6月、20t/d規模パイロットプラントが、（財）
石炭利用総合センター、川崎重工業（株）、住友大阪セメン
ト（株）の3社の共同で建設され、パイロットプラント試験
が開始された。1993年4月からは、石炭利用総合センター

と社団法人セメント協会が共同で200t/d規模スケール
アッププラントの基本計画および設計が開始され、1996
年2月より、実用化に向けた運転試験によるシステムの実
証を確認して1997年12月末に完了した。
さらに、2005年5月よりNEDOは国際石炭利用対策事業
として、中国山東省溜博市山東宝山生態建材有限公司に
おいて、1,000t/d規模の流動床セメント焼成キルンシス
テム共同実証事業を開始した。

1,000t/d規模の商業機における従来技術とFAKSの性能
比較を下表に示す。中国山東省での1000t/d試験を経て、
同システムの開発を完了している。従来技術に替わる革新
的なセメント製造技術として商業機への展開が期待され

たが、中国や国内の実用機レベルが3,000～5,000t/dで
あること、国内セメント産業そのものが縮小傾向にある
ことなどから、実用化には至っていない。

4. 実施場所・利用分野

5. 今後の課題

図-2　造粒焼成炉主要技術構成図
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排出量（mg/Nm3）

年間排出量
（t-NO2/y）

排出量（g/Nm3）

年間排出量
（t-CO2/y）

t-clinker/d

t-cement/d

d/y

kJ/t-clinker

kWh/t-clinker

Nm3/kg-clinker

kJ/kg-coal

NO2

石炭中N分1% O2

10%換算値

排出量 ロータリーキルン方式 流動床方式

（注1） Based on ＩＰCC ： Guideline for National Greenhouse Gas Inventories, Reference Manual（カーボン排出係数=26.8t-c/TJ, 酸化カーボン分率=0.98）

電力および石炭によるCO2 
排出量（注1）

計算根拠

生産能力

年間運転日数

熱消費量

電力消費量

焼成系排出ガス量

石炭低位発熱量

＜1,000t/d規模におけるロータリキルン方式とFAKS技術の環境改善効果の比較＞
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B. 高効率利用技術

図-1に連続溶解炉のプロセス概要を示す。溶解炉は、それ
ぞれ機能化された溶解部、湯溜部および保持部の三つの
ゾーンより構成される。それぞれの部位には微粉炭－酸素

バーナが設置されている。このバーナに供給される酸素
は、酸素予熱装置により400～600℃に加熱され、その高
温酸素により微粉炭を燃焼する。

3. プロセス概要と成果

図-1 NSR プロセスフロー

溶解部

湯溜部 保持部

調  査

　　　　　　　　　　　ベンチスケール（1t/バッチ）

　　　　　　　　　　　パイロットスケール（5t/バッチ）

連続炉（パイロットスケール6t/h）

1992 1993 1994 1995 1996 1997

バッチ炉

研究開発者

事業の種類

開 発 期 間

B-05-02. 石炭直接利用金属溶融システム（NSR）

日本国内では、年間約3,000万tの鉄スクラップがリサ
イクルされている。これらは、主にアーク炉で大量の電力
により溶解されている。アーク炉でのエネルギー効率は、
発電・送電効率などを考慮した一次エネルギー換算で約
25％と低く、よりエネルギー効率の高い溶解プロセスが

望まれている。NSRプロセスは、微粉炭を直接酸素で燃焼
することによって得られる高温のエネルギーを利用して
鉄スクラップ等の金属を溶解する脱電力溶解技術であり、
従来法に比べ大幅なエネルギー効率の向上を目指して開
発したものである。

（財）石炭利用総合センター、日本酸素（株）、日本鋼管（株）

石炭生産・利用技術振興補助事業

1992～1997年度（6年間）

技術概要

1. 背景

本開発は、（財）石炭利用総合センターと日本酸素（株）およ
び日本鋼管（株）（現JFE スチール（株））が共同で実施した。
主な開発課題は、高効率溶解のための炉構造およびバー

ナ配置であり、バッチ式溶解炉から検討を開始し、これら
の成果をベースに、より高いエネルギー効率を目指して連
続溶解炉の開発を行った。

2. 開発スケジュール

表-1  開発スケジュール

図-1　NSR プロセスフロー 図-2　パイロット設備（6t/h）
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高温酸素による燃焼により、燃焼速度の遅い微粉炭でも重
油等の液体燃料と同等の高速・高効率燃焼が可能となる。
溶解部はシャフト状であり、炉頂から装入された原料は炉
下部のバーナ火炎により直接溶解される。溶解された原料
は、湯溜部、保持部へと順次流れ込む。湯溜部では溶鋼を
保熱し、炉内に粉状コークスを吹込み、溶鋼中の炭素濃度
をコントロールすることもできる。保持部では溶鋼を一端
保持し、約1600℃まで迅速に昇温し、電炉方式により出
鋼する。湯溜部・保持部には、炉底より溶鋼撹拌ガスを吹
込み火炎から溶鋼への伝熱およびスラグ-メタル反応を促
進させる。各部位の燃焼ガスは、全量溶解部を通過させ、
溶解部で原料予熱に利用して炉頂より排出される。原料
は、炉頂より連続的に供給・溶解され、保持部での出鋼は
間欠的に行うプロセスである。
このプロセスにより酸素バーナの伝熱特性を有効に利用
でき、高効率溶解が可能となる。図-3に本プロセスでの溶
解エネルギーをアーク炉と比較した結果を示す。電力（酸
素も電気により製造されるため積算）は、発電・送電など
のロスを含めた一次エネルギー換算した。一般的なアー
ク炉と比較して40％の溶解エネルギーが削減でき、高い

エネルギー効率を達成することができた。さらに、ダスト
排出量の大幅削減（微粉炭中の灰分を除く）や炉内雰囲気
制御によるダイオキシン発生の大幅抑制等、環境問題に
対しても従来法に比べ極めて優位な結果を得ることがで
きた。

●参考文献
1） 五十嵐 弘，諏訪俊雄，有賀敬記，小林伸明．材料とプロセス．12（,1）, 135（,1999）．
2） 五十嵐 弘，小林伸明，中林宏行．日本酸素技報（．19）, 30-37（2000）．

すでに実機スケールの設計を完了しているが、電炉業界の
経済情勢の悪化にも影響され、現在まで実用化には至って
いない。しかし、本プロセスは世界でも数少ない脱電力溶

解技術であり、電力インフラの影響を受けないという大き
な特徴を持っている。今後、海外も含め、引き続き実用化の
可能性を検討していく。

4. 実用化について

　図-3 溶解エネルギー比較
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図-3　溶解エネルギー比較

図-4　実機設備（50t/h）
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B. 高効率利用技術

発電プラントの熱効率向上は、発電コスト低減という経済
性のみならずCO2発生抑制の観点からも重要な課題であ
り、特に昨今の大型火力発電プラントの主流である石炭焚
きプラントでは蒸気条件の高温高圧化が顕著である。図-2
に近年の蒸気条件の変遷を示した。
1989年中部電力（株）川越1号機（700MW）にて31.0MPa
×566℃ /566℃ /566℃が採用され、1993年中部電力

（株）碧南3号機（700MW）にて24.1MPa×538℃ /593℃
と国内で初めて593℃が再熱蒸気温度に採用された。そ
の後、1998年中国電力（株）三隅1号機（1,000MW）、及び
東北電力（株）原町2号機（1,000MW）において、24.5MPa
×600℃ /600℃が採用された。さらに、2000年、電源
開発（株）橘湾1，2号機（1,050MW）において、25.0MPa
×600℃ /610℃、2009年に電源開発（株）磯子2号機

2. 高効率化

図-2　蒸気条件の変遷
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図-3　蒸気条件と送電端効率・CO2削減割合

B-06-01. 微粉炭火力発電技術（USC）

技術概要

微粉炭火力発電システム（図-1）は、極めて信頼性の高い、
確立された技術として、広く利用されている。1983年に我
が国のUSC1号機である中部電力碧南火力3号700MW
が運転開始して以来、2000年には、電源開発（株）橘湾
1、2号（各1,050MW） において600/610℃が採用され、
2009年に運開した電源開発（株）磯子新2号では 、主
蒸気温度600℃、再熱蒸気温度620℃が採用され、すで
に25基のUSCが商用運転を継続している。合計出力は
19,960MWとなっており、総石炭火力中の52.1％に 達し
ている。このように我が国でUSCの開発に成功したこと

により、世界の石炭火力のUSC化への動きが加速するこ
とが期待される。
今後、一層の高度化に向けた課題として、「使用石炭種の多
様化」、｢発電効率の向上｣、「環境性の向上」、「負荷運用性の
向上」などが考えられている。
ボイラからのニアゼロエミッションに向けての総合排煙
処理技術も進展し、特にUSCボイラでは低NOxバーナと
炉内脱硝火炉ならびに脱硝・脱硫装置との総合的な組み
合わせを実現している。

1. 微粉炭火力発電システム
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図-1　微粉炭火力発電システム（ランキンサイクル）
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わが国の厳しい環境規制や高効率燃焼に対するニーズに
合わせ各種燃焼技術が開発・実用化されている。石炭の燃
焼に伴い発生するNOxや煤塵は、その最終排出レベルは
ボイラ下流の排煙処理に依存するが、ボイラ本体排出レ
ベルでも世界で最も低いレベルが達成されている。NOx
と煤塵は表裏一体であるのでここでは主に低NOx燃焼技
術についてまとめる。低NOx燃焼技術はバーナでのNOx

発生抑制と炉内全体を使った炉内脱硝に大別される。
（1） 石炭バーナにおける低NOx燃焼
最新のバーナでは、大型ボイラメーカ各社で構造は相違す
るが、着火性向上と火炎内脱硝の両方が図られている。微
粉炭流の濃淡化や燃焼用空気の多層投入を基本としてい
るが、図-4から図-7に各社のバーナ構造を示す。

（2） 炉内脱硝
炉内脱硝法は主バーナ域で発生したNOxを残存する炭化
水素や主バーナ上部から少量の燃料油を投入して発生さ
せた炭化水素によって還元するもので二段階の工程から
なっている。
第一段階では炭化水素によるNOxの還元を行い、第二段
階で追加投入された空気により未燃分を完全燃焼させる。
図-8にその概念図を示す。

図-4　三菱日立パワーシステムズ（株） M-PMバーナ

図-5　三菱日立パワーシステムズ（株） NR3バーナ

図-6　川崎重工製CC型微粉炭焚きバーナ

図-7　IHI製DFインターベーン微粉炭焚きバーナ 図-8　炉内脱硝法概念図

3. 燃焼技術

（600MW）において、25.0MPa×600℃ /620℃が採用さ
れた。図-3に超臨界圧プラントの蒸気条件と送電端効率・
CO2削減割合の関係を示す。蒸気温度の高温化に伴い耐
高温腐食性、耐水蒸気酸化性及び工作性に優れた高強度
材料の開発・実用化が電力会社、鋼材メーカ及びボイラ

メーカによって推進されており、650℃級用の高温材料に
ついては、既に実用化段階にある。更なる高効率化に向け
て、700℃級に対応する高温材料等の検討が進められてい
る。
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B. 高効率利用技術

CFBCの代表的プロセスフローを図-1に示す。
図-2にCFBCの概略構造図を示す。一般的に、ボイラ本体
と高温サイクロンによって構成されており、炉内ガス流速
は、4～8m/sと早く、排ガス中の粒径の大きな流動媒体や
チャーは高温サイクロンにより捕捉され、ボイラ本体にも
どされる。この循環により、層高の維持や脱硝効率のアッ
プが行われている。また、熱効率を上げるために、熱回収部

に流動用空気、燃焼空気の予熱器やボイラの給水加熱器
が設置されている。このボイラ技術は、ほとんどが海外の
技術であり、そのメーカとしては、フォスターウィーラー

（米）、ルルギ（独）、シュタインミュラー（独）、アールストー
ム（フィンランド）、バブコック&ウィルコックス（米）等が
有名である。

B-06-02. 循環型常圧流動床ボイラ（CFBC）

技術概要

循環型常圧流動床ボイラの特徴を以下に示す。
①幅広い燃料適合性
従来型の発電用ボイラが高品位炭や油・ガス等の化石燃
料にしか対応できないのに対し、低品位炭やバイオマス、
スラッジ、廃プラスティック、廃タイヤなどをも燃料とし
て使用できる。
②低公害性
NOx、SOxといった環境汚染物質の排出量を、特別な環境
設備を付加することなく、大幅に減らすことができる。流
動床ボイラの場合、脱硫は主に石灰石を流動媒体として使
用した炉内脱硫である。脱硝に関しては、火炉内での燃焼
温度が、微粉炭燃焼ボイラの場合
1,400～1,500℃であるのに対し、循環流動層ボイラでは

850～900℃と低いため、サーマルNOx（温度依存の発生
NOx）の生成量を抑制できる。また、流動床部での還元燃
焼、フリーボード部での酸化燃焼による二段燃焼により低
NOx化が図られる。さらに、未燃カーボンをボイラ出口に
設置された高温サイクロンにより捕捉しボイラに戻す循
環により、脱硝効率を高めている。
③高燃焼効率
循環流動方式による燃焼時間の向上により、高燃焼効率
が得られる。
④省スペース・高メンテナンス性
独立した脱硫・脱硝・燃料微粉砕設備を必要としない。そ
のため、省スペースであり、故障発生可能部分が少なくメ
ンテナンスも容易である。

1. 特徴

2. 技術概要

発生蒸気

サイクロン
循環流動床火炉

ボイラ給水

IDファン

灰貯蔵タンク

煙突

排気ガス

二次空気
一次空気

熱回収部

電気集塵機

石灰石石炭

図-1　CFBC概略プロセスフロー
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循環型常圧流動床ボイラは、ほとんどが外国からの技術導
入であり、1986年頃から日本への導入が行われてきた。

石炭焚きボイラとして海外から技術導入され、製鉄会社、
製紙会社等で使用されている。そして、GAP（グリーンエイ
ドプラン）によって中国に対して普及が図られている。今

後の課題としては、RDFや産業廃棄物、木質系バイオマス
を燃料としたボイラにおいて、イニシャルコストの低減、
効率の更なる向上が必要と思われる。

写真-1にCFBCボイラ設備の概観写真を示す。 CFBCは、
主に石炭焚きボイラとして普及してきたが、最近はRDF
や木質系バイオマスを燃料としたものが脚光を浴びてき
ている。石炭焚きボイラとして 具体的には、クラレ玉島工
場（70t/h）、出光興産千葉製油所（300t/h）、宇部興産伊佐
工場（210t/h）等があり、RDF焚きボイラでは、サニックス
苫小牧がある。また、バイオマス関係では石炭との混焼が
CO2削減を目的として行われるようになってきている。最

近では石炭とバイオマス混焼で、住
友重機（株）がフォスターウィラー社
とのライセンス契約で、旭化成ケミカ
ルズ延岡（80t/h）、グリーン発電会津

（25t/h）、日本合成化学熊本（28t/h）
等に納入している。また、シンガポー
ル、台湾、べトナム、中国、韓国等にも
納入している。

3. 実施場所・利用分野

4. 実施期間

5. これまでの経過と今後の課題

CFBCボイラ本体高温サイクロン

給水加熱器

空気予熱機

図-2　CFBC概略構造図

写真-1　CFBC外観
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B. 高効率利用技術

ICFBCの概略図を図-1に示す。流動層内は主燃焼室と熱
回収室と傾斜仕切壁で区分し、主燃焼室内の循環流と主
燃焼室と熱回収室の間の循環流を形成している。さらに、
ボイラ出口のサイクロンからの未燃チャーや未反応石灰
石をボイラに戻す循環流が形成されている。流動媒体は珪
砂である。
① 主燃焼室内の旋回流については、主燃焼室におけるウィ

ンドボックスを3分割し、中央部には少ない風量を入れ
て弱い流動床（移動層）を形成し、両端部からは多量の空
気を投入して激しい流動床を形成するように構成した
ものであり、その結果、主燃焼室の中央部は緩やかな下
降移動層となり、両端から激しく吹きあげられた流動媒
体が中央部で沈降し、再び両端部で上昇するという循
環流が生じる。

研究開発者

事業の種類

開 発 期 間

B-06-03. 常圧内部循環型流動床ボイラ（ICFBC）

ICFBCは、以下に示す基本的機能を有している。
Ⅰ.砂の循環流により流動層温度が均一。
Ⅱ.砂の動きが活発なため不燃物の排出が容易。
Ⅲ.流動床からの回収熱量を調節して流動床温度を制御す
ることが可能。
このようなことから以下に示す特徴を有している。
①多種燃料への対応
前述のCFBC同様に、高品位炭や油・ガス等の化石燃料
だけでなく、低品位炭やバイオマス、スラッジ、廃プラス
ティック、廃タイヤなどをも燃料として使用できる。
②層温制御
熱回収室の空気流量の変化により総括熱伝達係数がほぼ
リニアに変化するため、空気流量のコントロールによって
熱回収量を容易にコントロールすることができる。また、
熱回収量を制御することにより流動床温度を制御するこ
ともでき、しかもそれが空気流量の変化だけで行えること
から、負荷制御が非常に簡便であることが大きな特徴で
ある。

③低公害性
NOx、SOxといった環境汚染物質の排出量を、特別な環境
設備を付加することなく、大幅に減らすことができる。流
動床ボイラの場合、脱硫は主に炉内脱硫であるが、ICFBC
の場合、流動部分に伝熱管が設置されていないため、層内
伝熱管の摩耗の問題がないことから、流動媒体には柔らか
な石灰石を使用する必要がなく、硅砂を使用することがで
きる。そのため炉内脱硫剤としての石灰石は、必要最低限
の量を投入するだけでよい。そして、炭種、使用石灰石、そ
して流動床温度により差はあるが、Ca/Sモル比が2程度
で、90％近い脱硫率が得られる。脱硝は、流動床部での還
元燃焼、フリーボード部での酸化燃焼による二段燃焼によ
り行われる。さらに、ボイラからの未燃カーボンをボイラ出
口に設置された高温サイクロンにより捕捉し、ボイラに戻
す循環により、脱硝効率を高めている。
④省スペース・高メンテナンス性
前述のCFBC同様、独立した脱硫・脱硝・燃料微粉砕設備
を必要としないため省スペース設置であり、メンテナンス
も容易である。

（財）石炭利用総合センター、（株）荏原製作所、出光興産（株）

石炭生産・利用技術振興補助事業

1987～1993年度（7年間）

技術概要

1. 特徴

流動床部

フリーボード部

熱回収室

図-1　ICFBC概略図

2. 技術概要
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写真-1　ICFBCの外観写真

② 主燃焼室と熱回収室の間の循環流については、以下に示
す動きにより形成される。主燃焼室内の両端部にて激し
く吹きあげてきた流動媒体が傾斜仕切壁の上で一部は
熱回収室側へ反転する。熱回収室は下方から吹きこまれ
る循環層空気によって緩やかな流動床（下降移動層）を
形成しており、結果として流動媒体は主燃焼室から熱回
収室、そして熱回収室下部から再び主燃焼室へと循環す
る。熱回収室内部には伝熱管が設けてあることから、こ
の循環流により主燃焼室内の熱エネルギーを回収する。

③ ボイラ出口のサイクロンからの循環流については、未燃
チャーや飛散した流動媒体、そして未反応石灰石をサイ
クロン等で捕集したあとスクリューコンベヤや空気輸
送等により主燃焼室、あるいは熱回収室に戻すものであ

り、燃焼効率の向上、NOxの低減及び脱硫率の向上に極
めて効果的である。

石炭焚きのICFBCとしては、青島荏原（10t/h）、中国江
山（35t/h）、日本製紙勿来（104t/h）等がある。産業廃棄
物を燃料としたICFBCでは、トヨタ自動車元町（70t/h）、
ブリジストン栃木（27t/h）、大昭和製紙富士（62t/h）、ブ
リジストン甘木（7.2t/h）、東北製紙秋田（61.6t/h）等が
あり、RDFを燃料としたものでは中外製薬静岡（3.7t/h）

がある。ICFBCの概観写真を写真-1に示す。また、近年
ではバイオマスを燃料としたICFBCとして、神之池バイ
オエネルギー（株）神之池バイオマス発電所（106t/h）は
じめ、白河ウッドパワー（株）大信発電所（58t/h）、オリッ
クス（株）吾妻木質バイオマス発電所等がある。

この内部循環流動床ボイラ（ICFBC）は、1987年に開発に
着手し、1988年から1993年の6 ヶ年にわたる通産省石
炭生産・利用技術振興補助事業の「流動床燃焼技術に関す

る研究」により多品種石炭用低公害小型高効率流動床ボ
イラとして開発、実証されたものである。

当初は発熱量の高い産業廃棄物燃焼用として開発された
が、石炭焚きボイラとしても建設されてきた。石炭資源の
多い中国での生産拠点として、青島にボイラ工場の建設も
行われた。最近では、日本国内において木質系バイオマス

を燃料として使用する場合も出てきているが、東南アジア
等バイオマス資源及び低品位炭が豊富な地域に普及を図
れるように更なる設備コストの低減を行う必要がある。

3. 実施場所・利用分野

4. 実施期間

5. これまでの経過と今後の課題
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B. 高効率利用技術

PICFBCの概略図を図-1に示す。円柱形の圧力容器内に
円柱形のICFBCを設置している。流動媒体にはICFBCと
同様に硅砂を使用し、流動層内を主燃焼室と熱回収室と
に傾斜仕切壁にて区分し、主燃焼室内の旋回流、主燃焼
室と熱回収室の間の循環流を形成している。図-2に袖ヶ
浦で実施したホットモデル試験プラントのフローシート
を示す。石炭供給設備としては、塊炭で投入できるロッ
クホッパーシステムと、水と混ぜスラリー状で供給する
CWP（石炭水ペレット）ミキシングシステムの2系統を
有している。燃焼ガスは、セラミックス製高温バグフィル
ターによって除塵されるようになっている。

ICFBCの技術をそのまま適用して加圧型内部循環流動床
ボイラ（PICFBC）を構成しており、流動層高を変化させる
ことなく負荷制御を行うことが出来、しかも負荷制御の際
に層内伝熱管の層上露出がないので燃焼ガスの冷却が避
けられるため、CO2の発生を最小限に抑えることができる
とともに、ガスタービン入口温度の維持が容易である。ま

た、層内伝熱管の磨耗の問題が軽減されるので、流動媒体
に硅砂を使うことができ、石灰石は炉内脱硫に必要な最
小限の量とすることができるため、灰の発生量も抑えられ
る。さらに、主燃焼室に層内伝熱管がないため、層内伝熱
管による粒子阻害がなく、アグロメレーション（溶融媒体
の固化）の発生が防止できる。

研究開発者

事業の種類

開 発 期 間

B-06-04. 加圧内部循環流動床ボイラ（PICFBC）

基盤となる技術はB-06-03で述べた内部循環流動床燃焼
技術であり、圧力容器内にICFBCを設置したものである。

（財）石炭利用総合センター、（株）荏原製作所

石炭生産・利用技術振興補助事業

1992～1998年度（6年間）

技術概要

1. 概要

2. 特徴

3. 技術概要

図-1　PICFBC概略図
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図-2　PICFBCシステムフロー図
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千葉県袖ヶ浦市中袖の出光興産（株）石炭研究所横の敷
地でPICFBCのホットモデル試験を実施した。利用分野

としては、発生蒸気による蒸気タービン発電と燃焼排
ガスによるガスタービン発電が可能であることから、石
炭焚き火力発電所でのIGCCが考えられる。写真-1に
PICFBC 4MWthのホットモデルの据付時の写真を示す。
写真-2に廃プラスチック処理量として30t/dの加圧2段
ガス化実証試験プラントの外観写真を示す。加圧2段ガ
ス化技術は、石炭からアンモニア合成や、燃料電池発電
等使用される水素製造プラントとして利用できる。2003
年に昭和電工（株）川崎に廃プラスチック処理量195t/d
の商用プラントが稼動している。

1992～1998年度に、ICFBCホットモデル試験を実施。本
プロジェクトは、通産省の石炭生産・利用技術振興補助事
業として、（財）石炭利用総合センターと（株）荏原製作所が
共同で実施した。加圧2段ガス化技術は、宇部興産（株）が

共同開発し、2000年1月から廃プラスチック処理量30t/
dプラントでの実証運転を実施し、2001年1月から商用運
転を行ったものである。

石炭焚きのPICFBCとしては、袖ヶ浦でのホットモデル
試験までで開発は終了したが、この技術から加圧流動床
での熱負荷やロックホッパーシステムを応用展開した加
圧2段ガス化技術に発展している。加圧系のプラントと

