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はじめに 

 

研究開発の評価は、研究開発活動の効率化・活性化、優れた成果の獲得や社会・経済

への還元等を図るとともに、国民に対して説明責任を果たすために、極めて重要な活動

であり、このため、経済産業省では、「国の研究開発評価に関する大綱的指針」（平成

２０年１０月３１日、内閣総理大臣決定）等に沿った適切な評価を実施すべく「経済産

業省技術評価指針」（平成２１年３月３１日改正）を定め、これに基づいて研究開発の

評価を実施している。 
 
経済産業省において実施している低品位炭改質技術研究開発は、世界の石