して、燃料供給系のロックホッパーシステムの信頼性の
向上、低温腐食対策等が今後の課題として考えられる。
大型事業用としてのスケールアップについては、ユーザー
サイド等からのニーズが得られず実施に至らなかった。

4. 実施場所・利用分野

5. 実施期間

6. これまでの経過と今後の課題

写真-1　据付時のPICFBC 写真-2　加圧2段ガス化プラント外観写真
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B. 高効率利用技術

ボイラから排出される灰の減容・無害化と難燃性石炭の
使用を目的とした溶融燃焼方式のボイラは、欧米を中心に
多数運転されてきている。しかしながら、この溶融燃焼方
式は、燃焼効率が高く、灰を無害な溶融スラグとして回収
できるというメリットを持つ反面、高温燃焼であるため、
NOx排出量が多いという欠点があった。
本技術開発では、石炭中の灰の溶融除去と低NOx化を同
時に達成することを目標に、石炭部分燃焼炉（CPC）シス
テムの開発に着手した。本システムは、CPCを直接ボイラ
側壁に取付け、CPCで生成した可燃性ガスをそのままボ
イラ火炉に投入し、空気を加えて完全燃焼を行わせる。
中・小型石炭ボイラとしては油焚き並のコンパクトさを
保ったまま大幅な低NOx化が可能で、石炭灰を全量溶融
スラグとして回収できるものである。右図に常圧CPCボ
イラの構造概念図を示す。

2. 常圧石炭部分燃焼炉技術

石炭は埋蔵量が豊富であり、産出国が広く世界中に分布し
ていることからその供給安定性が高く今後の重要なエネ
ルギー源の一つとして位置づけられている。しかしながら、
油・ガスなどの燃料と比較し、石炭は多量の灰と窒素分を
含み、使用に当たっては灰による装置のトラブルや大幅な
NOx発生量の増加など課題が多い。また、近年地球温暖化
問題が国際的にクローズアップされており、主要原因物質
の一つであるCO2の排出低減技術の開発が急務となって
いるが、発熱量当たりのCO2発生量の多い石炭の高効率
かつ環境性に優れた利用技術の開発が世界的に求められ
ている。

石炭部分燃焼炉（CPC：Coal Partial Combustor）は、石炭
と空気を旋回溶融炉の接線方向から高速で吹き込み、高
温・高負荷かつ高還元雰囲気で部分燃焼（ガス化）させる
とともに、石炭中の灰の大部分を溶融、分離、除去した後、
生成した燃料ガスを2次燃焼させるもので、ボイラやガス
タービンでの石炭のガス化燃焼により、環境性に優れ、高
効率な利用を図ろうとする技術である。CPCには、常圧の
低カロリークリーンガスを生成するための常圧CPC技術
とその開発技術をベースに加圧化し、ガスタービンとの
組み合わせにより、高効率発電を実現しようとする加圧
CPC技術（PCPC）がある。

B-06-05. 石炭部分燃焼炉技術（CPC）
研究開発者

事業の種類

開 発 期 間

（財）石炭利用総合センター、川崎重工業（株）、川崎製鉄（株）、中部電力（株）、電源開発（株）

石炭生産・利用技術振興補助事業

1984～1999年度（15年間）

技術概要

1. 背景と技術の概要

図-1　常圧石炭部分燃焼炉（CPC）ボイラ 概念図
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加圧CPC技術は、常圧CPCの開発実績をベースに、CPC
を加圧化、ガスタービンと組み合わせた複合サイクル発電
システムへの適用を目的としたものである。
下図に石炭処理量25t/d（酸素濃度21％運転時）の加圧

CPCパイロットプラントの概略フローを示す。本試験で
は、ガスタービンへの適用が可能な圧力（20atm）で、実際
にCPCを用いた石炭ガス生成試験を実施し、その有効性
を確認している。

常圧CPC技術については、石炭を対象に灰溶融型低NOx
ボイラとして開発が進められている。また、ごみガス化溶
融炉の旋回溶融炉や重質油極低NOxボイラの低NOx化
技術などにも適用されている。
加圧CPC技術については、パイロットプラント試験が終
了した段階で、今後の実用化を目指した研究開発が民間
ベースで続けられている。さらにこれらの基盤技術は、バ
イオマスガス化ガスタービン発電技術の開発などにも引
き継がれている。

石炭を対象に灰溶融型低NOxボイラとして開発が進め
られたが、石油価格が低下したことから、石油焚ボイラ
を、本技術を使って石炭焚ボイラに転換するニーズが無
くなった。CPCを加圧化し、ガスタービンと組み合わせた
複合サイクル発電システムへの適用を目的としたが、パイ
ロット試験以降の大型化については、他のプロセスと比較

検討した結果、更なるスケールアップによる試験には至ら
なかった。
本技術の展開として、ごみガス化溶融炉の旋回溶融炉や
重質油極低NOxボイラの低NOx化技術などに適用され
ている。

3. 加圧石炭部分燃焼炉技術

4. 今後の課題および実用化の状況

5. これまでの経過と今後の課題

図-2　加圧CPCパイロットプラントの概略フロー

写真-1　パイロットプラント全景
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B. 高効率利用技術

（1） 加圧流動床複合発電技術の研究開発は電源開発（株）
の若松石炭利用技術試験所（現若松研究所）において、
我国初の71MWe-PFBCプラントで実施された。この
試験設備は高温・高圧ガスの高性能集塵が可能なセ
ラミックチューブフィルター（CTF）を採用したプラン
トとしては世界最初のものである。プロセスフローを
図-1に示す。

（2） 設備概要
 プラント出力71.0MWe
 加圧流動床燃焼貫流ボイラ（ABB-IHI製）
 バブリング型加圧流動床、石炭ペースト（70～75％）
 供給方式
 燃焼温度860℃
 燃焼空気圧力1MPa

B-06-06. 加圧流動床燃焼技術（PFBC）
研究開発者

事業の種類

開 発 期 間

（財）石炭利用総合センター、電源開発（株）

石炭生産・利用技術振興補助事業

1989～1999年度（11年間）

技術概要

1. 背景とプロセス概要

図-1　PFBC実証プラントのプロセスフロー

PFBC技術開発目標
（1） 加圧流動床燃焼条件を利用した複合発電による高効

率化（発電端効率43％）
（2） 炉内脱硫によるSOx低減、低燃焼温度（約860℃）に

よるNOx低減、CTFによる煤塵低減、及び高効率化に
よるCO2低減等の高度環境特性を有すること。

（3） 加圧によるボイラのコンパクト化や、脱硫設備が不要
なことによるプラント設置スペースの低減などが上げ
られる。

PFBC技術開発結果
（1） 加圧流動床燃焼条件を利用した複合発電による高効

率化により発電端効率約43％を達成
（2） 炉内脱硫によるSOx約5ppm、低燃焼温度（約860℃）

によるNOx約100ppm、CTFによる煤塵1mg/m3N以
下を達成した。

2. 開発目標と開発すべき技術
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1990年度に設備の詳細設計を開始し、1992年4月工事
着工、同年10月機器据付開始、1993年4月試運転開始、
同年9月石炭投入開始、1994年1月100％負荷達成、同
年9月使用前検査合格（2段サイクロンシステム）、同年12
月使用前検査合格（CTFシステム）を経て、1997年12月
までPhase-1実証試験を行った．その後、灰循環型PFBC
ボイラへの改造を行い、1995年8月から1999年12月

までPhase-2実証試験を実施した。Phase-1の運転時間
10,981時間及びPhase-2の運転時間5,156時間を含めた
累積運転時間は16,137時間となり、特にPhase-2におい
ては1,508時間の連続運転を達成し、性能及び信頼性の
面で貴重なデータ及び知見を得る事ができた。これらの成
果は電力3社（電源開発、中国電力、北海道電力）による商
用機建設に展開した。

3. 開発の進捗状況および成果

●参考文献
山田他：石炭燃焼発電技術日本エネルギー学会誌Volume 82 Number11 November 2003 p822-829

PFBCの特徴は、優れた燃焼性能による難燃・低質、廃
棄物などの燃料の多様化、炉内脱硫、触媒あるいは無触
媒脱硝との組合せ、CTFによる高温超精密脱塵により、
SOx10ppm以下、NOx10ppm、煤塵濃度1mg/m3N以下が
可能である環境特性と脱硫装置が不要なことによるプラ
ント設置スペースの低減により都市型立地向きである。こ
れらのシステムの特徴を活かた立地による経済性の追求
が今後の課題であった。
電力3社が建設した商用機は、2001年に運転開始した

苅田新1号PFBC360MWのみが運転を継続しているが、
他の2缶は廃止されている。USCの商用化やIGCCの商
用化の影響を受けて、PFBCは効率面、価格面で競争力
を失い、苅田新1号PFBC以降の計画はなくなっている。
その他のPFBCとしては中国電力大崎発電所1－1号機
25.9MWおよび北海道電力苫東厚真発電所3号機（MW）
があるが、前者は2011年12月に休止、後者は2005年10
月に廃止となっている。理由はともに稼動率が低かったこ
となどである。

4. 今後の課題および実用化の見通し

基本・詳細設計

実証機プラント製作・建設

試運転・調整

実証試験Phase-1

改造

実証試験Phase-2

1989
年度

項目
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

着 工 併 入

運転試験

運転試験

改造

中
間
評
価

最
終
評
価

表-1  PFBC開発　スケジュール

写真-1　中国電力大崎PFBC 写真-2　大崎PFBCボイラー本体



第2編　技術概要

Clean Coal Technologies in Japan83

B. 高効率利用技術

（1） 高効率な発電［ 送電端効率約46％］
　・ ガスタービン入口温度の高温化（約850℃⇒約

1,350℃）
　・ 高温蒸気の回収（高温脱硫炉の採用により生成ガス

冷却器での高温蒸気回収）
（2） ガス化条件の緩和［ 炭素転換率85％程度］
　・ 酸化炉（完全酸化雰囲気）との組合せにより、部分酸

化炉での100％ガス化

（3） 関連技術の成果活用
　・PFBC技術
　・各種石炭ガス化技術

2. 開発目標と開発すべき技術

地球温暖化ガス削減及び省資源の観点から、石炭利用
高効率発電技術の開発は緊急の課題です。本技術開発

（A-PFBC）は、PFBC（加圧流動床燃焼）技術を更に発展
させたもので、PFBCに流動床ガス化技術を組合せるこ

とにより、ガスタービン入口温度の上昇（約850℃⇒約
1,350℃）と高温の蒸気回収を可能とし、より高効率な発
電（送電端効率約46％［現状石炭火力約40％］）を目指し
て開発を実施した。（図-1参照）

B-06-07. 高度加圧流動床燃焼技術（A-PFBC）
研究開発者

事業の種類

開 発 期 間

（財）石炭利用総合センター、電源開発（株）、中部電力（株）、三菱重工業（株）

石炭生産・利用技術振興補助事業

1996～2002年度（7年間）

技術概要

1. 概要

図-1　A-PFBC 複合発電システムフロー

shirakaba-02
テキストボックス
B-06-07. 高度加圧流動床燃焼技術（A-PFBC）
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上記システム実用化を目指し小規模のプロセス開発試験
装置（図-3 PDU全景写真参照）を電源開発（株）若松研究
所（北九州市）内に設置し、2001年7月よりPDU試験運
転を実施した。2002年度末までに累計ガス化運転1,200
時間と連続ガス化運転時間190時間を達成した。今回の
PDU試験において、システム検証である3炉（酸化炉・部
分酸化炉・脱硫炉）連携運転を確認し、各炉の特性を取得
し、スケールアップに必要なデータを確認することができ

3. 開発進歩状況および成果

●参考文献
（財）石炭利用技術センター主催　第13回石炭利用技術会議予講集　A-PFBC

図-2　プロセス開発試験装置（PDU）レイアウト
図-3　PDU全景

A-PFBはPFBCの更なる高度化を目指して検討されたシ
ステムである。具体的には、PFBCと石炭ガス化プロセス
を組み合わせて、ガス化により製造されたガスをガスター
ビンにて燃焼することにより、ガスタービン入口ガス温度

の上昇をはかり、効率改善を狙ったシステムである。しか
しPFBCの場合と同様に、USCあるいはIGCCとの競合を
考えた場合その商用化は難しいものと考えられ、具体的な
計画までは至らなかった。

4. 今後の課題および実用化の見通し

た。今後の開発課題としては、パイロット規模によるガス
タービンと組合せた全体システムの検証が上げられる。

（1） プロセス開発試験装置（PDU）試験の概要
［試験の目的］
3炉（図-2参照）の反応特性、運転特性の把握、プロセスの
検証を行い、スケールアップデータの取得を行う。
・3炉連携システムの検証
・各機器性能確認（酸化・ガス化・脱硫等）
・基本運転方法の確認
・各特性把握、スケールアップデータ取得　他

（1）研究計画・技術検討

（2）基本設計・要素試験・調査

（3）PDU試験

（4）プロセス評価

1996
年度

項目
1997 1998 1999 2000 2001 2002

設計・製作・据付　

据付完了　

試験運転

表-1　A-PFBC開発　スケジュール
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B. 高効率利用技術

研究開発者

事業の種類

開 発 期 間

B-06-08. 先進超々臨界圧火力発電技術（A-USC）

我が国で使用されている石炭火力発電は高効率の超々臨
界圧火力発電技術（USC、蒸気温度600℃級）が主流であ
るが、今後の更なる高効率を目指した先進超々臨界圧火力
発電（A-USC、蒸気温度は700℃級）の技術開発を進めて
いる。図-1にシステム概要を示す。
A-USCの実現によりCO2の排出削減を実現し、今後の石
炭の安定継続利用につなげる。図-2に示すようにA-USC
の目標送電端効率は46～48％（HHV）である。その結果、
現時点で最新のUSCに対し熱効率が10～15％向上し、
二酸化炭素排出量は10～15％低減できる。A-USCの主
要機器であるボイラ、タービン等の技術は日本が世界を
リードしており、将来の発電設備市場での競争力確保に
繋げる。

（株）IHI、ABB日本ベーレー（株）、岡野バルブ製造（株）、新日鐵住金（株）、東亜バルブエンジニアリング（株）、
（株）東芝、富士電機システムズ（株）、三菱重工業（株）、三菱日立パワーシステムズ（株）

NEDO委託事業、METI補助事業

2006～2007年度　NEDO委託事業：基盤技術開発、
2008～2016年度　METI補助事業：実用化要素技術開発

技術概要

1. 開発の目的

700℃級の超高温に耐える材料技術、管の曲げや溶接技
術、蒸気タービンロータの製作技術、および、高温弁など

が主要な要素技術であり、鋭意開発を進めている。
2. 要素技術

図-1　A-USCシステム概要

図-2　A-USCの送電端効率
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開発、検証された材料の規格化、標準化を行うとともに、
余寿命診断技術や検査技術等の保守技術開発を行い

A-USC技術の実用化に向けた取り組みを本格化する。
5. 今後の予定

（1） ボイラ技術
管材料、管加工、溶接などの製作技術、高温における材料
の腐食、長時間強度評価等の確認ならびに実缶での検証
試験等が開発課題である。中でも高温長時間の材料試験
が要素開発の重点項目であり、700℃の条件下での材料の
長期信頼性を検証する。2015、2016年度に行う実缶試験
ではプロジェクト前半で開発された要素技術を総合的に
検証していく。さらに、材料の寿命検証を確実に行うため
に2017年度以降も10万時間を目指した高温長期間材料
試験等を継続する。

（2） 蒸気タービン技術
材料開発（ロータ、ケーシング、翼、ボルト）、各部の構造検
討、製作技術（鍛造、溶接、切削等）、寿命および余寿命評

価、検査技術などが技術開発、検証課題である。ロータ材
開発は2006～2007年度の2年間にNEDO委託事業にて
先行開発して、タービンメーカーがNi基ロータ材料を開発
した。2008年度以降、Ni基ロータの大型化、Ni基合金同
士の溶接、さらにNi基合金と鉄鋼材料の異材溶接技術の
開発に取り組んできた。今年度、回転試験用の溶接ロータ
を製作する。タービンの回転試験では、700℃の高温環境
下で高い遠心力が作用する、ロータや翼の実機形状での
信頼性検証を行う。

（3） 高温弁技術
高温大型弁ケーシング材料、弁棒の高温摺動材料、弁シー
ト材料、パッキン等が技術開発、検証課題である。

4. 技術開発

我が国は表-1に示すとおり2008年度から2016年度の9
年間にわたり実用化要素技術開発を行っている。メーカ、
研究機関、電力会社がA-USC開発推進委員会を組織しプ
ロジェクト体制で開発を推進している。前半の5年間で長
期10万時間クリープ試験を除く要素試験をほぼ終了し
た。2015、2016年度は実機ボイラを用いた実缶試験、お
よび、タービンロータの回転試験を行う。今後、実証試験等
を経て、2020年代に商用機を導入する目論見である。

なお、海外を見ると、欧州は日本よりも10年程度早く開発
を開始したが、実証試験での不具合や、資金不足等により
開発が滞っている。米国は国内に開発を担うボイラメーカ
が無いが、Ni基合金に関する豊富な経験をベースに材料
開発や材料の規格化、標準化に注力している。中国は最近
開発に着手したが、短期間での技術開発を目指しており、
開発状況を注視していく必要がある。

3. 現在の状況と開発スケジュール

表-1　A-USCの開発項目とマスタースケジュール

2008
（H20）

2009
（H21）

2010
（H22）

2011
（H23）

2012
（H24）

2013
（H25）

2014
（H26）

2015
（H27）

2016
（H28）

システム設計、設計技術開発

要
素
開
発

ボ
イ
ラ

材料開発

材料製造性検証

タ
ー
ビ
ン

材料開発

高
温
弁

構造・要素・材料開発

実缶試験・回転試験
（高温弁含む） 設備計画

基本設計、配置最適化、経済性試算

大径管、伝熱管用新材料開発、材料改良

高温長期材料試験（3～7万時間）

溶接技術開発・試験、曲げ試験

材料改良仕様策定等

ロータ、ケーシング等の大型溶接技術、試作

高温長期材料試験（3～7万時間）

設備計画

試設計

実サイズ部材試作

試　作

設備設計 設備製造、据付 試験、評価



第2編　技術概要

Clean Coal Technologies in Japan87

B. 高効率利用技術

連続式成形コークス製造法は、図-1に示すように原料の
処理、成形、成形炭の乾留および冷却の一連の工程から成
り立っており、特に乾留、冷却はクローズドシステムの堅

形炉で従来の室炉法に比べ、作業環境、労働生産性、停止・
起動の容易さ、所要スペースの面等で数多くの優れた特徴
を有している。

表-1に研究開発のスケジュールを示す。

①非粘結炭100％での成形コークス製造
パイロットプラントでは、通常非粘結炭70％、粘結炭
30％の配合により操業を行ったが、非粘結炭100％配合
の操業にも成功した。
②安定操業技術およびエンジニアリング技術の確立
設備能力200t/dでの長期運転を行うと共に、設計能力の
1.5倍にあたる300t/dの生産も達成。また、熱原単位とし

ては320Mcal/t-成形炭を達成した。
③大型高炉における長期連続使用試験
実大型高炉において、74日間にわたり、通常20％、最高
30％の配合により長期の連続使用試験を行った結果、成
形コークスは室炉コークスと同様に使用できることを
確認した。

2. 特徴

3. 研究成果

研究開発者

事業の種類

開 発 期 間

B-07-01. 成形コークス製造技術

連続式成形コークス製造法は、非粘結炭を主原料として結
合材（バインダー）を用いて成形炭を作り、これを堅形炉で

その形状のまま乾留しコークスとする方法。

（財）石炭利用総合センター、（社）日本鉄鋼連盟

METI補助事業

1978～1986年度（9年間）

技術概要

1. 概要

4. 研究開発経緯

研究開発経緯図

1981198019791978 1982 1983 1984 1985 1986

要素研究

年　度

パイロットプラント試験

建　設

試験操業

表-1　研究スケジュール
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本技術開発は、1986年に大型高炉での使用試験を行って
終了したが、その際、形状差等の原因で、現状の室炉式コー
クス炉で製造したコークスとの振替が30％までしかでき

なかった。そのため、開発完了後、商業化に至らなかった
が、成型コークス製造技術は、その後のフェロコークス製
造技術で活用されている。

5. 今後の課題と実用化の見通し

非粘結炭

①乾燥

②粉砕

③混練

④成形

⑤乾留炉

⑥低温乾留ゾーン

⑦高温乾留ゾーン

⑧冷却ゾーン

成形炭

成形コークス

⑨プレクーラー ⑩プライマリークーラー
⑪電気集塵機

主排風機

（発生ガス）

安　水　

タール

⑬高温ガス加熱炉

⑮エジェクター
⑭低温ガス加熱炉

⑫デカンター

粘結炭

原料は、非粘結炭を主原料
(60～80%)とし、水分2～
3%に乾燥①し、これを粉砕②
します。石炭にタール等の結
合材(バインダー)を加え混練③、
成形④し、成形炭が得られます。

成形工程

ガス中の液体はデカンター⑫
に導かれタールと安水が沈降
分離され、それぞれ既設プラ
ントヘ送られ処理されます。
処理後、タールは、成形炭用の
バインダーとして再利用され
ます。

副 産 物

成形炭は乾留炉⑤に装入され低温乾留ゾーンを経て、高
温乾留ゾーン⑦で1000℃まで加熱、乾留されます。そ
の間つぶれ、ふくれや収縮による割れがないように加熱
速度を制御します。乾留されたコークスは、冷却ゾーンで
炉の最下部から常温で吹き込まれたガスによって100℃
以下に冷却され排出されます。

乾留工程

炉頂からのコークス炉ガス（300-350℃）は、プレクー
ラー⑨、プライマリークーラー⑩で冷却され、⑪でタール
ミスト除去後大半のガスは循環使用されます。余剰分は
系外に技き出され精製・脱硫後、高力ロリークリーン燃料

（3,800kcal/Nm3）として使用されます。

発生ガス

電気集塵機でタールミスト除去後のガスは高温ガス加熱炉⑬で約
1000℃に加熱されて高温乾留ゾーン⑦に吹き込まれます。又低温ガ
ス加熱炉⑭で450℃に加熱されたガスは⑮エジェクターを駆動し、コ
ークス冷却に用いた高温ガスを吸引し、約600℃で低温乾留ゾーン⑥
に吹き込まれます。

ガス循環

バインダー

図-1　連続式成形コークス製造フロー
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B. 高効率利用技術

我が国での高炉微粉炭吹込み操業は、1981年に新日鐵
大分1高炉で開始された。高炉の主たる還元材はコークス
であるが、1960年代以降の高炉操業では、羽口から重油
を補助燃料として吹込むことにより高生産性、高効率化、
大型化が促進されてきた。しかし、二度にわたるオイル
ショックの後は、重油価格の高騰のため還元材をコーク
スのみに依存するオールコークス操業への移行が余儀な
くされたものの、重油に代わる安価な補助燃料の導入が
高炉のコスト低減や安定操業のために切望されていた。
大分1高炉では、国内の1号機としてARMCO方式の微粉
炭吹込みシステムが導入された（図-1）。この方式の特徴
は、以下のとおりである。
① 高圧圧送、吹込みラインに機械的回転部が無く、損耗、

故障トラブルが回避できる。
② 使用される気体は信頼性を確保するため循環使用しない。
③ 微粉炭の羽口分配は、流体の幾何学的対称流れの特性

を活用して均一分配を行う。
④ 石炭の乾燥、粉砕、捕集は、高炉安定操業のため2系列

の並列システムとする。

⑤ 搬送空気の流速設定や設備の耐圧に関しては火災や爆
発に対する安全性に配慮する。

海外で実績のある技術の導入ではあったが、設備構成、設
備規模、操業条件の違いを踏まえ、以下の点を中心に試験・
検討を行い、設計に反映させた。
① 微粉炭燃焼試験：微粉炭の銘柄、粒度、送風温度、圧力、

酸素富化条件などの影響評価。

② 石炭処理、搬送、制御に関するモデルプラント試験（1t/h
規模）

③ 実炉1本羽口吹込み試験：実炉羽口前での燃焼性評価、
炉内コークス採取・評価。

④ 微粉炭円周分配バランス：実機サイズ模型による粉体
流れ特性の把握、分配精度の測定。

大分1高炉における1号機の能力は、増産期の重油吹込み
レベルやそれまでの長期実績レベルを考慮し、80kg/tと
設定し、25t/hの能力のミルを2系列設置した。スタート後
の設備稼働、吹込み操業は順調に推移し、安定生産体制が
構築された。
大分1高炉での成功以降、国内では、1982年に合同製鐵
での独自開発方式がスタートし、次いで米国Petrocarb技
術を導入した神戸製鋼所が1983年にKobelco方式を加
古川2高炉、神戸3高炉に設置し、1984年には新日鐵名

古屋1高炉、日新製鋼呉2高炉にARMCO方式が実機化さ
れた。
1986年には国内高炉の50％の16基、1996年には25基、
1998年には国内で稼動する全ての高炉に微粉炭吹込み
設備が装備され、国内平均の微粉炭比も130kg/tレベル
に達した（図-2）。表-1に高炉微粉炭設備の各種吹込み方
式を示す。また、微粉炭吹込み操業下での高炉の代表的操
業指標の国内の最高水準を表-2に示す。

2. 開発目標と開発すべき課題

3. 開発の進捗状況および成果

研究開発者

開 発 期 間

B-07-02. 高炉微粉炭吹込み技術（PCI）
新日本製鐵（株）ほか高炉製鉄メーカー各社

1981年より順次、国内各高炉に導入

技術概要

1. 背景とプロセス概要

図-1　 大分1高炉の微粉炭吹込み設備

ホッパー

ファン

エアーヒーター 粉砕器

フィーダー

原料炭バンカー

貯蔵タンク

1 2 3

サイクロン

フィードタンク 高炉

輸
送

ラ
イ

ン

分配器

N2 コンプレッサー

エアーコンプレッサー

粉体供給装置

図-1　大分1高炉の微粉炭吹込み設備
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国内でのコークス炉の平均稼動年数が40年前後にまで達
している今日、高炉の補助燃料としての微粉炭吹込み技
術の重要性はますます増加してきている。また、粘結炭に
依存するコークスに対して弾力的に石炭資源に対応でき
る点からも微粉炭吹込みへの期待は大きい。微粉炭吹込み
技術は、高炉羽口からの廃プラスチックやバイオマスなど
の還元材や還元鉱石などとの複合吹込みを可能とする高
炉に変革させる可能性も含んでおり、資源、エネルギー、

CO2問題に対応する高炉の中核的技術として発展してい
る。
高炉微粉炭吹き込み技術は、海外で実績のある技術であっ
たが、1981年に当時の新日鐵大分第1高炉で大型高炉へ
の適用試験後、国内の高炉に順次採用され、1998年には
全ての高炉に採用されている。2012年度の国内平均使用
量は、168kg/t-溶銑とコークス使用量342kg/t-溶銑の半
分程度まで大量に使用されている。

4. 今後の課題および実用化の状況

●参考文献
和栗眞次郎：ふぇらむ，vol.8（2003），371

200

150

100

50

0

550

500

450

400

350

微
粉

炭
割

合
(k

g/
t-p

ig
), 

 P
C

I高
炉

数

コ
ー

ク
ス

割
合

(k
g/

t-p
ig

)

1980 1990

コークス割合 微粉炭割合

PCI高炉数

2000（年）

図-2　我が国における高炉微粉炭吹込みの普及

　

Petrocarb

デンカ
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キャリヤーガス圧・量
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ロータリーフィーダ＋等圧損分配
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中

方式名 設備費流速気送濃度

表-1　高炉微粉炭吹込み設備の方式

最大微粉炭比（PCR）

最低コークス比（CR）

最低還元材比（RAR）

最大出鉄比

98.6

99.3

94.3

97.1

年・月

福山・3高炉

神戸・3高炉

大分・1高炉

名古屋・1高炉

製鉄所・高炉

266

214

122

137

微粉炭比
kg/t

289

288

342

350

コークス比
kg/t

555

502

464

487

還元材比
kg/t

1.84

2.06

1.95

2.63

出鉄比
t/d/m3

表-2　高炉微粉炭吹込み操業における国内最高水準操業指標
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B. 高効率利用技術

①安価原燃料（非粘結炭、製鉄所内ダスト等）の利用可能
②低操業費
③生産変動に柔軟に対応可能
④設備がコンパクトで設備投資額が低い
⑤高品質鉄源の安定供給可能

⑥石炭エネルギーの有効利用
⑦エネルギーの併産が容易（コージェネレーション）
⑧環境負荷が低い（低SOx、NOx、CO2、煤塵が少なく、コー
クス炉ガスの漏れ無し）

2. 特徴

研究開発者

事業の種類

開 発 期 間

B-07-03. 石炭直接利用溶融還元製鉄技術（DIOS）

DIOS法は、粉・粒状の非粘結炭、鉄鉱石を高炉法で必要
なコークス法、焼結法によらず直接使用するもの。非粘結

炭は直接、鉄鉱石は予備還元したのち、溶融還元炉に装入
し、溶銑を生産する技術。

（財）石炭利用総合センター、（社）日本鉄鋼連盟

METI補助事業

1988～1995年度（8年間）

技術概要

1. 概要

高炉法とDIOS法の商業プラントをいずれも臨海地域に
新設するケースでFSを行った結果、溶銑6,000t（年産
200万t）のモデルでは高炉法に対して次のとおりDIOS法
の可能性を得た。（図-1）
①建設コストは35％低くなる。

②溶銑製造コストは19％低くなる。
③ 溶銑生産1t当りの石炭消費は高炉法と同等レベルの

730～750kgとなる。
④純消費エネルギーは3～4％低くなる。
⑤ 製鉄プロセスでのCO2排出量は4～5％削減となる。

3. 研究成果

1）要素研究（1988～1990年度）
溶融還元炉（SRF）の熱効率向上、予備還元炉（PRF）との
連結技術、出銑滓技術およびSRFのスケールアップ等、パ
イロットプラント建設に必要な要素技術を確立した。
2）パイロットプラント試験（1993～1995年度）
① 粉・粒状鉱石、石炭を直接使用可能なことを確認し、必

要な設備条件を明らかにした。

② 各種原料条件下で、高炉代替可能な高熱効率を達成す
る設備条件および操業条件を把握した。

③ 炉体水冷技術の確立をはじめ商用機の概念設計と経済
性評価（FS）を実施し、研究成果に記載した様な対高炉
優位性を示す設備・操業条件を明確化した。

4. 研究開発経緯

199019891988 1991 1992 1993 1994 1995

要素研究

年　度

パイロットプラント試験
建　設

試験操業

表-1　研究開発経緯図
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DIOSは、1995年度にパイロットプラント試験を行い、
CO2排出量減等の当初目標を達成したが、日本は、エネル
ギー単価が高く、大型高炉が普及しており、商業化されな
かった。海外の中規模製鉄所の新設では、DIOSの方が高

炉よりも経済性がよいので、東南アジア等での普及を図っ
たが、当時は東南アジアで製鉄所建設の具体的なニーズ
がなく実現化されていない。

5. 今後の課題と実用化の見通し

石炭 副原料 鉄鉱石

予熱炉

湿式集塵機

圧力調整弁

副生ガス

溶融還元炉
出銑滓設備

予備還元炉

凡例
ガス酸化度

還元率

溶銑

Coal
952kg

Flux
80kg

Iron ore
1450kg Preheating 

furnace

RD 8.7%

RD 8.6%
600℃

2,326Nm3

2,789Mcal(11.7GJ)

Venturi scubber

Pressure control value

Off-gas

Smelting reduction 
furnace
1.9kg/cm2 ・G(290kPa)

N2 70Nm3

Tapping device

RD 27.0%
779℃

O2

608Nm3 RD 27.1%

OD 31.6%

Prereduction
furnace

プラント規模　　　

溶融還元炉

予備還元炉

Plant size

Smelting reduction 
furnace

Prereduction 
furnace

溶銑  500t/d

高さ 9.3m
内径 3.7mφ
内圧 300kPa（G）以下

高さ 8.0m
内径 2.7mφ

Legend

Oxidation degree

Reduction degree

OD :

RD :

24.7t/h
1,540℃
1,000kgMolten iron

図-1　DIOSパイロットプラントの操業例（溶銑1tあたりの量）
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B. 高効率利用技術

研究開発者

事業の種類

開 発 期 間

B-07-04. 石炭高度転換コークス製造技術（SCOPE21）

従来、1200℃のコークス炉に対して、あらかじめ石炭を
350℃で急速加熱（低温乾留）し、850℃のコークス炉に導
入することで20％の省エネを達成可能とするプロセス。
現行のコークス製造法は、コークス強度の制約から主とし
て強粘結炭を使用せざるを得ないという炭種の制約や、エ
ネルギー多消費構造および環境問題等多くの課題を抱え
ている。このため平均炉令30年のわが国のコークス炉が
更新時期を迎えるに当たり、石炭資源の柔軟性に富み、環
境対策・省エネルギー、生産性に優れた革新的次世代コー
クス製造技術を開発する必要がある。そこで新たなコーク
スプロセスを開発することとなった。SCOPE21プロセス
は、図に示すように、現行法のコークス製造工程の流れに
従って、石炭急速加熱、高速乾留および中低温コークス改
質の3工程に区分し、各工程の機能を極限まで追求し、か
つ全体的に調和のとれた革新的なプロセスの開発を行っ

たものである。
SCOPE21は世界で唯一の新コークスプロセスの大型開
発プロジェクトであり、実用化が期待されている。

（一財）石炭エネルギーセンター、（社）日本鉄鋼連盟

石炭生産・利用技術振興補助事業

1994～2003年（10年間）

技術概要

1. 背景とプロセス概況

（1）非微粘結炭の使用比率を50％まで拡大
コークスに不向きで現行では20％程度しか利用できな
い非微粘結炭の使用比率を50％まで高めることを目標
に、石炭の急速加熱技術による粘結性の向上効果と微粉
石炭の成形処理による装入石炭の嵩密度向上技術を開発
する。

（2）生産性を3倍に向上
生産性を現状の3倍に高めることを目標に、炭化室壁の高
熱伝導化および通常の乾留温度より低温で窯出し（中低温
乾留）することによる乾留時間の大幅短縮、乾留温度不足
分はコークスの乾式消火設備（CDQ）で再加熱して品質を
確保する。

（3）NOx30％低減と無煙・無臭・無発塵の達成
プラグ輸送方式による石炭の密閉搬送、コークスの密閉輸
送や炉内圧調整によるコークス炉からのガス漏れ防止に
より、コークス製造に伴う発煙、臭気、発塵を徹底的に防
止できる。また、コークス炉の燃焼構造改善による低NOx
化を図る。

（4）省エネルギー 20％
装入石炭の高温予熱による乾留開始温度の引き上げ、中
低温乾留による窯出し温度の低下による乾留熱量の、高
生産性による設備縮小で発生ガスや燃焼排ガスの顕熱回
収が容易となることでコークス製造に必要なエネルギー
を20％削減することを目標とする。

2. 開発目標と開発すべき技術

本プロジェクトは（財）石炭利用総合センターおよび（社）
日本鉄鋼連盟が共同で、新日本製鐵（株）・名古屋製鐵所構
内にパイロットプラント（6t/h）を建設（写真参照）し、試験
操業を実施した。

3. 開発の進捗状況および成果

写真-1　パイロットプラント全景

図-1　次世代コークス炉プロセスの概要
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【設備費評価：現行炉の設備費合計に対する割合】

現行プロセス

SCOPE21

乾留炉

89

40

事前処理

ーーー

25

共通
高環境対応他 合計

100

84

11

19

●省エネルギー
　 事前処理設備での石炭直接加熱化、各部顕熱の熱回収

等による乾留炉の高効率化によって、21％の省エネルギー
が可能。

●設備費
　 石炭事前処理と環境対策の設備費の増加がありますが、

乾留炉の設備費低減が大きく寄与し、16％の設備費低減
が可能。

●コークス製造コスト
　 石炭事前処理工程での電力･燃料ガスなどの用役費が増

えますが、非微粘結炭の多配合および設備費の低減に
よって、コークス製造コストは18％削減可能。
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▲271 CDQ

回収蒸気
▲277

電力
燃料ガス

総合
エネルギー

399

総合
エネルギー

316

［省エネルギー評価］

SCOPE21プロセスは、革新的な高度技術の集大成と
して構成され、石炭資源の有効利用、高生産性、省エ

ネルギー、高環境対応が達成できる。その結果、現行
プロセスと比較して大きな経済効果がもたらされる。

省エネ・経済性評価

199619951994 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

調査研究

要素技術開発

パイロットプラント試験

要素組合せ試験

建　設

試験操業

解体研究

表-1　研究開発経緯図

SCOPE21は、部分的にしか使用できなかった成型コー
クスの代替として、老朽化が進んでいる国内の既存コー
クス炉の更新技術として2003年度に開発された。それ以
降、2008年5月に写真-2に示す新日鐵住金大分製鉄所、
2013年6月に写真-3に示す新日鐵住金名古屋製鉄所で
稼働し、現在2基が商業化プラントして稼働し、鉄鋼業の
CO2削減、低品位炭活用に貢献している。また、本開発技
術の成果の一つである低NOx燃焼技術は、従来タイプの

コークス炉新設にも採用されている。
4. 実用化の状況

写真-2　大分第5コークス炉 写真-3　名古屋第5コークス炉

●参考文献
1） 西岡邦彦ら：第13回石炭利用技術会議講演集p.2-2.1，2003年12月東京
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B. 高効率利用技術

●CDQ（Coke Dry Quenching）システムの概要
コークス炉は、乾留の熱効率を上げるため薄板状の炭化室
を交互に並べたサンドイッチのような形をしている。
炭化室内の原料は、耐火煉瓦を隔てた両側の燃焼室で高
炉ガスなどを燃焼させた熱により約1100～1350℃に加
熱され、12～14時間程度空気を遮断して乾留される。この
過程で原材料中の固定炭素分などは炭化室下部で融着・
固結して赤熱状態のコークスとなり、揮発分は蒸発・分解
し気体となってコークス表面から抜けていき炭化室上部
の配管から回収される。乾留が終わると、赤熱コークス（約
1,050℃）は、コークス炉から排出されたチャンバーの塔頂
に運ばれて投入され、塔内を降下しながら塔底から吹き込
まれる循環ガスと熱交換されて、約200℃まで冷却された
後、塔底から排出される。一方、800℃以上にまで昇温され
た循環ガスは、ボイラーで高温高圧の水蒸気を発生させ、
除塵器でダストを除去された後、再度チャンバーに送られ

て循環利用される。発生した水蒸気は、プロセス蒸気や発
電用に利用される。

能力

投入コークス温度

出口コークス温度

送風入口温度

送風出口温度

蒸気発生量

蒸気圧力

蒸気温度

総風量

56t/h

1000～1050℃

200℃

170℃

800～850℃

25t/h

40kgf/cm2

440℃

84,000Nm3/h

項　目 会社名

新日本製鐵

新日鐵化学

北海製鉄

JFEスチール

住友金属工業

関西熱化学

中山製鉄所

大分

大分

八幡

名古屋

名古屋

名古屋

君津

君津

室蘭

東日本

（千葉）

東日本

（京浜）

西日本

（倉敷）

西日本

（福山）

鹿児島

和歌山

加古川

船町

No.1,2

No.3,4

No.4,5

No.1,2

No.3

No.4

No.1,2,3

No.4,5

No.5,6

No.5

No.6,7

No.1

No.2

No.3,4

No.5,6

No.4

No.5

No.3

No.1ABCD

No.2AB

No.2CD

No.6

No.1,2

No.3,4

No.2

190＊1

180＊1

175＊1

106＊1

96＊1

129＊1

110＊3

170＊1

108＊1

100＊1

56＊3

70＊5

70＊3

100＊2

130＊1

125＊1

200＊1

185＊1

195＊1

150＊1

130＊1

100＊1

140＊1

150＊1

58＊1

112.0

92.5

120.0

65.0

65.0

71.4

60.0

108.0

56.5

50.0

30.0

39.0

39.0

64.9

85.0

69.0

116.5

111.7

100.0

65.0

65.0

60.0

84.0

98.0

31.0

95

93

75

117

117

117

95

95

64

52.5

25.0

20

20

99.0

99.0

105

85

86

105.0

105.0

105.0

102

112.0

112.0

65

520

520

495

525

525

525

520

520

490

436

228

280

280

330

330

540

520

523

545

545

545

540

556

556

490

S63.10

S60.8

S62.2

S60.9

H7.7

S57.2

S57.10-S58.8

S63.1

S56.7

S56.4

S52.1

S51.9

S54.7

S58.8-9

S61.1

S61.4

H2.2

H9.1

S61.3

S59.1

S56.11

H6.4

S62.6

H10.10

H3.5

事業所 対象炉団 コークス処理量
（t/h）＊基

事業所
蒸気（t/h） 圧力（kg/cm2） 温度（℃）

稼動年月数　値

水分（％）

灰分（％）

揮発分（％）

平均粒度（mm）

粉率（カッタ後）（－15mm％）

気孔率（％）

DI　  （％）

DI　  （％）

小型反応後強度（％）

2～5

11.35

0.50

65

10

49

83.5

12.9

50

0.1～0.3

11.39

0.41

55

13

48

85.5

17.9

52

項　目 湿式消火 乾式消火

150
15

150
15

濃度（％） 10～15 8～10 2～3 70～75
ガ　ス CO H2CO2 N2

表-1　CDQ操業データの一例 表-4　CDQ設備

表-2　CDQコークス品質の比較

表-3　循環ガスの組成

B-07-05. コークス乾式消火設備技術（CDQ）

技術概要

1. 概要

図-1　エネルギー回収バランス



日本のクリーン・コール・テクノロジー

Clean Coal Technologies in Japan 96

CDQはエネルギーの有効利用につながる環境にやさしい
技術として、日本では多くの製鉄所、コークス炉に設置さ
れている。
NEDOのモデル事業の実施により、中国でもCDQの有効
性が認知され、2000年には中国政府の国家第10次5カ
年計画で普及目標に定められている。
漢方・北京・承徳・杭州の製鉄所等においては、すでに日
本のCDQ設備が導入されている。

アジア地域では、今後も粗鋼生産量の増大が見込まれて
おり、中国やインドにおいて、CDQの普及に向けた努力が
行われている。CDQは京都議定書で定められたCDMプロ
ジェクトとして、日本の「京都議定書」の目標達成に貢献す
ることができる確立した技術の一つである。

この技術は、日本の全コークス炉49炉団（2013年末）中の
46炉団に設置された。また、CDQは赤熱コークスの顕熱
回収だけでなく、品質向上効果もあるため、日本ばかりで
なく、中国、インドにも普及している。

4. 実用化の状況

シナリオと効果

CDQプロジェクトでのCO2排出量

ベースラインによるCO2排出量

予測されたCO2排出削減量

CO2排出量
（t・CO2/y）

1,771,569

1,908,311

136,742

2. CDQシステムの特徴

従来方式
コークス炉から押し出された赤熱コークスは散水冷却され、その冷却に用いた水は水蒸気となり
大気中に放散される。赤熱コークスの熱エネルギーは水の蒸発熱として失われ、且つコークス粉
塵の飛散という問題も生じる。

CDQ

閉鎖系内で循環するガスによって赤熱コークスが冷却されるため、コークス粉塵の飛散がなく、
かつ、放散されていた赤熱コークスの熱エネルギーがボイラーにて水蒸気として回収され、利用
されるため、化石燃料の使用量が低減でき、CO2排出量が削減され地球温暖化防止にも貢献す
ることになる。

図-2　CDQプロセスフロー

3. コークス乾式消火設備（CDQ）の普及
表-5　CO2削減量

（期待される省エネルギー効果　発生蒸気の回収熱量＝604.3Tcal/y）
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B. 高効率利用技術

高温のコークス炉出口ガスを改質器に通し、タール分の大
部分を合成ガスとして、その高温ガスから熱回収を行う。

また、改質して生成したガスの組成が、メタノールやDME
を合成するのに適切な組成に制御する。

既存の化成品回収用のガス精製工程をもつコークス工場
に対し、本技術を適用して改質ガスを製造し、メタノール
生産設備を導入してメタノールを製造した場合、タールの

精製処理に必要であった設備が不要となり、脱硫設備の
みに簡略化され、多大な省エネルギー効果が創出されるこ
とになる。

高温石炭乾留ガスがもつ顕熱を利用して無触媒で石炭乾
留ガスを改質するパイロットプラント試験は終了してお
り、複数門の炉からのガスを安定して処理する改質器とそ
のシステム検討及び安全運転のための制御方法の検討が
技術課題である。
本技術は、老朽化が進むコークス炉の設備更新時期に対
応するため、2009年度にパイロットプラント試験を終
了し、次のステップである実証試験の基本計画まで作成
した。しかし、現時点ではコークス炉の延命技術の進歩
により、更新時期が延びている上に、日本の大半のコー
クス炉は一貫製鉄所に設置され、石炭乾留ガスを全て製
鉄所内で活用するような設備構成になっており、本技術
はコークス炉の設備更新時でないと導入しにくく、国内
での実施が難しい状況になっている。従って、実証試験

を日本でなく、中国で実施するために、実証サイトを探
しているが、現時点では適切な候補が見つかっていない。
しかしながら、地球環境に対する厳しい目とコークス製造
の効率化から、中国などの旧型の副産物非回収型コーク
ス炉が廃止に追い込まれており、地球環境に適合し、高付
加価値製品を製造できるコークス関連技術の開発が切望
されている。中国内陸部（山西省等）の石炭産出地における
コークス生産は増加の傾向にある。一方、都市ガス用とし
ても使用されていた石炭乾留ガスは、都市ガスの高カロ
リー天然ガスへの転換が進む中、その使用量は減少傾向
をたどっている。改質器で生成される合成ガスから製造さ
れるメタノールやDME等の液体燃料は、液体燃料が不足
している中国内陸部にとって貴重なエネルギーとなること
から、本技術の市場性は大きいと考えられる。

3. 技術開発の目標

4. 開発の効果

5. 今後の課題と実用化の見通し

B-07-06. 無触媒石炭乾留ガス改質技術（COG改質技術）

技術概要

コークス炉から発生するタール分を含む高温の石炭乾留
ガスを、その顕熱を有効利用して触媒を用いることなく部
分酸化反応と水蒸気改質反応により改質し、メタノールや
DMEなどの液体クリーン燃料に工業的に転換できる合成

用ガスを製造する技術を開発し、環境負荷低減及びエネ
ルギーの有効利用を図る技術である。コークス炉出口に設
置される改質器とその制御システムの開発が中心である。

近年、世界、特に中国の鉄鋼需要の急激な伸びと、コーク
スの世界的な不足と価格上昇が顕在化しつつある。このよ
うな中、日本でもコークス炉の新設や増設、さらに、老朽
化炉の改修による延命化が図られるようになり、コークス
製造に関連した様々な技術革新が求められている。従来技
術においては、石炭乾留ガスに含まれるタール分の析出や
コーキングを避けるため、石炭乾留ガスを急冷してタール

分を水溶液で回収している。このため、高温石炭乾留ガス
の持つ顕熱エネルギーの有効利用がなされていなかった。
本技術は、コークス製造の副産物として発生する石炭乾留
ガスについて、乾留時に持つ顕熱エネルギーを含め石炭資
源が持つ様々な側面を高度利用化していくもので、現代の
エネルギー・資源の有効利用という時代背景に即したもの
である。

1. 技術の概要

2. 技術開発の必要性
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B-07-07. コークス炉ガスの有用利用技術

技術概要

石炭をコークス炉で乾留してコークスを生産する際に発
生するコークス炉ガス（COG）は、主として製鉄所の加熱
炉の熱源や、火力発電用燃料として利用されている。COG
の組成は、約6割が水素、3割がメタン、1割がCOであり、
単に燃料としての利用に留まらず広汎な利用の可能性を
内在している。　COGの有用成分を単に燃料として利用
するのではなく、化学原料としてのベンゼンに転化するこ
とは、COGの付加価値を高めるだけでなく、石油化学の

アップストリーム確保のために必要である。
このため、COGと、種々の燃焼排ガスから回収したCO2を
原料とし、化学原料として経済的に競争力のあるベンゼ
ンを生産する技術を開発することを目的として開発が行
われた。この技術によって、COGの高付加価値化だけでな
く、石油からのベンゼン製造法と異なり、ベンゼンを単産
できることから、石油化学の問題点である連産品の制約か
ら開放され、また、CO2排出量削減に繋がる。

この技術はCOGと種々の燃焼排ガスから回収したCO2を
原料とし、メタン化によりメタンを生成した後、メタンを
原料として脱水素芳香族化反応によりベンゼンを製造す
る技術である。この技術を構成する要素技術は以下の通り
である。
① CO2回収技術：発電所等の低CO2濃度排ガスからCO2

を回収する実機運転技術を確立する。
② メタン化技術：ベンゼン合成工程の上流にあるメタン

化工程は、圧力差により生じるエネルギーロスを減らす
ため、ベンゼン合成工程の圧力に近い低圧メタン化技
術を確立する。

③ メタンから直接ベンゼンを合成する技術：この技術で
は触媒によるベンゼン合成を想定しており、実機におけ
る経済性を大きく左右する触媒の転化率の向上と選択
率の向上を図る。また、触媒の耐久性の向上を目指した
触媒開発と、低反応温度化に導く反応系の探索も重要
である。

④ ベンゼン分離技術：設備面、運転面で安定した工業的ベ
ンゼン分離技術を確立する。

この技術は、COGの高付加価値化、ベンゼン製造量の最
大化と、電力産業、石炭産業、石油産業等の、CO2排出量の
削減が同時に図れ、産業間連携による極めて有望な石油
化学アップストリームの確保が達成できる。
現時点では、上記の無触媒石炭乾留ガス改質技術を検討

中であるが、コークス炉ガスは、水素含有量が50～60％
と高く、水素源の一つになる可能性がある。今後、水素利
用技術開発の進展に合わせてコークス炉ガスから高純度
水素ガスの分離等の新たな技術開発テーマを検討する必
要が出てくると思われる。

1. 技術開発の背景と概要

2. 要素技術

3. 今後の課題及び実用化の見通し
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B. 高効率利用技術

研究開発者

事業の種類

開 発 期 間

B-07-08. 製鉄プロセスからのCO2排出削減、分離・回収技術（COURSE50）

製鉄所からのCO2排出量を約3割削減する。そのため、以
下の技術開発を行う。
ア． 石炭を原料とするコークス製造時に発生する高温の

コークス炉ガスに含まれる水素を増幅し、コークスの
一部代替に当該水素を用いて鉄鉱石を還元する技術

（高炉からのCO2排出削減技術）を開発する。
イ． 高炉ガスからCO2を分離・回収するため、製鉄所内の

未利用排熱を活用した革新的なCO2分離・回収技術
（高炉からのCO2分離回収技術）を開発する。

鉄鋼業は我が国のCO2発生量の約14％を占めているが、
鉄鋼業からのCO2の約7割が高炉を用いた製鉄プロセス
から発生している。
日本の製鉄技術は世界最高水準のエネルギー効率を誇
り、省エネルギーも極限に達しているため、製鉄プロセス

からのCO2削減を狙うには、革新的な技術の開発が必要
である。
本技術開発により、日本全体のCO2排出量の大幅な削減
が可能である。

（1） 鉄鉱石還元への水素活用技術
コークスによる鉄鉱石還元に加え、還元速度の速い水素に
よる鉄鉱石還元をバランス良く制御するため、高炉への各
種ガスの送風操作技術と原料等の装入物操作技術を確立
する。

（2） コークス炉ガス改質技術
コークス炉ガスの熱エネルギーを活用すると共に、触媒を
用いてコークス炉ガス中のタールの熱分解を促進するこ
とで、水素量を増大させる。

（3） コークス改良技術
鉄鉱石を水素還元することにより減少したコークス量で、
高炉内での鉄鉱石の還元反応に必要な通気性を維持でき
るようなコークス強度を有し、かつ鉄鉱石還元に適した
コークス反応性を両立するコークス製造方法を開発する。

（4） CO2分離・回収技術
高炉ガスからのCO2分離回収コストの低減を可能とする
ため、化学吸収法および物理吸着法の特性向上を進める
とともに、分離回収技術と未利用エネルギーを有効に利用
する技術の最適化プロセスを開発する。

（5） 未利用排熱活用技術
製鉄所内で発生している未利用の低温排熱および製鋼ス
ラグ顕熱を有効利用するための熱回収技術を開発する。

（6） 試験高炉によるプロセス評価技術 
フェーズⅠステップ1で開発された要素技術を統合した水
素還元の効果を最大化するためのプロセス評価技術を確
立する。

（7） 全体プロセスの評価・検討 
製鉄プロセス全体の最適化を検討し、製鉄所からのCO2

排出量30％削減を可能にするための総合的な評価、検討
を行う。

（独）新エネルギー・産業技術総合開発機構、（株）神戸製鋼所、JFEスチール（株）、新日鐵住金（株）、
新日鉄住金エンジニアリング（株）、日新製鋼（株）

環境調和型製鉄プロセス（STEP2）（NEDO委託事業）

フェーズⅠ・ステップ1　2008～2012年度　要素技術開発
フェーズⅠ・ステップ2　2013～2017年度　要素技術を統合した総合技術開発

技術概要

1. 目的

2. 必要性と効果

3. 開発技術
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COURSE50事業の開発スケジュールを図-1に示す。
フェーズⅠ・ステップ2では、要素技術をブラッシュアッ
プすると共に、10 m3規模の試験高炉（出銑量35 t/d）を建

設し、操業運転を通じて要素技術を統合した総合技術開
発を行い、実証規模試験を行うフェーズⅡへ繋げる。

（1） 鉄鉱石還元への水素活用技術
種々の複合ガス吹込プロセス等の定量評価

（2） コークス炉ガス改質技術
触媒の活性劣化対策技術の開発
コークス炉ガス中メタンの部分酸化を利用した改質技術
の開発
コークス炉ガスを長期間連続的に改質する長期連続運転
技術の開発

（3） コークス改良技術
高性能粘結材を用いたコークスの反応性と強度を制御す
るコークス製造技術の開発
試験高炉で使用するためのコークス製造

（4） CO2分離・回収技術
CO2分離回収エネルギーを低減した高性能吸収液の開発
実機相当の吸着層高での物理吸着システムの効率化

（5） 未利用排熱活用技術
低温ガス、高温固体顕熱からの熱回収技術の開発
点在する熱源からの熱回収ネットワーク構築

（6） 試験高炉によるプロセス評価技術 
（1）～（5）の連携の検証と炭素消費量を最小化するための
操業条件把握
フェーズⅡの100m3規模高炉建設に向けたスケールアッ
プデータ取得

（7） 全体プロセスの評価・検討 
製鉄所からのCO2排出量30％削減を可能にするための製
鉄プロセス全体の最適化検討

4. 現在の状況と開発スケジュール

5. 技術課題

図-1　COURSE50の開発スケジュール

図-2　COURSE50の事業概要
図-3　COURSE50　概略プロセス

             

フェーズⅠステップ1 200 2012

フェーズⅠステップ2 (2013-2017

水素による鉄鉱石還元と高炉ガスからの
CO2分離回収 等の要素技術開発

10 3試験高炉を主体とした
「水素還元とCO2分離回収を
統合した総合技術開発」

実用化開発

フェーズⅡ

実用化･普及

事業費 100億円

事業費：1 0億円規模

※CO2貯留に関するｲﾝﾌﾗ整備と
実機化に経済合理性が確保
されることが前提

高炉関連設備の更新ﾀｲﾐﾝｸﾞを踏まえ､
2050年頃までに普及を目指す

    ：試験高炉 建設開始
：試験高炉 完成・試運転

～：試験高炉 操業・データ取得

CO2削減目標
約30%

(a)+(b)＝

(a) 高炉からのCO2削減技術

(b) 高炉ガスからのCO2分離回収技術

コ
ー
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炉
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B. 高効率利用技術

研究開発者

事業の種類

開 発 期 間

B-07-09. フェロコークス

高炉内還元反応の高速化・低温下機能を発揮する革新的
製銑プロセス（低品位炭と低品位鉄鉱石の混合成型・乾留
により生成されるコークス代替還元剤：フェロコークス）
及びその操業プロセスを開発し、製銑プロセスの省エネル

ギーと低品位原料利用拡大の両立を目指す革新的技術の
開発を行う。これら技術により、現行高炉操業に対して最
大約10％の省エネルギー及び約20％の高品位炭使用量
削減を実現する。

我が国の鉄鋼業界は、長期的かつ安定的な原料調達が重
要課題で、中長期的に大幅なCO2排出削減が求められて
おり、この課題解決のための実用化技術となりうる。
フェロコークスは、成形、乾留によりコークス中に金属鉄
を分散させた高炉原料であり、低品位石炭、鉄鉱石を活用

できることから、資源確保戦略に寄与する。また、金属鉄が
高炉での還元反応速度を速めるため、従来よりも少ない
コークス量で酸化鉄を還元でき、CO2排出量の大幅削減と
省エネルギーを実現できる。

ア．新規バインダー 
本プロジェクトでは、従来バインダー（石油系ASP）とは異
なる、安価かつ資源量に制約のない石炭溶材抽出物でバ
インダーを製造している。このバインダーの使用により、
石炭粒子の接着性が改善され強度が向上する。

JFEスチール（株）、新日鐵住金（株）、（株）神戸製鋼所

NEDO委託事業、METI製鉄課1/2補助事業

（公的支援） 2009～2010年度（NEDO委託事業）、2011～2012年度（METI補助事業）

技術概要

1. 開発の目的

2. 開発の必要性と効果

3. 要素技術 

図-1　プロジェクト概要
（出典：第1回 資源対応力強化のための革新的製銑プロセス技術開発プロジェクト事後評価検討会　
資料5「資源対応力強化のための革新的製銑プロセス技術開発事業の概要について」）

イ．高炉操業プロセス
フェロコークスのガス化挙動を高精度で表現可能な反応
モデル及び高炉数学モデルの構築により、フェロコーク
スの最適な配合量及び炉内配置の適正化を行うことがで
きる。
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研究開発スケジュールを図-2に示す。2009～2010年は、
ラボ試験機によりフェロコークスの組成・構造条件の探索
及び小型ラボ乾留実験が実施された。ラボスケールのデー
タを基に2010～2011年にパイロット規模の設備を建設
され、2011～2012年にフェロコークスの最適成型条件及
び新規バインダーの適用試験が、また、長期製造実験によ
りフェロコークスの強度及び高品位炭の使用量の削減に
ついての検証がなされた。さらに、フェロコークスを用いた
場合の操業条件の検証結果を踏まえ、実際に高炉で使用
した際の省エネルギー及びコークス使用量の削減割合が

確認された。今後も実用化に向けた研究開発が行われる。
現状の技術課題は以下の通りである。

（1） フェロコークス製造技術
混練成型整備及び乾留炉のスケールアップ。
新規バインダーの最適製造条件の決定、及び実機製造設
備の設計。

（2） 高炉操業技術
フェロコークスの粒径に応じた最適装入法の確立。
フェロコークス使用量を増加した場合の高炉内の通気抵
抗の確保及び炉頂温度低下防止対策の確立。

4. 現在の状況と開発スケジュール

図-2　研究開発スケジュール
（出典：第1回 資源対応力強化のための革新的製銑プロセス技術開発プロジェクト事後評価検討会　資料5「資源対応力
強化のための革新的製銑プロセス技術開発事業の概要について」）
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C. CO2対策技術

HyPr-RING法は、石炭ガス化炉内に直接CO2吸収剤であるCaO
を添加し、生成するCO2をCaCO3として固定することで、一つ
の炉内で水素を生成する方法であ
る。CaOとH2Oとの反応により熱
が発生し、反応に必要な熱が炉内に
供給されるので、熱的にも大きなメ
リットを有している。
HyPr-RING法 は 乾 式CaO脱 炭 酸
剤を使用し、高温（加圧）炉内でCO2

を吸収する。その際、CO2吸収熱は
700-800℃の熱エネルギーとして
放出され、水素生成反応に共される
ので、炉内温度維持のための石炭の

研究開発者

事業の種類

開 発 期 間

C-06-01. 石炭利用CO2回収型水素製造技術（HyPr-RING）

石炭は、世界的にもっとも豊富に存在するエネルギー資源であ
り、経済的にも優れていることから、重要な一次エネルギーとし
て使われている。経済成長、人口増加に伴い、今後もその使用量
は増加することが予想される。
一方、CO2による地球温暖化をはじめとする地球環境問題の解
決が人類に課せられた課題となっており、石炭をクリーンにかつ

より効率的に使う技術、特に、CO2削減に貢献する技術が強く求
められている。
本技術はそのような要求に応える技術として、将来の水素エネル
ギー社会に必要な水素を石炭から製造し、供給し、同時にCO2の
回収を可能とする技術として現在実用化に向けて開発を進めた。

（一財）石炭エネルギーセンター、（独）産業技術総合研究所、（株）IHI、
バブコック日立（株）、三菱マテリアル（株）、日揮（株）

石炭生産・利用技術振興補助事業

2000～2007年度（8年間）

技術概要

1. 概要

2. 原理

図-2. HyPr-RING水素製造プロセス

石炭
吸収剤
水

高圧反応装置

浄水装置
吸収剤

再生装置

石炭灰

図-1　HyPr-RING水素製造 
プロセス

HyPr-RING 
(CaO吸収法)

部分化
（モノエタノールアミン吸収法）

炭素の発熱量（C→CO2）
CO2の吸収エネルギー
CO2/H2生成比
生成H2/モル当りの
CO2分離エネルギー
放熱量

393 kJ/mol
178 kJ/mol 
0.5 mol/mol

89 kJ/mol

973-1073 K

393 kJ/mol
84.5 kJ/mol 
1 mol/mol

84.5 kJ/mol

about 323 K

表-1　CO2分離エネルギー

燃焼熱や外熱は不要である。
また、CO2吸収後のCaCO3はカ焼（再生）によって再びCaOに
戻されるが、その際に必要な熱エネルギーの50-80％はCaOの
化学エネルギーに変わり、再びガス化炉内で使われる（図-1と
表-1）。

1）冷ガス効率
HyPr-RING法は低温（600～700℃）条件でガス化し易い部分をガ
ス化して水素に転換し、残った反応し難いチャーはCaCO3のカ焼
の燃料として利用する。この場合、純CO2を回収するためには、酸
素による燃焼を行う必要がある。図-2には流動層ガス化炉と内部
燃焼式カ焼炉から構成されたプロセスの例を示す。生成ガス組成
がH2 95%とCH4 5%の場合で、冷ガス効率は約0.76となった。
2）ガス炉内の温度分布
反応器の入り口（I）ではCO2濃度が低いため、CaOが先ずH2Oと
反応してCa（OH）2になり、石炭の熱分解に熱を提供する。さら
にCO2分圧の高い領域でCa（OH）2がCO2を吸収しCaCO3にな
り、熱を放出する。この熱はチャーガス化反応に利用される。

3）CaO吸収剤利用の問題点及び解決策
高温シンタリングによるCaOの活性低下を防ぐため、炉内で、
Ca（OH）2を 経 由 し て
CO2を吸収する方法を
採用する。さらに、カル
シウム鉱物の共晶溶融
を防ぐため、できるだけ
低温でのガス化を採用
する。この場合、発生す
る未反応炭素は、CaO
の再生用熱源として利
用できる。

3. HyPr-RINGのプロセス

図-2　HyPr－RINGのプロセス

本プロジェクトは2000年度からスタートし、バッチ、半連続装置に
よる試験を経て、プロセス構成の確認及びFSを実施すると共に、必
要な各種要素試験を実施した。
2003年度から50kg/d（石炭ベース）の連続試験装置を製造して連
続試験を実施した。当時の水素利用技術及びに石炭ガス化炉の開
発状況を考慮して2007 年度の5t/dの概念設計までで終了とした。

4. プロジェクトの概要

●参考文献
1） 林石英，鈴木善三，幡野博之，特許第2979149 （1999）
2） Energy Technology and the Environment, Editors: A. Bisio and S. Boots, John Wiley & Sons, New York, 1995

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

（1）要素試験

（2）設計データ取得

（3）50kg/d連続試験装置試験

（4）FS

項　目

中
間
評
価

最
終
評
価

表-2　開発スケジュール
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研究開発者

事業の種類

開 発 期 間

C-06-02. 燃焼ガスからのCO2回収技術（Post Combustion）

石炭火力発電所や製鉄所から排出されているCO2を分離
回収する技術を開発する技術で現在、もっとも現実的な技
術として、アミン吸収法、チルドアンモニア法等があるが、
現状では消費エネルギーが大きく、コスト高であるので、

大幅な消費エネルギーの削減とコストの低減が求められ
ている。膜分離法や固体吸着剤による方法等も開発されて
おり、よりエネルギー消費が少なく、コストも安い技術が
必要である。

重工メーカー及び電力会社

自主事業

1990年～

技術概要

1. 概要

地球温暖化の観点から、発電システムから排出するCO2

を回収・貯留する技術について、商用プラントとして大規
模にCO2を分離回収する方法としてアミン吸収や膜分離
技術が世界各国で開発されている。開発ターゲットとし
て、大幅なコストダウンやシステムの最適化、使用するア

ミンの最適化などを追及することにより発電所所内率を
大幅に削減（10%以下）することが求められている。本技術
の効果として、従来型微粉炭火力発電に比べてCO2発生
量を最大で90%削減する効果が期待される。

三菱重工、東芝、日立製作所、新日鉄住金エンジニアリ
ング等が、パイロット規模（10～30t/d）までの試験を実
施した。

さらに三菱重工は米国サザンカンパニーと共同で石炭火
力発電所からのアミン吸収法によるCO2分離回収実証試
験（500t/d）を実施する。

CO2を石炭火力から分離・回収して帯水層へ貯留する
CCS（Carbon Capture and Storage）技術は、大型実証試
験（1,000～3,000t/d）を2020年頃に実施し、消費エネル
ギーとコストの大幅な削減を実証した後の2030年頃に
本格的に市場導入されると想定している。
これに先立ち、2014年、三菱重工が、米国テキサスで、既
設石炭火力発電所からの燃焼排ガスCO2を分離・回収
し、回収したCO2を老朽油田に注入する、原油の増進回収

（EOR）プロジェクト用のCO2回収設備を受注した。（CO2

回収能力は約5,000t/d、CO2回収率90%）。プラントのイ
メージ図を図-1に示す。石炭火力由来のCO2をEORに利
用するプロジェクトは世界初である。これは、同プロジェ
クトが、EORによる回収石油収入を一部事業採算に取り
込むビジネスモデルで商用化が実現した例であり、回収し

たCO2の価格が不透明なCCS目的のプロジェクトでは、
さらなるコスト削減が必要となる。

2. 技術の必要性

3. これまでのプロジェクト状況

4. 市場導入時期

●参考文献
1） Baden Firth，MHI PCC Progress and challenges，2014 National CCS Conference
2） 江上法秀ら，CO2分離回収技術の火力発電プラントへの適用，東芝レビュー Vol.68 No.11（2013）
3） 河崎照文ら，環境調和型石炭火力発電に向けた取り組み，日立評論2010年4月号

図-1　石炭燃焼排ガスを対象としたCO2回収プラントのイメージ図
（出典：三菱重工HP）
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C. CO2対策技術

EAGLEプロジェクトは、電源開発（株）がNEDOと共同で
1998年度から試験に取り組んできたプロジェクトで、石
炭処理量150t/dのガス化炉のほかに、CO2分離・回収設
備を併設している。図-1にEAGLE設備システムフローを
示す。また、写真-1にEAGLE設備外観を示す。EAGLE開
発スケジュールのStep-1では、酸素吹き石炭ガス化技術

の開発を所期の目標を達成して完了した。その後、Step-
2,3で、発電システムからCO2を効率的に分離回収する試
験が行われた。このCO2分離回収にEAGLEプロジェクト
では世界で初となる「化学吸収法」と「物理吸収法」という
2方式の回収設備を併設した。本編ではStep-2,-3におけ
るCO2分離・回収試験の概要を記述する。

2. 目標と達成状況

研究開発者

事業の種類

開 発 期 間

C-06-03. 石炭ガス化からのCO2回収技術（Pre-Combustion）

中長期的な石炭利用拡大に向けて課題となっているCO2

貯留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は、エネルギーセキュ
リティの確保ならびに環境影響負荷低減に貢献するため
にも重要な要素である。総合資源エネルギー調査会需給部
会（平成17年3月）の「2030年のエネルギー需給展望」の
中では「2030年においても、化石燃料は引続き我が国の
一次エネルギー総供給の相当部分を占めると見通されて
いる」、「炭素隔離も石炭の利用などに当たって環境面の問
題を克服し、エネルギー選択の幅を大きく広げる技術とし

て重要であり、エネルギー供給面でもこうした技術による
対応を思い切って進める必要がある。」とされている。
石炭ガス化、とりわけ酸素吹き石炭ガス化プロセスから生
成される合成ガスは、CO,H2を主成分とする高圧ガスで
あり、COシフト反応を組み合わせることにより高濃度の
CO2が生成され、合成ガスからCO2の分離が比較的容易
である。本技術は、CO2貯留並びにモニタリング技術と一
体となり実施できるものであり、広くはこれら技術の確立
が課題となる。

（独）新エネルギー・産業技術総合開発機構、電源開発（株）

NEDO共同事業

EAGLE Step-2：2007～2009年度（3年間）、EAGLE Step-3：2010～2014年度（5年間）

技術概要

1. 技術開発の必要性

図-1　EAGLE設備システムフロー 写真-1　EAGLE設備外観

（1） Step-2（2007～2009年度）における取り組み（化学吸
収試験）

EAGLE Step-2では、石炭ガス化ガスからのCO2分離回
収技術の確立を目指し2008年度下期よりCO2分離回収
試験を開始した。図-2にCO2分離回収設備（化学吸収法）
のシステムフローを示す。吸収液には、化学吸収法として
化学工業プロセスで実績のあるMDEA（メチルジエタノー

ルアミン）系吸収液を選定した。CO2分離回収系統へ送ら
れたガス中のCO2は、吸収塔にてアミン液に吸収され、水
素リッチガスが精製ガスとして取り出される。CO2を吸収
したアミン液は再生系統に送られ、CO2は純度99%以上
を目標としたガスとして回収される。一方、吸収液再生工
程は加熱フラッシュ再生、再生塔再生の2つのモードが試
験できるようになっており、各モードのCO2回収率、純度、
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本試験成果は、酸素吹き石炭ガス化技術によるIGCC/
IGFCの実証運転を実施する大崎クールジェンプロジェ

クトに反映される。
3. 今後の予定

図-2　CO2分離回収設備（化学吸収法）システムフロー

図-3　CO2分離回収設備（物理吸収法）システムフロー

●参考文献
1） 木村直和：EAGLE（酸素吹き石炭ガス化炉）におけるCO2分離回収試験の現状，水素エネルギーシステムVol.32, No.1（2009）
2） 長崎ら：新たな石炭利用技術の事業化への取り組み－酸素吹きIGCC＋CCS－，日立評論2010.04, pp39-42

所要エネルギー量等の比較検証を行うことができる構成
となっている。
化学吸収法によるCO2分離回収方法について、EAGLE 
Step-2の成果を踏まえて、CO2回収型IGCCの性能計算を
行った結果、回収CO2純度99%以上を達成しつつ、効率
損失を従来法の10.8%から7.8%まで改善可能である事
を明らかにした。

（2） Step-3（2010～2014年度）における取り組み（物理吸
収試験）

物理吸収法は、次世代IGCC（1,500℃超級ガスタービン）
を想定した高圧プロセス向けのCO2 分離回収技術であ
り、発電プラントへの適用可能性やエネルギーロスの低減
を目標にシステムの検証を行った。CO2分離回収設備（物
理吸収法）のシステムフローを図-3に示す。

処理ガス量は化学吸収法の設備と同じ1,000m3N/hであ
り、回収CO2純度；98%以上を目標にした。
本設備により、吸収液循環量や温度等を変化させるパラ
メータ変化試験を行い、その後パラメータを最適化する試
験を行って、エネルギーロス低減を達成した。
その成果を踏まえてCO2回収型IGCCの性能計算を行っ

た結果、化学吸収法と比較して相対比10%以上の改善が
可能であることを明らかにした。試算した発電効率（送電
端）は39.2%で、既存超臨界圧石炭火力に匹敵する。
CO2分離回収の技術検証では化学吸収法、物理吸収法と
もに所期の目標を達成した。
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C. CO2対策技術

研究開発者

事業の種類

開 発 期 間

C-06-04. CO2分離型化学燃焼石炭利用技術（ケミカルルーピング）

ケミカルループを利用した化学燃焼技術とは、媒体の化学
変化を介して、燃料をO2ガス（空気）と直接接触させるこ
となく、熱や燃料ガスに転換し、CO2を分離する方法であ
る。空気分離の必要がなく、CO2を回収してもプラント効

率（送電端効率）が低下しない、高効率の石炭火力発電が
期待される。EU、米国では2020年以降のCO2削減に貢
献する燃焼技術として図-1に示すように1-3MWth規模の
パイロットを建設し、実用的な技術開発を進んでいる。

エネルギー基本計画（平成26年4月閣議決定）において
は、石炭火力発電は重要なベースロード電源として位置づ
けられているが、温室効果ガスの大気中への排出をさらに
抑えるため、環境負荷の一層の低減に配慮した石炭火力
発電の導入を進めることとされている。
石炭の利用とともに、CO2を回収し、地下に貯留・固定化
すれば、石炭のゼロエミッション利用が期待される。しか
し、石炭の燃焼排ガスあるいはガス化プラントのシンガス
中からCO2を吸収液によって回収する場合は、ガスの処
理量が多く、CO2の脱着の際には脱塵、脱硫、脱硝等に比

べ非常に大きなエネルギーロスを生じる。本技術は図-2に
示すようにCO2を回収しても送電端効率が低下しない長
所がある一方で、図-3に示すように酸素キャリアの利用に
ともなうコスト及びプラント規模に課題がある。このため、
2030年代の実用化を目指して、低コストの化学燃焼石炭
利用技術CLC技術の基盤研究、パイロット試験及び実証
プラント試験など段階的に研究開発していく必要がある。
流動床ボイラを用いることから、低品位炭やバイオマスを
活用できる。

三菱日立パワーシステムズ（株）、（一財）石炭エネルギーセンター、（一財）エネルギー総合工学研究所

NEDO委託事業

（公的支援）
2007～2011年度NEDO技術開発「次世代高効率石炭ガス化技術開発」における触媒ガス化 

（ケミカルループを用いたCaの触媒的利用ガス化技術）
2012年度～2014年度 NEDO委託調査「CO2分離型化学燃焼石炭利用技術に関する検討」

技術概要

1. 技術開発の目的

2. 技術開発の必要性と効果

（2）高性能のCLC反応装置の開発 

 目的キャリアの性能を最大に発揮でき、且つ高効率、経済性もある循環流動層反応装置

を開発する。 

（3）高効率CLC発電システム開発 

熱交換方法及び周辺設備構成の最適化を行い、高い発電効率且つ低コストでのCO2分離回

収コストを可能とするCLC発電システムを開発する。 

４．現在の状況と開発スケジュール 

2012 年及び 2013 年に NEDO「CO2 分離型化学燃焼石炭利用技術に関する検討」調査

プロジェクトにて、国内外技術開発動向調査及び日本の技術開発ロッドマップ作成を行

った。また、2014 年度の NEDO「CO2 分離型化学燃焼石炭利用技術に関する検討」調

査プロジェクトに採用され、基礎反応条件の明確化、キャリア評価方法の策定、CLC プ

ラント概念設計などを行う予定である。 

５．主な成果 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図１ CLC の原理と特徴 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NG燃焼, NEDO等：内部循環式装置 , 東工大

石炭燃焼/ｶﾞｽ化, DOE_①：65kWth装置 , NETL , $6.5M

DOE_②：3MWth装置 , ALSTOM , $6.2M

DOE_③：25kWth装置 , Ohio大 , $3.9M

石炭燃焼, FP6_ENCAP：10kWth装置, IFP , €22Mの一部

FP7_NOCO2：Pilot装置 , Chalmers大 , €2.5M

RFCP_E‘CLAIR：1MWth装置 , Darmstadt工科大+Alstom ,€6.4M
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・欧米では，政府支援の下，今後も開発を継続

・数MWth規模のパイロット試験の実証段階まで進んでいる
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図-1　国内外における技術開発プロジェクト（プロジェクト名，期間、装置規模，契約者，開発資金額）
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（1）酸素キャリア
低コスト、高反応性、高耐久性のキャリアが本技術におい
て必須である。このため天然及び人工のキャリアを評価
し、最も実用可能なものを選定する必要がある。また、石炭
利用に伴う影響を把握・対策が必要となる。

（2）高性能のCLC反応装置
目的キャリアの性能を最大に発揮でき、且つ高効率、経済
性もある循環流動層反応装置が必要。

（3）高効率CLC発電システム
熱交換方法及び周辺設備構成の最適化を行い、高い発電
効率且つ低コストでのCO2分離回収コストを可能とする
CLC発電システムが必要。

2012年及び2013年にNEDO「CO2分離型化学燃焼石
炭利用技術に関する検討」調査事業において、国内外技術
開発動向調査及び日本の技術開発項目の検討を行った。
また、2014年度のNEDO「CO2分離型化学燃焼石炭利用

技術に関する検討」調査事業においては、CO2回収コスト
2,500円/t-CO2以下を達成するためのキャリアコストや
プラントコストの目標を検討した。

3. 要素技術

4. 現在の状況

図 CO2分離型化学燃焼
CLC：Chemical Looping Combustion

【燃料反応塔における反応】
C + 2MOX  2MOX-1 + CO2 （ ）

発生 （ O ）

【空気反応塔における反応】

2MOX-1 +  O2 ( ）
 2MOX (N2) (発 ）

発生

特徴：
CO2を分離する動力が不要で、
CCSに最適な技術
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図-2　CLCの原理と特徴

図-3　CLCとPCの経済性試算比較
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C. CO2対策技術

研究開発者

事業の種類

開 発 期 間

C-06-05. 微粉炭酸素燃焼技術（Oxyfuel）

石炭燃焼により発生するCO2の排出削減方法として最も
CO2排出削減効果が高い技術の一つに、CO2を回収・貯留
する技術がある。本微粉炭酸素燃焼技術はCO2回収技術
の一つである。また、豪州にて実証プラントが稼動してい
る。酸素燃焼の原理は空気から酸素を燃焼用ガスとして分
離し、その酸素で石炭を燃焼させ、排ガス中のCO2濃度を
90%以上に高め、排ガスを容易に回収できるものである。
図-1に酸素燃焼を用いたCO2回収プロセス概念図を示
す。現在、豪州カライド発電所において、30MWe規模の実

証運転が実施されている（図-2）。酸素燃焼プロセスでは、
CO2を回収できると同時に、大量のN2が排出されており、
これを有効利用することが可能であり、経済的インセン
ティブを創出することになる。よって、石炭利用、CO2貯留

（もしくは利用）、N2の利用となる市場発掘が成果普及の
一つのキーとなる。

電源開発（株）、（株）IHI、三井物産（株）

NEDO委託事業、METI補助事業

1990年代　基礎研究とFS  NEDO委託事業
2006～2015年度（METI事業）

技術概要

1. 技術開発の背景

図-1　酸素燃焼を用いたCO2回収プロセスの概念
出典：JCOAL/CCTワークショップ2012 「プロジェクト紹介 カライド酸素燃焼プロジェクト」電源開発株式会社

図-2　豪州カライドA発電所全景（提供：（株）IHI）
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●参考文献
山田敏彦，カライド酸素燃焼プロジェクト，JCOAL/CCTワークショップ2014
Chris Spero, Callide Oxyfuel Project Update, 2014 National CCS Conference

酸素燃焼プロジェクトは1989年に酸素燃焼ボイラの研
究開発がスタートし、1990年代に基礎研究とFSが行わ
れた。2004年から豪州のパートナーと共同で既存の発電
所を対象としたFSを行い、2008年に実証プロジェクト
が開始された。酸素燃焼運転は2012年6月に開始され、
2015年2月時点での酸素燃焼運転時間は10,000時間
以上、CO2回収設備稼働時間は5,500時間以上を達成
した。
本プラントは、現在世界で唯一稼動しているCO2回収型
酸素燃焼発電プラントであり、運転データの蓄積および各
種試験を実施している。以下に主な成果を示す。

・ 目標CO2濃度：55wet%（70dry%）以上達成
・ Inlet-O2濃度変化試験、石炭変化試験などを実施し、酸

素燃焼ボイラに関わる特性確認、微量成分の挙動確認
などを実施。

・ パイロット試験結果と同様、NO排出量の低減（半減以
下）、灰中未燃分の半減を確認。

・ 酸素燃焼ボイラの運用性を高めるため、50%負荷付近
までの運転および燃焼切替動作の最適化を実施。

・ CO2回収設備では、プロセス内微量成分の挙動を確認
すると共に、製造CO2純度が99.9%以上であることを
確認。

酸素燃焼技術普及の実現性には、酸素製造コストが大きな
課題であり、極力安価で効率的な酸素製造法が必要であ
る。CO2回収装置については、用途などに応じ必要なCO2

性状に応じたプロセスの最適化およびコストダウンが課
題であり、プロセス全体として、90%以上のCO2回収率の
達成が目標の目安となる。
また、酸素製造装置から排出されるN2の有効活用と回収
されるCO2の利用が可能な場所で、商業的に成り立つ案

件の創出が必要とされている。
今後のプロジェクト計画及び市場導入時期としては、以下
のスケジュールを想定している。
2014年　 酸素燃焼CO2の貯留圧入試験実施
2014～2015年 カライドプロジェクト成果まとめ
2014～2017年 商用規模プラント案件発掘、 

FS/FEEDの実施
2020年　 酸素燃焼プラント商用化実現

2. 技術開発の状況とこれまでの成果

3. 今後の課題及び商用化の見通し



第2編　技術概要

Clean Coal Technologies in Japan111

C. CO2対策技術

研究開発者

事業の種類

C-10-01. CO2転換技術

現在CO2から生産される化学品は、尿素：1億t/y・世界、
メタノール：100万t/y・世界、ポリカーボネート：300～
400万t/y・世界（ホスゲン法も含む）、その他、メタノール
経由のDME製造、人工光合成による炭化水素製造があ
る。しかし、日本では未だ多くのプロセスが、製造コストが
合わず商用化はされていない。一部、旭化成ケミカルズの
芳香族ポリカーボネートのみが商用化段階である。一般的
には、技術を保有するメーカーは製造コストの安い海外で
の事業化を志向している。化学品への固定化によるCO2削
減に寄与する例として、ホスゲンを経由しないポリカーボ
ネート製造があり、台湾、韓国、ロシア、サウジアラビアで
実プラントが稼動している。

また、将来の化石燃料代替とCO2固定化技術として図-1
に示すようにメタノールが検討されている。しかし課題
として、下記のものがあり、日本では商用化されていない
が、安定かつ高純度のCO2供給源の確保、安価な高性能
触媒開発などの課題が解決されれば実用化の可能性はあ
ると考えられる。
・ 低コスト化（天然ガスからメタノールを製造する場合よ

り2～3倍かかる）
・CO2排出量取引制度の導入
・高純度CO2供給源の確保
・高活性安価触媒の開発（人工光合成）と長期的開発支援
・新規市場の創出

大学、パナソニック（株）、トヨタ自動車（株）、旭化成（株）等

自主事業　文部科学省化学研究費補助金等

技術概要

1. 技術開発の背景

化学プラント技術全般、人工光合成においては触媒技術
が要素技術である。

図-2に示す旭化成のCO2からのポリカーボネート製造
技術は、研究開発着手から約20年の2002年台湾で商
業化された。
国内においては、開発は進んでいるがコスト面から実用化
には至っていない。人工光合成は未だ水素製造に研究の力
点が置かれているところが多く、大学研究の段階である。
たとえば人工光合成に関しては、文部科学省科学研究費
補助金「人工光合成による太陽光エネルギーの物質変換」、
等がある。

2. 要素技術

3. 現在の状況

図-2　副生CO2を原料とする新規な非ホスゲン法ポリカーボネート製造プロセス
出典：「二酸化炭素の直接利用最新技術」出版社：エヌ・ティー・エス; 初版 （2013/04）

図-1　CO2化学的固定化の概念図
出典： 三井化学WEBサイトよりhttp://jp.mitsuichem.com/

release/2008/2008_0825.htm（2013.12.08）
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研究開発者

事業の種類

開 発 期 間

D-08-01. SOx処理技術

硫黄酸化物SOx（主にSO2）の規制については、排出口の
高さおよび地域毎の係数により許容量が定められるK値
規制と地域全体の総排出量を定めた総量規制がある。この
ような規制に対し、1973年、排煙脱硫装置が実用化され、

高性能化およびコスト低減が図られてきた。現在、ほとん
どの微粉炭焚き火力発電所には、湿式石灰石-石膏法を用
いた脱硫装置が設置され、さらには、排水処理を不要とす
る乾式脱硫法の開発が進められ、実用化しつつある。

三菱重工業（株）、バブコック日立（株）、（株）IHI、千代田化工建設（株）、川崎重工業（株）、他

自主技術

1960年代～1970年代

技術概要

1. 背景

（1）	湿式石灰石・石膏法
●概要
石灰石－石膏法においては、前流に集じん、HCl・HFの除
去および冷却を行う除じん塔（冷却塔）を配したスート分
離方式と除じん塔を持たないスート混合方式がある。スー
ト分離方式は、ばいじんなどを含まない純度の高い石膏を
要求する場合に採用される。しかし、現在、低温電気集じん
装置のような高性能な集じん装置が開発され、ばいじん濃
度が低くなっており、設備費の安いスート混合型の採用が
多くなっている。
一方、吸収塔では、水と混ぜた石灰石スラリーと排ガス中
のSO2を反応させ、硫黄分を石膏（CaSO4･2H2O）として回
収する。総括反応は次のようになる。
　CaCO3＋SO2＋0.5H2O→CaSO3･0.5H2O＋CO2

　CaSO3･0.5H2O＋0.5O2＋1.5H2O→CaSO4･2H2O

吸収塔の方式には、図-1に示すようにCaSO3･0.5H2Oの
酸化塔を別置にした方式と、一体化した内部酸化方式が
ある。
現在、設備費、運転費が低減できる内部酸化方式の比率
が年々増加している。吸収塔部での循環吸収液とSO2を
接触させる方式には、吸収液を噴霧するスプレー方式、
グリッド状の充填物の表面に吸収液を流すグリッド方
式、吸収液に排ガスを吹き込むジェットバブリング方式、
吸収塔内で吸収液を噴水状に流す水柱方式などがある。
現状は、酸化塔別置き方式は現状使用されておらず、スプ
レー方式、ジェットバブリング方式、水中方式の3種類が
採用されている。
また、発展途上国用としては、排ガス煙道や煙突下部に設
置できる簡易型も実用化されている。

2. 技術

図-1　石灰石-石膏法脱硫方式概要

D. 排煙処理・ガスクリーニング技術
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（1）	選択接触触媒還元法
研究開発者  三菱日立パワーシステムズ㈱、㈱IHIほか

●概要
アンモニア（NH3）を排ガスに吹き込み、触媒によりアンモ
ニア（NH3）と窒素酸化物NOx（NO、NO2）を選択的に反応
させ、水（H2O）と窒素（N2）に分解する方法である。脱硝装
置では、排ガス中にばいじんが同伴するため、写真-1及び
写真-2に示す格子状および板状の触媒が主に利用され
ている。触媒は、図-1に示すように反応器に充填され、触
媒層入口部に吹き込んだNH3との反応によりNOx（NO, 
NO2）は水蒸気（H2O）と窒素（N2）に分解する。触媒の成分
は、TiO2を主成分とし、活性成分であるバナジウム（V）タ
ングステン（W）モリブデン（Mo）などが添加されている。
　4NO + 4NH3 +O2 → 4N2 + 6H2O
操作温度域は触媒が性能を発揮する350℃である。これよ
り低温では、排ガス中のSO3がNH3と反応し、硫酸水素ア
ンモニウム（NH4HSO4）を生成して触媒表面を覆い、脱硝
性能を低下させる。350℃以上になると、このNH4HSO4

2．技術

D-08-02. NOx処理技術

技術概要

窒素酸化物の規制については、燃料の種類、ボイラの規模
毎に濃度が定められている。しかし、現在はさらに規制が
強化され、硫黄酸化物と同様に地域全体の総排出量を定
めた総量規制が定められている地域もある。このような規
制に対し、1977年、排煙脱硝装置が実用化され、脱硝触媒

の耐久性の改善やコスト低減が図られてきた。脱硝法とし
ては、主にアンモニアを用いて窒素酸化物を分解する選択
接触還元（SCR:Selective Catalytic Reduction）法が用い
られている。

1. 背景

は分解するためSO3濃度に関係なく、高い脱硝性能が得
られる。しかし、400℃以上の高温になるとNH3が酸化さ
れ、それに伴いNH3が減少し、脱硝性能は低下する。また、
脱硝装置からリークするNH3は5ppm以下になるよう設
計され、リークするNH3が多いと排ガス中のSO3と反応
して、NH4HSO4が生成し、空気予熱器で析出することに
より、配管の詰まりが生じる。
脱硝率は、微粉炭焚き火力発電所で80～90%程度であ
る。近年、発電プラントの経済性の観点から、また温暖化
対策、各種環境規制の強化に伴って燃料が多様化する傾
向にあり、石炭とバイオマスを混焼するケースやガスター
ビン発電設備用脱硝装置のニーズも増加している。バイオ
マスとの混焼では触媒の耐久性検証が必要であり、またガ
スタービン発電では起動時或いは低負荷運用など対応し
た触媒、シンプルサイクルガスタービン発電用の高温触媒
の検討が行われている。他方、ボイラ等燃焼設備の大型化
や、高効率脱硝のニーズからNH3の排ガス中への均一な
分散・混合および排ガス流れの均一化を図るため、ガス入
口部におけるガイドベーンと呼ばれる整流板の設置やガ
ス入口部を格子状に分割して、それぞれにNH3注入ノズ
ルを配置するなどの工夫がされている。

写真-2　板状触媒写真-1　格子状触媒図-1　脱硝反応器構造
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（2）	無触媒脱硝法
	 （SNCR:	Selective	Non-Catalytic	Reduction）

研究開発者  中部電力（株）、三菱重工業（株）

事業の種類  自主事業

●概要
図-2に示すように排ガス温度850～950℃のボイラ部に
NH3を吹き込み、触媒を用いずにNOxをN2とH2Oに分解
する方法である。この方法では、触媒が不要でかつ設備コ
ストが低い利点を有するが、NH3/NOxモル比が1.5で脱
硝率は40％程度と低いため、高い脱硝率を必要としない
地域や装置において用いられる。また、選択接触還元法に
比べ、NH3のリーク量が多く、SO3濃度の高い排ガスにお
いては、NH4HSO4の析出に対する対応が必要となる。この
技術は、主に事業用小型ボイラやごみ焼却炉等で用いられ
ている。火力発電所においては、1977年に重油を燃料とし
た中部電力知多火力発電所2号機（37.5万kW）に設置さ
れたのみである。

●参考文献
1） 小澤政弘他，「排煙脱硝装置の最新技術」，石川島播磨技報，Vol.39, No.6, 1999
2） 仙石忠正他，「ボイラ用無触媒脱硝法」，火力原子力発電，Vol.29, No.5, 1978
3） 石炭利用次世代技術開発調査環境調和型石炭燃焼技術分野（高度排煙処理技術）NEDO成果報告書，2002.3
4） 平野雅幸，「大型ボイラ・ガスタービン用排煙脱硝装置の新技術」，火力電子力発電，Vol.50, No.8, 1999

（3）	ラジカル照射法
研究開発者  （財）石炭利用総合センター 

岐阜大学、ウシオ電機、（株）アクトリー

事業の種類 　 石炭生産・利用技術振興費補助金 
（（財）石炭利用総合センター）

 平成17年度科学技術振興機構、 
独創的シーズ展開事業（岐阜大学、ウシオ
電機、（株）アクトリー）

●概要
図-3に示すようにNH3にアルゴンプラズマを照射し、
NH2-やNH2-などのプラズマを生成させて、これをボイラ
内に吹き込むことによりNOxをN2とH2Oに分解する方法
である。目標性能としてNOx濃度10ppm以下を狙った技
術である。
岐阜大学、ウシオ電機、（株）アクトリーで開発が継続して
おり、法的規制が緩く充分な排ガス処理の行われていな
かった中小規模の廃棄物燃焼炉や産業用ボイラなどの有
効な排ガス対策として期待できる。
例えば、平成17年度科学技術振興機構、独創的シーズ展
開事業で研究が継続されている。

図-2　無触媒脱硝法脱硝プロセス

注入ノズル
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図-2　無触媒脱硝法脱硝プロセス

図-3　ラジカルインジェクション法の概要
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研究開発者

事業の種類

D-08-03. NOx処理・水銀酸化型脱硝技術

2013年10月に「水銀に関する水俣条約」が締結され、石
炭火力発電、産業用ボイラも大気への水銀発生源として
リストアップされたため、排出量低減が必須の課題となっ
てきた。またこれに先立ち北米では2013年3月にMATS

（Mercury and Air Toxics Standards）規制案が改訂され、
石炭火力発電所は、遅くとも2016年度より0.013 lb/
GWh（1.2 lb/TBtu）と発電量当たりの規制が始まる事と
なった。規制が先行する北米等においては、既に活性炭噴
霧等による水銀除去技術が実用化されているが、同技術は

設置が容易である反面、運用コストが非常に高い。又、水
銀を吸着した活性炭の廃棄に問題が残る。
石炭火力発電所において従来より設置されてきた環境対
策設備（脱硝、集塵機、脱硫装置）では、本来の目的である
規制物質（NOx、煤塵、SOx）の除去に加え、排煙中に含ま
れる水銀に関しても一定程度除去されている事が知られ
ている。排煙中の水銀除去性能の向上を目的に脱硝触媒の
脱硝性能を維持した上で水銀酸化性能を高める事により、
脱硫装置における除去効率を向上させた。

我が国では火力発電設備に既に脱硝・脱硫・集塵機が完
備されており、現状は規制に対応出来ているとの認識であ
るが、海外発電所で対応の必要があるプラントへは積極的
に技術的優位性を説明している。この触媒での水銀酸化機
能をさらに向上させる目的で開発した「塩化アンモニウム
等ハロゲン注入による水銀除去技術」は設備改造費も少な

く、運用費も大幅に低減できる技術であり、かつ廃棄物が
発生しない。また、塩化アンモニウムは安定した固体であ
り、ハンドリングが容易である。爆発性のあるアンモニア
に代替して、塩化アンモニウムを脱硝における還元剤、水
銀除去における酸化剤として活用する事で、発電所におけ
る環境装置の安全性を高める事もできる。

（1） 高水銀酸化型脱硝触媒（写真-1）：既存脱硝触媒を高
水銀酸化型に入れ替えることで脱硝性能を維持した
まま水銀酸化性能を向上させる技術。

（2） 塩化アンモニウム等ハロゲン注入による水銀除去技
術（図-1）：脱硝触媒の前流に塩化アンモニウム等のハ
ロゲンを注入し脱硝触媒での水銀酸化性能を向上さ
せる、及び脱硫装置における酸化還元電位の制御によ
る水銀飛散防止技術の組み合わせ。

三菱日立パワーシステムズ（株）

自主事業

技術概要

1. 開発の目的

2. 開発の効果

3. 要素技術

写真-1　高水銀酸化型脱硝触媒
（提供：三菱日立パワーシステムズ（株））
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我が国では水銀に対する大気基準は存在するが、発電所
や産業用等個別の排出規制は無い。一方で技術的には、海
外での売込に関し、MATS規制をクリア（既設プラントへ

の導入で80～90％の水銀が除去される）できるものであ
り、高水銀酸化型脱硝触媒は2007年より導入を開始し、
既に5年以上の実績を有する。

4. 実用化の状況

図 -1　石炭火力発電所での排煙中水銀挙動（提供：三菱日立パワーシステムズ（株））
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研究開発者

事業の種類

開 発 期 間

D-08-04. 同時脱硫脱硝技術

湿式脱硫法は、技術的にも完成された方法であるが、多く
の用水および高度な排水処理を必要とする。また、既に実
用化されているアンモニア選択接触触媒還元（SCR）脱硝
法では、高価な脱硝触媒の寿命管理、リークアンモニア対
策が必要となる。そこでこれらに替わる手法として、同時

に脱硫と脱硝を行う乾式同時脱硫脱硝法の開発を進めて
きた。
本技術は同時に脱硫脱硝が可能であるため、特にスペース
の限られた都市型発電プラントにおける総合排煙処理プ
ロセスとして期待されている。

ジェイパワーエンテック（株）

自主事業

1970年代後半～1990年代

技術概要

1. 開発の背景

活性コークスを用いた乾式排煙処理では、脱硫、脱硝、脱
塵、脱ダイオキシンとともに水銀等微量物質も除去され
る。商標名「ReACT」で、ベースとなるのは、活性コークス
製造技術および乾式脱硫プロセス技術である。（図-1）

（1） 吸着工程
吸着塔には、活性コークス（AC）が充填されており、硫黄
酸化物、窒素酸化物、ダストを処理する。硫黄酸化物は、
硫酸、または吸着塔の前段で注入されたアンモニアと反応
してアンモニア塩となり、吸着塔内の活性コークスに吸着
される。窒素酸化物はアンモニアと活性コークスの触媒作
用で還元されて窒素になる。排ガス中のダストは、吸収塔

で捕集・分離される。活性コークスは次に再生工程へ送ら
れる。
a） 脱硫反応 SO2＋1/2O2＋H2O → H2SO4

＜アンモニア共存時＞
　 SO2＋1/2O2＋H2O＋NH3 → NH4HSO4

　 SO2＋1/2O2＋H2O＋2NH3 → （NH4）2SO4

b） 脱硝反応 NO＋NH3＋1/4O2 → N2 + 3/2H2O
 （触媒反応）

　 NO＋NHx-AC → N2 + H2O + OH-AC
　（ACの表面官能基による脱硝）

2. 要素技術

図-1　乾式脱硫プロセス（ReACT）の概要
（出典：ジェイパワーエンテックHPより）
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（1） 更なる低コスト化の実現
本技術は水をほとんど使用せず優れた環境特性を有して
いるが、技術の普及にあたっては、経済性が課題となる
場合がある。特に活性コークスの価格は、市場が小さいの
で調達方法や性能面での低コスト化を図っていく必要が
ある。

（2） 既設プラントへの追設提案
本技術は脱硫・脱硝や微量物質の一括処理が可能である
ことから、スペースの限られた既設プラントへの規制強化
に対しては、本システムの追設が効果的であり、海外も含
めて提案していくことが重要である。

4. 今後の課題

・ 1987年　重質油接触分解装置の排ガス処理装置とし
て実用化1号機を納入

・ 1995年　大型石炭火力向け乾式脱硝装置の1号機と
して、電源開発竹原火力発電所2号機（FBCボイラー、
350MW） に大型石炭火力向け1号機に採用。

・ 2002年、2009年　大型石炭火力向け乾式脱硫装置と

して電源開発の磯子火力発電所新1号機（600MW、他
社製）、新2号機（600MW）に採用。

・ 2013年　米国内発電所WPS社（Wisconsin Public 
Service社）のWeston発電所3号機 （365MW）向けに
本技術採用決定。

3. これまでの実績

（2） 再生工程
吸着塔で硫黄酸化物を吸着した活性コークスは、再生塔に
送られて400 ～ 500℃で加熱再生された後、再び吸着塔
に送られて循環利用される。
　 H2SO4 → H2O＋SO3

　 NH4HSO4 → H2O＋SO3＋NH3

　（NH4）2SO4 → H2O+SO3＋2NH3

　 SO3+ C（AC） → SO2＋1/2CO2 （ACの賦活）
　 3SO3+ 2NH3 → N2+3SO2＋3H2O

　（アンモニアの分解）
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化されている。同
時に、放電方式
による対策も行
われており、電圧
を数ミリセカン
ドオーダーでパ
ルス状に与える
間欠荷電方式や
数十マイクロセ
カンドオーダー
で与えるパルス
荷電方式も実用
化され てい る。
現在、1997年以降に新設された主な微粉炭火力において
は、様々な性状のばいじんに対応できる低温電気集塵器
が採用されている。
図-3に移動電極方式電気集じん装置を示す。一般に集塵
板を槌打したときの機械振動力が使われる。このため固
定電極方式では集じん板表面に薄いダスト層が常に残
り、また槌打時にダストの一部がガス流に乗って流出す
る。移動電極方式ではブラシで捕集したダストを掻き落
すため、集じん板にダストが残らず、集塵極表面が清浄な
ので逆コロナがなく、高抵抗微細ダストを高性能に除去
できる。

D-08-05. ばいじん処理技術・微量元素除去技術

技術概要

ばいじんの規制については、NOxと同様に燃料の種類、ボ
イラの規模毎に濃度が定められている。しかし、現在は硫
黄酸化物、窒素酸化物と同様に地域全体の総排出量を決
めた総量規制が定められている地域もある。このような規
制に対し、日本では1966年初めて横須賀火力発電所（油
焚きボイラ）にアンモニア注入方式の電気集じん器が導入
され、主に火力発電所に導入されている。また、高効率発電

技術として加圧流動床燃焼発電技術や石炭ガス化複合発
電技術の開発が進められ、サイクロンや精密に除去するセ
ラミックフィルター、金属フィルターが使われている。
一方、現在、排水規制におけるホウ素（B）、セレン（Se）の追
加や米国における水銀（Hg）の規制など、微量元素に関す
る規制が強化されつつある。

（1）電気集じん法
研究開発者  三菱日立パワーシステムズ（株）、 

（株）日立プラントコンストラクション、 
住友重機械工業（株）、他

●技術概要
電気集じん法は、図-1に示すように放電極におけるコロナ
放電によりマイナスに帯電したばいじんが、プラス極の集
じん電極に付着する原理を利用して排ガス中のばいじん
を除去する方式である。電極に付着したばいじんは、槌打
ち装置で電極に振動を与え、剥離落下させる。集じん性能
はばいじんの電気抵抗に依存し、見かけの電気抵抗率が
104～1011Ω･cmの範囲の粒子が適しているが、微粉炭火
力においては電気抵抗が高い粒子が多く、高電気抵抗粒
子に対する様々な対策が取られている。
この対策としては、集じん温度の調整がなされている。電
気抵抗は図-2に示すように温度とともに変化する。この
特性を利用し、操作温度を従来の低温電気集塵器（130～
150℃）より高くして350℃にすることにより電気抵抗を
下げて運転する高温電機集塵器、操作温度を酸露点以下

（90～100℃）にして電気抵抗を下げて運転する低低温電
気集塵器が開発・実用化されている。また、集じん極での
ばいじんの堆積による逆電離を防ぐため、集じん極を移動
させてばいじんをブラシで除去する移動電極方式や電極
に液膜を流し、ばいじんを洗い流す湿式電気集塵器が実用

1. 背景

2. 技術

図-1  活性炭法脱硫プロセス

電極

直流高電圧

排ガス
ボイラから

放電電極

捕集された
灰塵

集塵電極

図-1　電気集じんプロセス

図-2　集じん温度と電気抵抗率

　　［移動電極部の構造図］　  ［移動電極方式電気集じん装置構造図］

図-3　移動電極方式電気集じん装置
出典：日立プラントコンストラクションより提供
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（2）微量元素除去技術	
研究開発者  （財）石炭利用総合センター

事業の種類  石炭生産･利用技術振興費補助金

●概要
石炭中に含まれる微量元素の中で、大気に放出される割合
が最も高い物質として水銀が挙げられ、集塵装置や脱硫
装置で除去できない約3割が大気放出されると言われて
いる。また、2価の水銀（Hg2+）はほとんど除去され、排出さ

れる水銀は0価の水銀（Hg）である。この0価の水銀を除去
する方法について、検討が進められている。まだ、基礎研
究段階であるが、石炭利用総合センターは、水銀を吸収す
る物質として活性炭、天然無機鉱物、石灰石など選定して
吸収特性を評価している。この成果として、活性炭やFCC
灰触媒を煙道に吹き込みによる金属水銀除去と排煙処理
装置での除去を組み合わせることにより、容易に水銀を
90％以上除去できることが示されている。

（3）微量成分の高精度分析手法
実　施　者  出光興産（株）、（一財）電力中央研究所

事業の種類  NEDO委託事業

開 発 期 間  2005年～2013年 NEDOゼ ロ エ ミ ッ
ション石炭火力技術開発プロジェクト「石
炭利用プロセスにおける微量成分の環境
への影響低減手法の開発　微量成分の高
精度分析手法の標準化に資するデータ蓄
積と燃焼プロセスにおけるプラント内挙
動の解明」

●技術開発の背景と目的
石炭燃焼排ガスに含まれるガス状の微量物質のうち、ハロ
ゲン、水銀と並んでホウ素（B）、セレン（Se）は揮発し易く、
その環境影響が懸念されている。現在、燃焼排ガス中に含
まれるこれら元素の測定方法のJIS化、ISO化が進行中で
ある。また、石炭火力発電所の排水は水質汚濁防止法の適
用を受け、いくつかの微量物質が規制されている。湿式脱
硫装置は排ガス中のガス状の微量物質も捕集するが、そ
れらが脱硫排水に移行し、排水処理の負担となる場合が
生じており、処理の困難なホウ素、セレンへの関心が高い。
また石炭灰や脱硫副製品である石膏、汚泥等にも微量物
質は含まれ、有効利用や埋め立て等の際の懸念材料にな

る場合がある。
環境への影響低減に必要な燃焼排ガス中のホウ素（B）、セ
レン（Se）の分析方法の確立と、それらのJIS/ISO化及び石
炭燃焼プラント内での挙動解明を行った。
●プロジェクト概要
2005年～2013年に実施した「 ゼロエミッション石炭火
力技術開発プロジェクト／石炭利用プロセスにおける微
量成分の環境への影響低減手法の開発／微量成分の高精
度分析手法の標準化に資するデータ蓄積と燃焼プロセス
におけるプラント内挙動の解明」で分析手法開発を行っ
た。この分析手法は、図-4に示すサンプリング法により、
硝酸酸性過酸化水素水（HNO3（5wt%）/H2O2（10wt%））に
吸収させた微量成分を原子吸光法、あるいは質量分析法
により測定するものである。
・ホウ素（B）、セレン（Se）測定法のJIS/ISOの確立
　JIS：JISK0083-2006の改定（セレン化合物）
　ISO： ISO17211（Selenium）をTC146にてDIS化（2014）

予定
●現在の状況
プロジェクトは完了後、表-1に示すように計測手法のJIS
化、ISO化を継続している。

●参考文献
1） 「火力原子力発電必携第6版」，火力電子力発電協会，2002
2） 佐藤，「高温電気集じん装置の設計と運転実績， 火力原子力，Vol34, No.4, 1983
3） 土屋他，「石炭火力用高性能排煙処理システムにおける低低温EP技術の開発」， 三菱重工技報， Vol.34, No.3, 1997
4） 「石炭ガス化複合発電の実現に向けて」，電中研レビュー，No.44, 2001
5） 石炭利用次世代技術開発調査環境調和型石炭燃焼技術分野（微量元素の測定および除去技術）NEDO成果報告，2003

 

 

 

図１ ガス状ホウ素及びセレンのサンプリング方法 （出典：NEDO 事後評価分科会資料） 

 

 

表１ 実用化の見通し （出典：NEDO 事後評価分科会資料） 
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図-4　ガス状ホウ素及びセレンのサンプリング方法
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D-08-06. ガスクリーニング技術 

技術概要

石炭ガス化ガスを用いた発電技術や燃料合成技術を開
発するためには、硫黄化合物（H2S、COS）、ハロゲン化物

（HCl、HF）などのガス成分を除去する必要がある。この技
術として、図-1に示したように、水スクラバーで水溶性の
ハロゲン化物等を除去し、その後、メチルジエタノールア
ミン（MDEA）吸収液等のアミン系吸収液により脱硫して
ガスを精製する湿式ガス精製法が主に用いられている。し
かし、この方法では、室温程度までガスを冷却する必要が
あるため、熱損失が大きい。さらに、熱交換器に加え、除去
しにくいCOSをH2Sに変換する触媒が必要となるためプ
ロセスが複雑となる。また、硫黄化合物を1ppmレベルま
で精密に除去することは困難である。これらの湿式ガス精
製法の問題点を解決するため、現在、高温のまま石炭ガス

化ガスを精製する乾式ガス精製技術の開発が進められて
いる。

（1）乾式脱硫法
研究開発者  （財）石炭利用総合センター、 

IGCC研究組合、（財）電力中央研究所、川
崎重工業株式会社、株式会社IHI、 
三菱重工業株式会社

事業の種類  NEDO補助金事業、自主事業

開 発 期 間  1991～1995年度　NEDO補助金事業
「勿来200t/d IGCCパイロットプラント
プロジェクト」

●概要
図-2に示すように金属酸化物が石炭ガス化ガスにより還
元され、その後、硫黄化合物と反応して、硫化物となり、ガ
ス中から硫黄分を除去する方法であり、硫化物を酸素と反
応させ、硫黄分をSO2として放出させることにより、金属
酸化物に戻して、繰り返し利用する。
この方法は、石炭ガス化複合発電（IGCC）のための技術と
して、配管に経済的な炭素鋼を用いることのできる400
～500℃の温度域で硫黄化合物を100ppm以下まで除去
できることを目標に開発が進められた。金属酸化物とし
ては、酸化鉄が選定され、石川島播磨重工業（株）は、勿来
200t/d IGCCパイロットプラントプロジェクト（1991～
1995年度）において、100～200μmの鉄鉱石粒子を用
い、全量の石炭ガスを処理できる流動床脱硫パイロットプ
ラント（図-3）を建設し、その性能を検証している。一方、電

1. 背景

2. 技術

図-1　湿式ガス精製プロセス

力中央研究所－三菱重工業（株）は、固定床脱硫システム
（図-4）に用いることを前提に、酸化鉄系ハニカム脱硫剤を
開発した。さらに、勿来200t/d IGCCパイロットプラント
プロジェクト（石炭ガス量：43,600m3N/h）において、石
炭ガス量の10分の1を処理できるパイロットプラントを
建設し、その性能を検証した。また、川崎重工（株）は集じ
んも同時に行う移動床脱硫システム（図-5）に用いる耐摩
耗性の高い粒状の酸化鉄系脱硫剤を開発し、勿来200t/d 
IGCCパイロットプラントプロジェクトにおいて、石炭ガ
ス量の40分1を処理できるパイロットプラントを建設し、
その性能を評価した。

図-2　選択接触還元法脱硝プロセス
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現在、溶融炭酸塩形燃料電池、固体電解質形燃料電池およ
び燃料合成などに用いるため、1ppmレベルまで硫黄化合
物を除去できる脱硫剤の開発が進められている。電力中央
研究所においては、鉄と亜鉛の複酸化物である亜鉛フェラ
イト（ZnFe2O4）を用いた脱硫剤を開発し、1ppm以下まで
除去できることを明らかにし、実ガスでの検証段階にあ
る。また、空気吹き噴流床ガス化ガスへの対応を主に検討
が進められてきたが、脱硫剤中に炭素を析出させ、粉化さ
せてしまう一酸化炭素の濃度の高い酸素吹き石炭ガス化
ガスへの適用も重要な課題となっている。

（2）乾式脱ハロゲン法
研究開発者  （財）電力中央研究所

事業の種類  自主事業、NEDO共同研究事業

開 発 期 間  2005～2007年度　NEDO共同研究　
「多燃料・多種不純物対応乾式ガス精製
システム 開発研究」

●概要
溶融炭酸塩形燃料電池、固体電解質形燃料電池および燃
料合成などに石炭ガス化ガスを用いるためには、ばいじん、
硫黄化合物に加えてハロゲン化物も除去する必要がある。

これらの技術に適用するため、1ppm以下まで除去できる
ハロゲン化物吸収剤の開発が進められている。現在、ナト
リウム系の化合物を用い、ガス中のHCl、HFをNaCl、NaF
として除去する方法の開発が進められている。電力中央研
究所においては、アルミン酸ナトリウム（NaAlO2）を用いた
吸収剤を試作し、1ppm以下まで除去できることを確認し、
NEDO共同研究「多燃料・多種不純物対応乾式ガス精製シ
ステム 開発研究」（2005～2007年度）にて吸収剤の開発
が完了し、性能向上やシステム改良は継続しているが、一
部使用事例がある。

図-3　流動床脱硫プロセス 図-4　固定床脱硫プロセス

図-5　移動床同時集じん・脱硫プロセス
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E-09-01. 石炭灰発生プロセスとその利用

技術概要

わが国の石炭灰発生量のうち、微粉炭燃焼灰が90％以上
であり、流動床燃焼灰は7％程度、ストーカー燃焼灰は1
～2％程度である。また、フライアッシュとクリンカアッ
シュ（ボトムアッシュ）との発生割合は、ほぼ9：1となっ
ている。
石炭灰の形状は、融点の低い灰は球形が多く、高融点の灰
は不定形が多くなっている。微粉炭燃焼のフライアッシュ
の平均粒径は25μm程度で、地盤材料的には粘土より粗

く、細粒砂より細かくシルト相当である。化学組成は、シリ
カ（SiO2）とアルミナ（Al2O3）が多く山土に近く、この2つ
の無機質で全体の70～80％を占める。その他少量の酸化
第二鉄（Fe2O3）、酸化マグネシウム（MgO）、酸化カルシウ
ム（CaO）などが含まれる。わが国には世界各国から100
銘柄以上の石炭が輸入されており、石炭灰の物性も大き
く異なる3）。

石炭灰の利用は、1950年代の前半にセメント混和材とし
て実用化されてから、セメント原料、セメント混合材、道路
材、埋立材、盛土材など多岐にわたり利用されているが、

セメント分野での利用、特にセメント原料（粘土代替）とし
ての利用が大半を占めている。

石炭エネルギーセンター（JCOAL）が2014年3月に発行
した調査報告書1）によれば、わが国における石炭灰発生量
の2012年実績は年間1,266万tに達しており、前年度に
比べて、109万t、9.4％増加している。電気事業用の石炭
焚きボイラーは、大半が微粉炭焚きである。一方、一般産
業においても出力1,000kW以上の発電設備を持つ石炭焚
ボイラーは、燃焼方式別では、微粉炭焚きが過半数を占め
ている。ボイラーの容量（蒸気発生量）では、50t/h以下で
はストーカー焚きが、また100t/h以上では、微粉炭焚きが
大半を占めている。
1995～2012年度の電気事業ならびに1,000kW以上の
発電設備を有する一般産業事業所の石炭灰発生量と利用
量の推移を図-2に示す。

3. 石炭灰の物性

1. 背景と発生プロセス概況

2. 発生量

図-１　微粉炭ボイラーからの石炭灰発生プロセス例
日本フライアッシュ協会の資料より
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図-1　微粉炭ボイラーからの石炭灰発生プロセス例
日本フライアッシュ協会の資料より

図-2　石炭灰発生量と利用量の推移
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2012年度の分野別の有効利用量を、表-1に示す。
セメント分野での利用は年々増えており、総利用量1,236
万tのうち839万t、67.9％を占めている。しかしながら、
セメント生産量は近年減少傾向にあり、今後も大幅な増産

を見込むことは難しい。したがって、今後の石炭灰の増加
に対処するためには、その他の分野での利用拡大が重要な
課題となっており、特に大量利用の可能性の大きい土木材
料としての利用が期待されている。

4. 利用分野

●参考文献
1） 一般財団法人石炭エネルギーセンター：石炭灰全国実態調査報告書（平成24年度実績），（2013）
2） 環境技術協会，日本フライアッシュ協会：石炭灰ハンドブック平成12年版，（2000）
3） 細田信道：財団法人石炭利用総合センター，石炭灰利用シンポジウム講演集，（1998）
4） 資源エネルギー庁資源・燃料部：コール・ノート（2003年版），（2003）

表-1　石炭灰の有効利用分野内訳（2012年度）
（単位：千t）

項　目 電気事業 一般産業 合計

分野 内容 利用量 構成比（％） 利用量 構成比（％） 利用量 構成比（％）

セメント分野 セメント原材料 5,529 62.72 2,663 75.19 8,192 66.29

セメント混合材 95 1.08 35 0.99 130 1.05

コンクリート混和材 69 0.78 1 0.03 70 0.57

計 5,693 64.58 2,699 76.21 8,392 67.91

土木分野 地盤改良材 159 1.80 122 3.44 281 2.27

土木工事用 542 6.15 184 5.20 726 5.87

電力工事用 17 0.19 0 0.00 17 0.14

道路路盤材 138 1.57 127 3.59 265 2.14

アスファルト・フィラー材 4 0.05 0 0.00 4 0.03

炭坑充填材 476 5.40 0 0.00 476 3.85

計 1,336 15.15 433 12.23 1,769 14.32

建築分野 建材ボード 112 1.27 252 7.12 364 2.95

人口軽量骨材 0 0.00 0 0.00 0 0.00

コンクリート2次製品 30 0.34 0 0.00 30 0.24

計 142 1.61 252 7.12 394 3.19

農林・水産分野 肥料（含：融雪剤） 8 0.09 9 0.25 17 0.14

魚礁 36 0.41 0 0.00 36 0.29

土壌改良剤 26 0.29 55 1.55 81 0.66

計 70 0.79 64 1.81 134 1.08

その他 下水汚水処理剤 2 0.02 0 0.01 2 0.02

製鉄用 1 0.01 5 0.14 6 0.05

その他 1,572 17.83 88 2.48 1,660 13.43

計 1,575 17.87 93 2.64 1,668 13.50

有効利用合計 8,816 100.00 3,541 100.00 12,357 100.00
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E-09-02. セメント・コンクリート分野 

技術概要

セメント分野でのフライアッシュの利用に関しては、古く
からポゾランに関する調査研究が行われてきた。フライ
アッシュを良質のポゾランとして活用する研究が進み、
1940年代後半アメリカでコンクリート混和材としてダム
などの構造物に使用されはじめてから各国に普及した。わ
が国では、1950年代の前半にセメント混和材として実用

化され、1958年にはフライアッシュの規格、1960年には
フライアッシュセメントの規格が制定され、一般構造物の
コンクリートに広く利用されるようになった。
一方、1978年からセメント原料の粘土代替としての利用
がはじまり、2012年には全有効利用量の67.9％がこの用
途で利用されている。

1. 技術概要

1） セメント原料である粘土の代替利用
セメントの原料は、石灰石・粘土・珪石・酸化鉄から構成
されており、この中で粘土は全体の約15％を占めている。
シリカ（SiO2）とアルミナ（Al2O3）を含む石炭灰は、この粘
土代替として使用される。石炭灰は粘土に比べ、SiO2が少
なくAl2O3が多いため、石炭灰を多く使うと不足するSiO2

源として珪石の使用量が増えることになり、この点から石
炭灰の粘土代替率には限度がある。現在、セメント原料

の約5％が石炭灰で代替されているが、理論的には10％
程度まで使用が可能といわれている。
2） セメント混合材としての利用
JIS規格でフライアッシュセメントの規格2）が定められて
おり、フライアッシュを5～30％混合することができる。
また、フライアッシュは普通ポルトランドセメントの混合
材としても5％以下の使用ができる。

1）コンクリート混和材としての利用
① ダムコンクリート
フライアッシュのコンクリート混和材としての研究は、わ
が国では1950年頃から始まり、1953年にダム現場で実
用化され良好な性能と経済性が実証された。
RCD（Roller Compacted Dam-Concrete）は、超硬練りの
コンクリートを振動ローラーで締め固めて造るコンクリー
トで、当時の建設省を中心にコンクリートダムの合理的施
工方法として独自に技術開発を進め、RCD工法として体
系化され、1978年からダム建設で実用化された。
一般にダムコンクリートでは、ひび割れの発生を防止する
ために、温度上昇の小さなコンクリートが要求されるが、
RCD用コンクリートでは、この温度上昇を規制する目的で
セメントの一部をフライアッシュで置換したものが使用さ
れている。
置換率は、20～30％である。現在までにこの工法で建設さ
れたダムの数は30余にものぼり、技術的にも確立した施
工法といえる。
②プレパックドコンクリート
プレパックドコンクリート（Prepacked Concrete）は、所定
の粒度を持つ粗骨材を予め型枠内または施工箇所に投入

し、その間隙にモルタルを適当な圧力で注入して作るコン
クリートである。ここで使用されるモルタルは流動性が大
きく、材料分離が少なく、かつ適度の膨張性を有するもの
が求められ、一般にフライアッシュを25～50％混合して
使用される。
用途としては、水中コンクリート、マスコンクリート、既設
コンクリートの補修・補強などがあり、本四連絡橋の下部
も本工法で施工された。
③高流動コンクリート
FEC（Fly ash Enriched Concrete）は、粉体としてセメン
トとフライアッシュを用いた2成分系の高流動コンクリー
トである。
フライアッシュを40％以上と多量に含むことにより、自己
充填性に優れ打設時の締め固めが不要、水和発熱による
ひび割れが発生し難い、長期強度が増進する、アルカリ骨
材反応・塩害・酸害に対する耐久性に優れているなどの特
徴がある。
FS（Fly ash and Slag Concrete）は、鉄鋼スラグと石炭灰
を骨材として利用するコンクリートで、それほど強度を必
要としない防波堤上部工や根固めブロック、消波ブロック
などの無筋コンクリートとして開発された。

2. セメント分野での利用

3. コンクリート分野での利用
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④コンクリート用フライアッシュの工業規格
粉末度が高く、未燃炭素分の少ないフライアッシュがコン
クリート混和材として優れた性能を持つとの評価を得て、
高度分級機による高粉末度品の商品化がなされ、また、JIS
の規格外品を中心に、より性能の高い品質のもの、および
規格から外れても混和材としての効果が見込まれるもの

を、JIS規格3）に追加して4等級化し、使用目的に応じた
品質の選択に便宜が図られた。微細粉フライアッシュの一
部は、止水性・耐久性等の要求されるコンクリート、海洋
コンクリート、長区間を圧送する特殊裏込シールド材等の
混和材として利用されている。

項目

二酸化けい素（%）

湿分（%）

強熱減量＊1（%）

密度（g/cm3）

フロー値比（%）

粉末度＊2

活性度指数（%） 材齢28日

材齢91日

フライアッシュ
Ⅰ 種

フライアッシュ
Ⅱ 種

フライアッシュ
Ⅲ 種

フライアッシュ
Ⅳ 種

45.0以上

1.0以下

1.95以上

3.0以下

10以下

5000以上

105以上

90以上

100以上

5.0以下

40以下

2500以上

95以上

80以上

90以上

8.0以下

40以下

2500以上

85以上

80以上

90以上

5.0以下

70以下

1500以上

75以上

60以上

70以上

45μmふるい残分（網ふるい方法）＊3(%)

比表面積（ブレーン）方法（cm2/g）

＊1　強熱減量に代えて、未然炭素含有率の測定をJIS M 8819又はJIS R 1603に規定する方法で行い、その結果に対し強熱減量の規定値を適用してもよい。
＊2　粉末度は、網ふるい方法又はブレーン方法による。
＊3　粉末度を網ふるい方法による場合は、ブレーン方法による比表面積の試験結果を参考値として併記する。

種類

フライアッシュの品質（JIS A 6201）表-1  フライアッシュの品質（JIS A 6201）

写真-1　ダムへの利用 写真-2　建築物への利用

●参考文献
1） 社団法人セメント協会：セメントの常識，（2000）
2） JIS R 5213-1997，（1997）
3） JIS A 6201-1999，（1999）
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E-09-03. 土木建築・農林水産分野

技術概要

土木分野での石炭灰の利用は、コンクリート用以外では、
道路材・地盤改良材・埋立材などの土工材として、建築分
野では、人工軽量骨材として広く利用されている。一方、
農林・水産分野では、肥料や土壌改良材として利用されて
いる。
今後も石炭火力発電所の新設等に伴い石炭灰の大量発生

が予測され、これに対処するためにはこの分野での利用拡
大が必要であり、現在も利用技術の開発が行われている。
これを実効あるものとするためには、技術の普及、需要の
開拓、流通機構の整備等解決していかなければならない課
題もある。

1） 道路材
「アスファルト舗装要綱」1）では、フライアッシュはアス
ファルトフィラー材として、クリンカーアッシュは下層路
盤材・凍上抑制材・遮断層材としての利用ができるように
なっている。
フライアッシュは、上層路盤・下層路盤・路床で使用可能
である。また、セメント安定処理工法では、フライアッシュ
にセメントを添加して適度の含水比で処理して使用する。
この工法は、早期に強度を発現させ、長期的に安定性を
得るものである。その他にも、石炭灰を加工して道路材と
して活用する技術2,3,4,5）が開発されており、クリンカアッ
シュはその高い支持力を利用して、道路路盤材としてま
た、保水性、透水性を利用して、グラウンド造成における
中層材として活用されている。

2） 土工材
フライアッシュは一般的な土工材と比較して軽量である
ため、盛土材や裏込材として有効活用できる。このため、近
年、様々な技術開発6,7,8）が実施されており、石炭灰にセメ
ントを固化材として添加して粉体状のまま利用する方法、
安定化処理材として利用する方法や固化物にする方法、あ
るいは粒状化するなどの加工を行って用いる方法などが
ある。また、フライアッシュはポゾラン活性が高く自硬性
を有するため、軟弱地盤や建設汚泥などの改良材としての
実用化9）も検討されている。
なお、土工材として石炭灰を使用するためには、環境上問
題なく使用しなければならないため、石炭灰の微量成分の
溶出に関する基礎的研究10）も行われている。

1. 技術概要

2. 土木分野での利用

写真-1　道路への利用
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3. 建築分野での利用
1）人工軽量骨材
石炭灰とセメント等を造粒・焼成して人工軽量骨材を製造
する技術11,12）が開発されている。都市開発の進展や建築物
の高層化等に伴う需要拡大が期待されており、人工軽量
骨材の更なる技術開発および製造コストの低減が重要と
なっている。
2）その他
石炭灰の含有成分が既存の建築材の化学組成と類似して
いることから、その特性を活用して、粘土瓦・れんが・タイ
ルなど窯業製品の粘土代替原料やボード類（建築用内外壁
材）のセメント混合材としても利用されている。

4. 農林水産分野での利用
1）肥料
石炭灰は微粉炭燃焼灰として、1960年にフライアッシュ
が、1992年にクリンカーアッシュが、特殊肥料の指定を
受けている。また、石炭灰に含まれる難溶性の珪酸を有効
活用する珪酸加里肥料も、年間数万t程度生産されてい
る。
2）土壌改良材
クリンカーアッシュは主成分が一般土壌とほぼ同じで、大
半がSiO2とAl2O3であり植物の生育に適している。また、
無数の細孔を有し保水性が良いため、肥料の効果を永続
でき、形状は砂に似ており透水性も同程度であるため、ゴ
ルフ場の芝生土、排水不良箇所の改善、農地土壌改良、融
雪材、酪農用資材に数万tレベルで活用されている。
3）水産分野での利用
石炭灰を利用した漁礁・藻礁の利用例は古くからある。近
年では、人工湧昇流を発生させるための人工海底山脈の
マウンド材に、石炭灰を利用する試みがなされている13）。

写真-2　石炭灰から製造した人工骨材の例（タフライト）

写真-3　肥料としての利用
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研究開発者

事業の種類

E-09-04. 石炭ガス化スラグ有効利用

地球温暖化の観点から、石炭利用に際して発生するCO2

をできるだけ少なくすることが求められており、今後高効
率発電技術であるIGCCの実用化が想定される。また、現
時点で250MW級IGCCが商業運転している他、平成28
年度からは新たにOCGプロジェクトからのスラグも排出
されてくる。近年セメント製造量の低下によりセメント原
料としての有効利用拡大については難しい状況にあり、セ

メント原料以外の有効利用方策を確立する必要がある。
このように高効率発電技術であるIGCCの実用化の推進
が見込まれる中、IGCC石炭ガス化炉から排出されるスラ
グの有効活用技術を開発し、工業製品として規格化するこ
とが必要である。IGCCから排出されるスラグの新たな有
効利用方法が確立されれば、発電原価の低減にも寄与し、
同技術の普及・拡大に貢献することができる。

常磐共同火力（株）（クリーンコールパワー研究所）

自主事業

技術概要

1. 開発の背景と目的

写真-1　従来火力のフライアッシュとIGCCのガラス状スラグ
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土木建築用資材として、大量に需要のある砂、砕石等の代
替資材として広く活用できるように、石炭ガス化スラグの
特性を整理し代替材としての機能改善技術を開発し、各
種法令へ合致させ石炭ガス化スラグの規格化を行う必要
があり、現在は来年度の石炭ガス化溶融スラグ規格化委
員会に立ち上げに向けて、準備を行っている段階にある。

市場導入時期は以下の通りである。
・2013年　常磐共同火力で商用開始（250MW）
・2017年　大崎クールジェン運転開始（170MW）
・2020年代初頭　福島IGCC運転開始

（500MW×2：計画中）

2. 課題と現状

写真-2　舗装材へのスラグの適用例

写真-3　コンクリート二次製品へのスラグの適用例

出典：平成18年JCOALクリーンコールセミナー「石炭ガス化複合発電（IGCC）実証機プロジェクトの進捗状況」クリーンコールパワー研究所
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研究開発者

事業の種類

開 発 期 間

F-01-01. ゼロエミッション石炭ガス化発電システム

Cool Earth 50で提唱する「世界全体の温室効果ガス排出
量を現状（2007年）と比較して2050年までに半減する」
という目標を達成するためには、火力発電のCO2の分離・
回収・貯留（CCS）を視野に入れた革新的な技術開発が必

要とされている。このため、我が国におけるCCS実施の可
能性評価のため、発電からCO2貯留までのトータルシス
テムに関するフィジビリティー・スタディー（FS）を実施し
た。

2.1　検討ケース
海外の貯留層選定指針、専門家へのヒアリング、過去の調
査資料等を参考に貯留サイト及び排出源を各3地点選定

電源開発（株）、中国電力（株）、（独）産総研、（一財）エネルギー総合工学研究所、（公財）地球環境産
業技術研究機構、応用地質（株）、（一財）エンジニア協会、日本CCS調査（株）等

NEDO委託事業

2008 ～ 2012年度（5年間）

技術概要

1. 調査の背景と目的

2. ケーススタディーの概要

2.2　分離・回収システムの検討
CO2の分離技術は、CO2吸収特性とユーティリティ消費量
が少ないスイートCOシフトと化学吸収法の組み合わせを

石炭処理量 CO2回収量 発電端出力 発電端効率 送電端出力 送電端効率
単位 t/d t/d MW % MW %
回収率0% 2,178 0 364.1 55.0 315.2 47.6
回収率90% 2,380 ＊5,280 341.7 47.3 282.5 39.1

＊稼働率80%として154万t/y、貯留期間を20年として3,080万t/20y

選定した。商用機を想定した約2000t/dの石炭処理量の
システム構成およびプラント性能を図-1に示す。

し、輸送形態との組み合わせで検討対象を表-1の6ケー
ス選定した。

排出源 貯留サイト 輸送形態 実証機 商用機 ケース
A地点 A地点沖 輸送無（ERD1）等） 〇 〇 ①

大崎
A地点 陸上基地

船舶輸送（液化CO2）
〇 〇 ②

B地点 洋上着底 〇 〇 ③
C地点 洋上浮体 〇 〇 ④

松浦 C地点
パイプライン輸送（液体） 〇 〇 ⑤
パイプライン輸送（気体） 〇 〇 ⑥

1）ERD；大偏距離坑井掘削（Extended Reach Drilling）

表-1　検討ケース

図-1　IGCC発電システム
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2.3　輸送システムの検討
2.3.1　液化CO2船舶輸送システムの概念設計
図-2に 示 す よ う に、回 収 し たCO2は 液 化（－46 ℃、
0.7MPaG）し、陸上貯蔵基地から液化CO2輸送船で出荷
し、洋上着底基地（B地点）/洋上浮体基地（C地点）/陸上
基地（A地点）で荷揚げし、貯留層に昇圧圧入する。以下
に主要設備の考え方を述べる。

（1）液化CO2輸送船（国内輸送用）
輸送能力：21,000t。タンクの設計温度・圧力：
－50℃、1.0MPaG、船体構造：ダブルハル-バ
ルク形式（図-3）。 

（2）陸上基地
排出源での出荷用の貯蔵基地及び貯留サイト
での受入貯蔵基地とも共通で貯蔵タンク容量は
24,000tとし、安全性の確保及びコスト削減のた
め、タンク数を2基（液化CO2の受け入れと払い
出しを同一タンクで同時に実施しない）とした。

（3）洋上着底基地
貯蔵タンク容量3,000t×8基、全長250m、幅
42m、高さ25mで、液 化CO2輸送 船（積載量
21,000t、全長161m、喫水9.4m）の着桟を設け
た。コンクリート構造はドライドックを使用し建

造し、タンク、昇圧機等の設備は洋上（岸壁）で搭載し、貯
留地点まで曳航し設置する方式とした。

（4）洋上浮体基地
波浪中動揺性能に優れたモノコラム形式（長さ・幅86m）
を選定し、3,000t級CO2タンク8基をコラム内に縦置き
し、圧入機器をデッキ上に配置した。

2.3.2　CO2パイプライン輸送の概念設計
高圧ガス保安法の適用を前提に、図-4のように
CO2輸送パイプライン（PL）を設計しルートを選
定した。輸送距離は、陸上16.6km、海底108km
である。商用機の液化、昇圧設備の概念設計を行
い、プロセスフロー、ユーティリティ消費量をま
とめ、建設コストを輸送ケースと主要設備別に
求めた。

2.4　貯留システムの検討
2.4.1　我が国における貯留可能サイト

と貯留ポテンシャルの調査
図-5に示す我が国周辺においてCO2貯
留が可能と予想される堆積層の分布と、
そこでのCO2の貯留可能量を調査した。

図-2　CCSのシステム概念図

図-3　液化CO2輸送船

図-4　CO2パイプライン輸送の概念図

CO2地中貯留プロジェクト「全国貯留層賦存量調査」の貯留
層と「新編日本の活断層（100万分の1）」の活断層とを重ね
合わせ、活断層から一定の距離の範囲にある貯留層を除外し
た貯留量を算定した。

A2, A3
B1
B2
B2＊

【算定結果】　（単位：億t-CO2）
活断層からの距離

貯留層 考慮せず 2km 5km
A2 52 43 34
A3 214 169 135
B1 275 261 231
B2 885 813 694
B2＊ 98 85 62
合計 1524 1372 1156

B2＊：CO2地中貯留PJの貯留ポテンシャル調査M2

図-5　我が国のCO2地中貯留可能サイト
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2.4.2　想定貯留地点の選定と貯留ポテンシャルの算出
CO2の想定貯留地点として東北地方日本海沿岸、東日本太
平洋沿岸および西日本大陸棚から3地点（地点A～C）を選

2.4.3　貯留設備の概念設計
3地点についてCO2圧入シミュレーションを実施し、実証

（154万t-CO2/y）・商用レベル（1,000万t-CO2/y）の貯留
可能性、貯留条件などを検討し、それぞれに対して必要設

備の概念設計を行った。また、多数の大規模CO2排出源か
らCO2を回収し貯留することを想定し新たな地点Dを貯
留地点に仮定し、大規模貯留設備の概念設計とコストも
検討した。（表-3）

定した。表-2に、3地点における貯留ポテンシャルの一次試
算結果を示す。各地点の貯留可能量は、想定する商用システ
ム20年分のCO2排出量約3千万tを大きく上回っている。

検討領域 東北地方日本海沿岸 東日本太平洋沿岸 西日本の大陸棚
地点 地点A 地点B 地点C
貯留層 G相（鮮新統） C層（鮮新統最下層） D層砂岩卓越部（鮮新統）
深度（m） 800-1200 800-2000 1200-1610
深度代表値（m） 1100 1650 1200
温度（℃） 40 50 60
静水圧力（MPa） 12 17 13
貯留率 Sf 0.25 0.25 0.25
対象面積A（km2） 60 1300 528
有効層厚h（m） 87 20 251
孔隙率 ψ 0.40 0.40 0.37
超臨界CO2飽和率Sg 0.5 0.5 0.5
CO2密度（t/m3） 0.001976 0.001976 0.001976
CO2容積係数 0.00276 0.00274 0.00455
貯留可能量（億t- CO2） 2 9 26.6

表-2　検討したCO2貯留サイト

概算貯留費用 ①事前調査
（調査井含む）

②建設
（貯留設備＊）

③操業
（20年間）

④モニタリング
（20年間） ⑤廃坑 ⑥モニタリング

（50年間）合計①～⑥ CAPEX
小計①②⑤

A : 地点D
H23（154万t） 316 203 30 148 49 38 25 26

B : 地点D
H23（1,000万t） 894 705 75 577 62 75 53 52

比＝B/A 圧入量 2.8 3.5 2.5 3.9 1.3 2.0 2.1 2.06.5

表-3　貯留設備のコスト試算

図-6　発電原価の分析 図-7　CO2回収による消費エネルギーの解析

2.5　トータルシステム評価
2.5.1　発電原価の分析
発 電 原 価 を 図-6に 示 す。IGCCの 建 設 費 は 米 国
EdwardsportのIGCC の実績にて実勢価格修正をした。
我が国の貯留サイトは海域に多く、容量も大きくないの
で適時変更の必要があり、パイプラインより船舶輸送が
適している。しかし発電コストに占める船舶輸送システ
ムのコストが高いので、概略削減案を検討した。

H23年度検討で（バージ船輸送方式、深冷分離液化
法：ENAA）で約7%、更にH24年度検討（大規模貯留：
ENAA、RITE）と合わせて約13%の発電原価の削減の可
能性が示された。
2.5.2　消費エネルギーの評価
CO2分離回収（90%）、輸送、貯留の各段階でのエネル
ギー消費を図-7に示す。液化昇圧圧入のエネルギー消
費が相対的に多い。前項のとおり深冷減圧法によるCO2
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液化法の省エネルギー対策を検討した。
2.5.3　CO2処理費用、CO2収支の評価
CO2処理費用を図-8に示す。棒グラフはCaptured Cost、
折れ線クラフはAvoided Costを示す。CO2収支を図-9に
示す。船舶輸送のケースでは回収量の約28%に相当する

図-9　CO2収支の検討図-8　CO2処理費用の試算

CO2が発生していることになり、其の主要因は輸送及び貯
蔵の為のCO2液化・昇圧のエネルギー使用で約50％を占
めている。前々項のとおり深冷減圧法による液化法の省エ
ネルギー対策を検討した。

発電システム、分離回収技術、輸送、貯留、モニタリング、
発生源と貯留サイトの位置条件などに係るパラメータに
基づき地図情報システム（GIS）を組み合わせて、CCSの経
済性を分析のための事業性評価分析ツールを開発した。こ

の事業性分析ツールを利用することにより、例えば、ゼロ
エミッション石炭火力に対する固定価格買い取り制度を
想定すると、20円/kWh以下で、十分かつ魅力的な投資対
象事業となり得ることが示された。

ゼロエミション石炭火力発電システムの導入が、①我が
国の長期的電力需要構造、②我が国の長期的エネルギー
需給構造、③我が国CO2排出削減量を分析するための各
モデルを構築した。長期的電力需給シナリオの分析結果で
は、CO2排出量を2050年には現状の80%減とするとい
う政府目標を達成するには、石炭火力のみならず天然ガス

火力に対してもCCSを付加することが必須となること、
原子力発電によるCO2削減が期待できない場合には、必
要なCO2回収貯留量は、2030年には2,000～5,000万t
程度、また2050年には2億tを超えることが明らかとなっ
た。

革新的ゼロエミッション石炭火力発電システムの実用化
促進のため国際標準化が有効となる課題を摘出し、特に我
が国にとって重要で世界をリードできると考えられる分野
を検討した。また、CO2の削減に係る内外の施策動向など
最新の知見を取り入れ、我が国で経済効率的かつ効果的
に実現可能なゼロエミッション火力の導入を図るための
戦略として下記検討を行った。

① 既存火力発電所へのCO2回収レトロフィットに関する
検討

② シャトルシップ・洋上圧入方式によるCCSのコスト評価
③浮体式CO2分離回収設備の検討
④水深200m以深の海底下貯留ポテンシャル評価
⑤CCS実用化促進のための諸制度に関する調査

本調査で、現状技術で日本近海におけるCCSの実現性と
CCS付きIGCC発電を想定した発電原価を検討した結果、
再生エネルギーの発電原価並の20円/kWhで実現できる
ことが示された。今後の技術開発で更に効率向上、コスト
低減が期待できるのでこの原価は更に低減していくもの

と思われる。今後はこの検討結果を基にして日本がCCS
を実施する場合の経済効果やCO2削減量の推定に用い、
国民的合意の基、地球温暖化対策としてCCS付きゼロエ
ミッション石炭火力の実現に繋げていきたい。

3. 経済性評価モデルの構築

4. エネルギー需給影響評価モデルの構築と評価

5. その他の検討

6. 今後の課題及び実用化の見通し
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研究開発者

事業の種類

開 発 期 間

F-01-02. 水素製造・輸送技術

2014年4月に閣議決定されたエネルギー基本計画では水
素を二次エネルギーとして位置付けており、6月に経産省
が策定した水素・燃料電池戦略ロードマップでは2030年
には水素発電の実用化を目指すとされている。このロード
マップには、水素発電が実用化される際には不足する水素
を海外からの輸入によって充当することの必要性が示さ
れ、水素源としては未利用化石燃料としての褐炭が明記さ
れている。
褐炭は世界中に広く賦存しており、可採石炭埋蔵量約
9,000億tの23%を占めている（WEC2013参照）。その特
徴は水分量が高いこと（30～60%以上）及び乾燥に伴って
自然発火性があることであり、長距離の輸送ができない。
したがってその利用法は限定的であり、主に褐炭の炭鉱近
辺で低効率の火力発電用燃料等に使用されている。なお、
比較的低水分量の褐炭は、最近の石炭利用増に伴って市
場価値が生じており、一定価格での取引が行われているも

のの、高水分量（60%以上）については市場価値がなく、価
格はないに等しい。このような褐炭を水素源とする場合、
製造される水素は他の化石燃料から製造する水素よりも
安価になると考えられる。
本技術を確立することにより、海外に広く賦存する未利用
の褐炭を二次エネルギーである水素に大量に変換するこ
とが可能となり、産出国で液化して運搬することにより大
量の水素を安く日本国内に供給することができる。また、
CO2排出の少ない自主開発エネルギーを大量・安定的に
確保できるエネルギーセキュリティの観点、CO2排出量を
劇的に削減できる地球環境対策の観点、国富流出の少な
いエネルギーが得られるという経済的な観点などから、日
本には多大なメリットがある。一方、海外の産出国におい
ては、未利用であった褐炭を水素に変換することにより新
たな輸出産業が創出でき、関連産業の活性化や雇用創出
が可能となり、我が国とのWin-Winの関係を構築できる。

川崎重工業（株）

自主事業及びNEDO委託事業

（公的支援）
2010～2011年度　国際連携クリーンコール技術開発プロジェクト（NEDO委託事業期間）
2011年度　国際エネルギー消費効率化等技術・システム実証事業（NEDO委託事業）
2012年度　国際エネルギー消費効率化等技術・システム実証事業（NEDO委託事業）
2014年度予定　低品位炭利用促進事業可能性に関する検討（NEDO委託事業）

技術概要

1. 技術開発の必要性と効果

海外の未利用かつ安価である褐炭を原料として水素を製
造し、大量輸送を可能とするために液化して日本国内に輸
入することにより、国内での水素発電を含む大規模水素導
入チェーンを構築する。

高水分褐炭からの高効率ガス化水素製造技術、高効率水
素液化技術、大容量液化水素貯蔵技術、大容量液化水素
海上輸送技術、高効率水素発電技術について開発を行う。

今回の技術を確立するためには以下の五点の要素技術が
存在する。
① 高水分褐炭に適合した乾燥からガス化までの一貫した

褐炭ガス化技術

②水素液化技術
③液化水素貯蔵タンク技術
④液化水素運搬船技術
⑤大量水素利用技術（発電）

2. 技術開発の目的

3. 要素技術

現在、海外未利用エネルギー利用チェーン計画として、
2015～2019年度においてパイロットチェーンの設計・建
設を行い、2020年度の実証を目指して技術開発を行って
いる。更に、2020年度のパイロット実証によって得られ

4. 現在の状況と開発スケジュール
る知見を基に2025年度以降の商用チェーンの構築を目
指す。チェーンの概要を図-1に、水素製造技術を図-2に
示す。
2025年以降の商用チェーンにおいては、水素のコストは
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（1） 高水分褐炭に適合した乾燥からガス化までの一貫し
た褐炭ガス化技術

高水分褐炭をガス化する際には、前処理として褐炭の乾燥
が必要となる。しかながら褐炭の乾燥には熱源が必要であ
るため、効率向上の観点からは乾燥処理をミニマイズして
ガス化できるガス化炉が望ましい。このため褐炭の乾燥か
らガス化まで一貫した褐炭ガス化技術の開発を行う。図-2
に褐炭から水素製造技術の概要を示す。

（2） 水素液化技術
天然ガスと同様に、水素ガスを液化するためには大量のエ
ネルギーが必要となる。液化工程の効率を上げるための開
発を行い、チェーン全体の効率を向上させる。

（3） 液化水素貯蔵タンク技術
液化温度が-253℃という極低温の液化水素からの蒸発を
抑えて貯蔵するためには、タンクの断熱性能を向上させる
技術の開発を行う。

（4） 液化水素運搬船技術
蒸発しやすい液化水素の海上輸送に関して、海上での揺れ
に対して発生するスロッシングを考慮したタンク設計とタ
ンク材料の開発及び実航海におけるデータの確認を行う。

（5） 大量水素利用（発電）
低価格のCO2フリー水素の流通を促すためには、大量の
水素需要を生み出す水素発電が有効である。特に高効率発
電が期待できる水素専焼ガスタービンの技術開発を行う。

5. 技術課題

29.8円/Nm3（図-3）となると試算されており、
FCVで利用（図-4）する場合には現状のガソリ
ン価格と比べても十分競争力を持ち、発電利用

（図-5）する場合には、既存の化石燃料発電より
は高いが、CO2フリーエネルギーの中では再生可
能エネルギーよりも安く、かつ安定的に大量に利
用できる可能性を示している［2010～2011年度
国際連携クリーンコール技術開発プロジェクト
による］。

図-1　CO2フリー水素チェーンの概要（パイロットチェーンと実証チェーン）

図-2　褐炭由来水素製造技術 図-3　褐炭由来水素コスト（CIF）

図-4　現行車両とFCVの燃費比較 図-5　発電コストの比較
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研究開発者

事業の種類

開 発 期 間

F-01-03.  褐炭ガス化SNG製造（南スマトラSNGプロジェクト
及びCO2 EOR実証プロジェクト）

産炭国の未利用な低品位炭・低品質炭から、クリーンな燃
料であるSNGを製造し、産炭国のエネルギー需給緩和や
環境対策に貢献することで我が国へのエネルギーの安定

供給確保に繋げる。
製造工程において排出されるCO2を回収・貯留すること
により、SNG利用時のCO2排出低減を図ることができる。

安価かつ安定供給可能な低品位炭の有効活用を可能とす
る石炭ガス化設備・技術を産炭国であるインドネシアへ移
転し、同国内へ天然ガス代替のSNG （Substituted Natural 

Gas）を供給することを目的とする。また、SNGプラント
は、南スマトラの炭鉱に隣接して建設し、副生したCO2は
EOR及び地中への固定化を図ることを計画する。

酸素吹き噴流層ガス化技術を用い低品位炭から代替天然
ガス（SNG）を製造するプラントとCCS/EORを実施する

複合プラント。

2012年から2014年まで、インドネシア低品位炭ガス化
試験及びFSを行い、プラントの仕様検討を行うと共に、
適用候補炭であるインドネシア褐炭によるガス化検証を
完了した。電力、SNG、肥料といった最終製品に関するFS
の結果、SNGが経済的に最も有利であり（LNG価格を下回
るSNG価格が可能）、案件成立可能と判断された。

また、プロジェクトスキームの検討を行い、現地政府の協
力のもと、ステークホルダー候補の石炭供給会社は低品位
炭の長期供給、SNG オフテイカーはSNGの長期引取り契
約に興味を示しており、国営石油会社とは、2014年10月
16日、CO2のEOR利用に関して、共同検討のMOUを締結
した。

ガス化技術等既存技術の適用のため大きな技術課題はな
いが、産炭国での商用プラント建設に向け、ガス化炉のコ

ストダウン及び適用炭種に応じたシステムの最適化が課
題である。

三菱重工業（株）

自主事業、NEDO委託事業

2012～2014年度（NEDO委託事業）地球温暖化対策技術普及等推進事業

技術概要

1. 技術開発の必要性と効果

2. 技術開発の目的

3. 要素技術

4. 現在の状況と開発スケジュール

5. 技術課題

図-1　スマトラSNGプロジェクトの概要 図-2　インドネシア南スマトラ島における 
SNG合成プラント候補サイト例

t/y

t/y
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研究開発者

事業の種類

開 発 期 間

F-01-04. 石炭・重質油等化石資源ベースの代替天然ガス（SNG）

「新・国家エネルギー戦略」などによりエネルギーセキュリ
ティ対策が重要な課題となる中、天然ガスに関するセキュ
リティ対策については、備蓄が困難であることから、民間
レベルでは購入先の多様化に取り組んでいるが、選択肢を
さらに広げるためには、国レベルでのさらなる対応が必要
である。
検討当時原油価格が非常に高いレベルにあり、従来の化
石燃料を代替するエネルギーに関する技術開発の重要性
は高まっていた。一方で、今後、埋蔵量が豊富な低品位炭、
重質油など非在来型の原油の生産増が予想されており、こ
れらの活用はエネルギーセキュリティ向上における重要
な視点であった。

こうした状況を踏まえ、長期的な原油・LNGの価格高騰や
需給のタイト化に対抗する手段の1つとして、天然ガスの
原料多様化に資する石炭・重質油等の化石燃料資源ベー
スによるSNG製造技術の開発を行う必要があった。特に、
豪州やインドネシアに大量に賦存する低品位炭を原料と
することが望まれる。
本技術に関しては、平成2年から12年に国プロとして技
術調査と要素技術開発を実施し、その後、平成20、21年
度に既存のガス化技術をベースとしたPre-FS を実施して
いるが、ガス化周辺技術の進展、原油やLNG価格および
CO2排出を取り巻く状況の変化がある中、引き続き取り組
んで行く必要がある。

日本ガス協会（東京ガス、大阪ガス、東邦ガス、BGテクノロジ、三菱重工）、物質工学工業技術研
究所、資源環境技術総合研究所、北海道工業技術研究所、産業創造研究所、日本エネルギー学会等、

ニューサンシャイン計画、「石炭水素添加ガス化技術研究開発」

1990～2000年度　NEDO　技術調査と要素技術開発

技術概要

1. 開発の背景と目的

本技術は、最近のエネルギー情勢を踏まえ、天然ガスのセ
キュリティ確保の観点から、低品位炭などの石炭や重質油
等の埋蔵量が豊富かつ世界的にみて偏在していない化石
資源を活用した代替天然ガス（SNG）製造するものである。
さらに、都市ガスの規格に適する高カロリーガスの製造技

術を開発する。
① 部分燃焼ガス化プロセス技術、メタネーションプロセス

技術（C2、C3 を含むガス製造技術）
②CO2の分離・回収・固定技術

2. 要素技術

（1） 中長期のエネルギー需給･価格の見通し、SNG 技術
開発動向に基づくフィージビリティスタディ

（2） 高効率で低コストな大型ガス化炉技術
（3） 石炭、重質油の利用拡大に伴いCO2排出を増加させな

いためのCO2の分離・回収・固定技術
（4） メタネーションにおいてC2、C3を含む高カロリーガ

スの製造技術

Pre-FS の結果では、天然ガスの価格動向によっては、海
外でSNGプラントを建設し、産炭国が産ガス国であれば、
LNGスワップ等を行える可能性がある。

海外での本技術によるSNGプラントの建設は、輸送が困
難であるが安価な褐炭や重質油等の活用を可能とさせる
とともに、産炭国が産ガス国であれば、天然ガスが枯渇後
の既存液化設備の有効利用にもつながる可能性もあり、日
本の資源国との関係強化のツールとなりうる国産のエネ
ルギー技術である。
埋蔵量が豊富な低品位炭、重質油など非在来型の原油を
原料としながら、石油化学原料として価値の高いBTX（ベ
ンゼン、トルエン、キシレン）やLPG相当の副生物として回
収できる可能性のある技術である。

3. 技術課題と現状
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研究開発者

事業の種類

開 発 期 間

F-01-05. 高効率選炭技術（バリウエーブジグの実証）

現在0.5mm～50mmの原炭を選別する選炭機を大別する
と世界的には重液サイクロンとジグ選炭機に分けられる。
一般的に重液サイクロンは選炭精度が優れているが、運転
コストが高価であり、ジグ選炭機は反対に選別精度が劣る
が運転コストが安い特徴を持っている。
バリウエーブジグとしてジグ選炭機は水の上下運動によ

り石炭を比重別に成層させる装置である。このジグ選炭機
における選別波形の中で台形波形が選別精度の点から最
も優れていることが九州工業大学のパイロットプラント
により証明され、旧永田製作所が従来ジグに適応し、自動
ボタ抜き設備を併せて完成した。
図-1にバリウエーブジグの概念図を示す。

波形調整の出来るバリウエーブジグにより台形波形を構
成し、分離精度の向上、ならびに選別後の産物量を自動ボ

タ抜き設備で制御することにより、選炭歩留り向上の実証
を目的とする。

永田エンジニアリング（株）（旧永田製作所）、石炭技術研究所（JCOALの前身グループの一つ）、 
九州工業大学

METI補助事業、NEDOモデル実証事業　

1997年度　METI補助事業　池島炭鉱選炭工場にて実証試験
2009～2014年度　NEDOモデル実証事業（インド）

技術概要

1. 技術開発の背景

2. 開発の目的

図-1　バリウエーブジグ選炭技術の概要

①台形波形形成のための機器構成とプログラム
電子制御によるバルブ開閉のタイミングにより、高圧・低
圧ブロアーから供給される圧縮空気を制御して台形波形
を形成する、更に、波高、上下サイクルの周期等を原炭性
状に合わせて瞬時に変更可能であり、実運転上の操作が
容易である。またエアーバルブの構成、長時間運転に耐え

るシートパッキンの開発、排気騒音対策も重要な要素技術
である。
②自動ボタ抜き設備
台形波形によって正確な比重ごとの層となった石炭は、自
動ボタ抜き設備によりあらかじめ設定された分離比重よ
り比重の軽い産物と比重の重い産物の2産物を高い精度

3. 要素技術
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選別精度を既存ジグよりも向上させたバリウエーブジグ
により、既存ジグと比較して約3%、歩留りが向上する。特
に選別難易度が高いインド炭による実証試験の結果、既
存ジグに比べ高い性能が実証された。
1997年METI補助事業により石炭技術研究所と共同で池
島炭鉱選炭工場にて実証試験を行った。また2000年太平
洋炭砿選炭工場に導入、その後中国、ベトナム、インドネ
シアにて実証運転を実施。インドではNEDOモデル事業

により2014年に民間新規選炭工場へ400t/hの設備を導
入、実証運転を行った。
既存ジグへの適用
本技術はジグ選炭機の改造分野であり、既存ジグのブロ
アー、バルブ、制御関係のみを変更することにより、既存ジ
グの本体を流用してバリウエーブジグに改造することも
可能である。

4. 技術開発の成果

大型化
最近の選炭工場では、選炭処理量の増大する傾向にある。

ジグ処理能力も800t/h～1,000t/hが望まれており、大型
化に向けた経済的、技術的検討が必要である。

5. 技術課題

写真-1　インドにおけるNEDOモデル実証事業の選炭工場全景

写真-2　バリウエーブジグ全景図

で分離することを可能にした。その技術の中には設定比重
高さの測定装置、並びに測定装置からの信号と排出量の関
係を経験値で設定したプログラムによる運転が含まれて
いる。このプログラムには原炭性状の変動に対応できる機

能も装備している。また、排出装置はスターホイール方式
を採用し回転制御により排出量を制御するばかりでなく、
産物の粒径の受け入れ許容範囲を大きくし、排出時の閉塞
を防ぐ技術も導入されている。
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研究開発者

事業の種類

開 発 期 間

F-01-06. CBM・CMM技術

CBM（Coal Bed Methane）について地表からボーリング
孔を掘削し、メタンガスを回収する技術は商業ベースでは
日本では実証されていないが、閉山後の炭鉱からメタンを
回収する技術は確立されている。このメタンガスはAMM

（Abandoned Mine Methane)と呼ばれ、住友赤平炭鉱で
行われ、マイクロガスタービン発電へ利用された実績があ
る。

CMM（Coal Mine Methane）の発電利用は北海道のガスが
多い炭鉱で、積極的に利用されてきた。ガスの多い炭鉱で
はガス突出防止などの重大災害を防止するために、石炭開
発に先立ち石炭層へのガス抜きボーリングを実施する。そ
の場合、回収されたガスは発電用の燃料としても利用され
ていた。このように、CMMを回収し、ガス火力発電所にて
利用する技術は既に確立されている。現在も釧路のKCM
炭鉱ではCMMを回収有効利用している。

住友赤平炭鉱、釧路KCM炭鉱

H14年度石炭導入促進調査（環境調査型炭鉱ガス高効率回収利用技術調査）

2002～2004年度（3年間）

技術概要

図-1　炭鉱メタンガス回収・利用概念図

現状 回収・利用
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IGCC商用機完成予想図
提供：三菱日立パワーシステムズ株式会社
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石炭分野の技術革新に向けてクリーン・コール・テクノロ
ジーの将来を展望すると、以下のように3つの、人類社会
にとり重要かつ多様な技術があると言える。
その第1は、現在進められている石炭ガス化技術を中心と
した、様々な技術が存在することである。それは、図-1に示
す「IGCC（石炭ガス化複合発電）」や「IGFC（石炭ガス化燃
料電池複合発電）」などの高効率発電システムへの展開と、
図-2に示すメタノールやDME、石炭液化といった、不純
物を含まないクリーンな「液体燃料や化学原料への転換」
である。そしてこれらの技術の到達する先には、コージェ
ネレーションを含む「コプロダクション」という化学製品と
発電の併産という新たな技術がある。

図-2　石炭ガス化を核とする多様なCCTの展開

第2は、将来のエネルギー分野として期待されている「水
素エネルギー社会」への水素燃料の供給技術の一つで
あることである。IIASA2000（International Institute for 
Applied Systems Analysis 2000）によれば、世界の一次
エネルギー消費量を「H/C（水素/炭素）」の比で見ると、図
-3のように1800年代の半ばから1980年頃までにかけ
て、ほぼ一定の上昇傾向があると分析されている。1980
年以降は石油利用の増大の影響を受けて、H/C＝2付近
で横ばいの傾向を示しているが、全体として1980年から
の傾向をたどるとすれば、2030年ごろにはH/C＝4の状
態に達すると予想される。この様な天然ガスから水素エネ
ルギーに至る社会においては、カーボンの燃焼による最終
エネルギー消費は抑制され、石炭エネルギー（H/C≒1）の
利用は、石炭の直接燃焼で発生するCO2を図-4に示すよ
うに分離・回収し、隔離・固定する技術に大きく依存せざ

図-1　予想される発電効率の向上

出典：一般財団法人エネルギー総合工学研究所

100.0

10.0

1.0

0.1
1800 1850 1900 1950 2000 2050 2100

H
/C

水素エネルギー

メタンエネルギー

石炭: H/C = 1

石油: H/C = 2

天然ガス: H/C = 4

出典・IIASA 2000

図-3　一次エネルギーにおける水素と炭素の比（H/C）の推移
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このシステムの究極の目標は、ゼロエミッション（常温の浄水と空気の排出状態）にある。
図-6  コプロプロダクションシステム

るを得ない状態が予想されている。石炭の直接燃焼によっ
て発生するCO2を分離・回収し、隔離・貯蔵すると同時に、
原油やガスを製造する、技術と石炭をガス化・改質・物質
転換することによって、石炭の持つ炭素成分を燃料や化学

原料に物質転換し、これらの直接燃焼によるCO2排出量
を少なくする高効率石炭利用技術がクリーン・コール・テ
クノロジーの重要な技術である。

第3は、我が国の重点的技術開発分野として位置付けられ
ている、環境・エネルギー技術、バイオテクノロジー、ナノ
テクノロジー及びIT技術（計算技術）の4分野の中で、石炭
技術が、それぞれの技術革新と共に、あるいはそれらと相
互に関連した技術的発展を遂げる可能性を持つ技術であ
ることである。
環境・エネルギー技術の要点は、安価な化石燃料を、CO2

発生を抑制して利用する図-5に示すゼロエミッション社
会の実現であり、図-6のコプロダクションシステムがこの
社会の実現に必要な技術として考えられる。
また、バイオテクノロジーの進歩によっても、石炭化学を
はじめ、CO2の固定化や有効利用への道が開かれる可能
性が存在する。

分離・回収

海上施設よる圧入

タンカー輸送

パイプライン輸送

地中：帯水層、石炭層

地上施設より圧入
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キャップロック
（不透水層）

図-4  CO2の分離・回収・隔離・貯留図-4　CO2の分離・回収・隔離・貯留

そして、石炭を燃料としてだけでなく、カーボンとして高
度利用する技術も存在しており、カーボンナノファイバー
の様なナノテクノロジーに関する技術革新の期待される
技術分野が存在しているのである。
また、IT技術の内、計算技術の発展は、石炭分野のモデル
化やシミュレーション技術に革新的進歩をもたらしてお
り、今後も発展していくと考えられる。

図-6　コプロプロダクションシステム
このシステムの究極の目標は、ゼロエミッション（常温の浄水と空気の排出状態）にある。図-5　CCTが支える未来のエネルギー社会（2030年）
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クリーン・コール・テクノロジーは、エネルギー分野のみ
ならず、製鉄分野においても大きな役割を担っている。
製鉄分野における石炭の役割は、単にエネルギー資源とし
ての利用にとどまらず、良質の還元剤としての製鉄原料の
役割を担うものである。高炉法による完成された製鉄シス
テムの将来に課せられる課題は、DIOS（溶融還元製鉄技
術）の様な、一般炭を用いた鉄と合成ガス、電力や水素・熱
エネルギー、化学原料などを併産するコプロダクションシ
ステムによって、石炭の革新的な総合利用効率を達成し、
ゼロエミッションに向けた、よりすぐれた環境対策を実現
して行くことであろう。
また、世界最大の石炭輸入国である我が国は、国際社会の
中でクリーン・コール・テクノロジーのトップランナーと
して、アジアを中心とする途上国への技術移転やの人材育
成などの国際協力活動を、引き続き、積極的に展開して行
かなければならない。このことは、石炭エネルギーによって
経済成長を目指す諸国のためだけでなく、我が国にとって
も、エネルギーの安定供給や、CDM（Clean Development 
Mechanism）を中心とする地球温暖化ガス削減の可能性

を高め、グローバルな環境問題解決につながる重要な手段
となるものと考えられる。
経済成長には、エネルギーの安定供給の裏付けが不可欠
であるが、環境保全は、地球規模で取り組むべき課題と
なっており、相互に制約関係が存在する。そして、これら
の根底には有史以来の爆発的な「人口増加」も原因となっ
ている。地球温暖化問題を対策として、化石燃料のゼロエ
ミッション利用のような環境保全への努力こそ、「日本の
クリーン・コール・テクノロジー」の開発にとっての最優先
課題となろう。そして、国際協力活動を通して、地球環境へ
の影響を最小限に抑制した、効率的で高度な石炭エネル
ギー利用システムを構築して行くことが重要である。
我々は、現在、最も重点的に解決しなければならないエネ
ルギー分野の1つである石炭分野の技術開発を担う立場
として、図-7に示す革新的な「クリーン・コール・テクノロ
ジー」の開発に努力し、経済と環境が両立した、豊かでク
リーンな社会の構築に向けて一層努力して行くことが必
要である。

図-7　ゼロエミッションの実現に向けた革新的なCCT開発の推進

日本のクリーン・コール・テクノロジー
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ジェット燃料

　　灯　油
　　軽　油
　　A重油
　　C重油
　　潤滑油
　　他重質石油製品

オイルコークス
　　製油所ガス

［ガ　ス］
　可燃性天然ガス
　　輸入天然ガス(LNG)
　　国産天然ガス
　都市ガス
　　都市ガス

［電　力］
　発電時
　　発電端投入熱量
　消費時
　　電力発生熱量

［   熱   ］
　消費時
　　蒸気発生熱量

kg
kg
kg
kg
kg
kg

kg
Nm3

Nm3

Nm3

kg

kg

kg
Nm3

kg
Nm3

Nm3

kWh

kWh

kg

28.9 MJ
29.1 MJ
28.2 MJ
26.6 MJ
22.5 MJ
27.2 MJ

30.1 MJ
21.1 MJ
3.41 MJ
8.41 MJ

38.2 MJ
35.3 MJ

50.2 MJ
34.1 MJ
34.6 MJ
36.7 MJ
36.7 MJ
38.2 MJ
39.1 MJ
41.7 MJ
40.2 MJ
42.3 MJ

35.6 MJ
44.9 MJ

54.5 MJ
40.9 MJ

41.1 MJ

9.00 MJ

3.60 MJ

2.68 MJ

6,904 kcal
6,952 kcal
6,737 kcal
6,354 kcal
5,375 kcal
6,498 kcal

7,191 kcal
5,041 kcal
 815 kcal

2,009 kcal

9,126 kcal
8,433 kcal

11,992 kcal
8,146 kcal
8,266 kcal
8,767 kcal
8,767 kcal
9,126 kcal
9,341 kcal
9,962 kcal
9,603 kcal

10,105 kcal

8,504 kcal
10,726 kcal

13,019 kcal
9,771 kcal

9,818 kcal

2,150 kcal

860 kcal

641 kcal

7,600 kcal
―　   
―   　

6,200 kcal
5,800 kcal
6,500 kcal

7,200 kcal
4,800 kcal

800 kcal
2,000 kcal

9,250 kcal
8,100 kcal

12,000 kcal
8,000 kcal
8,400 kcal
8,700 kcal
8,900 kcal
9,200 kcal
9,300 kcal
9,800 kcal
9,600 kcal

10,100 kcal

8,500 kcal
9,400 kcal

13,000 kcal
9,800 kcal

10,000 kcal

2,250 kcal

860 kcal

―　   

暫定値

旧NGL

旧他石油製品

旧LNG
旧天然ガス

効率 39.98％

100°C, 1気圧
飽和乾蒸気

1018

1015

1012

109

106

103

102

10
10-1

10-2

10-3

10-6

10-9

10-12

角 度
長 さ
面 積
体 積
時 間
周波数、振動数
質 量
密 度
力
圧 力
仕事、エネルギー
動力、仕事率
熱力学温度
熱 量

① basic Energy Units
     1J（joule）=0.2388cal
     1cal（calorie）=4.1868J
     1Btu（British thermal unit）=1.055kJ=0.252kcal
② Standard Energy Units
     1toe（ton of oil equivalent）=42GJ=10,034Mcal
     1tce（ton of coal equivalent）=7,000Mcal=29.3GJ
     1 barrel=42 US gallons≒159  
     1m3=35.315 cubic feet=6.2898 barrels
     1kWh=3.6MJ≒860kcal
     1,000scm（standerd cubic meters
                    of natural gas）=36GJ（Net Heat Value）
     1 ton of uranium=10,000～16,000toe（軽水炉、オープンサイクル）
     1 ton of peat=0.2275toe
     1 ton of fuelwood=0.3215toe

rad
m
m2

m3

s（秒）
Hz（ヘルツ）
kg
kg/m2

N（ニュートン）
Pa（パスカル）
J（ジュール）
W（ワット）
K（ケルビン）
J（ジュール）

°（度）、'（分）、''（秒）

 （リットル）
d（日）、h（時）、min（分）

t（トン）

bar（バール）
eV（電子ボルト）

Exa
Peta
Tera
Giga
Mega
kilo

hecto
deca
deci
centi
milli
micro
nano
pico

E
P
T
G
M
k
h
da
d
c
m
u
n
p

接頭語量 SI単位 SI単位として併用してよい単位
名　称単位に乗じる倍数 記　号

エネルギー源 単　位 標準発熱量 kcal換算標準発熱量 旧標準発熱量 備　考

数　表

〈熱分解〉

〈酸素との反応〉

〈二酸化炭素との反応〉

〈水蒸気との反応〉

〈水素との反応〉

石炭 → CH4 ＋ C（チャー/コークス）＋（発熱）

C ＋ O2 → CO2 ＋
C ＋　O2 → CO ＋

C ＋ CO2 → 2CO －

C ＋ H2O → CO ＋ H2 －
C ＋ 2H2O → CO2 ＋ 2H2 －
CO ＋ H2O → CO2 ＋ H2 ＋

C ＋ 2H2 → CH4 ＋
CO ＋ 3H2 → CH4 ＋ H2O ＋

97.0kcal/mol
29.4kcal/mol

38.2kcal/mol

31.4kcal/mol
18.2kcal/mol
10.0kcal/mol

17.9kcal/mol
49.3kcal/mol

（1）

（2）
（3）

（4）

（5）
（6）
（7）

（8）
（9）

1
2
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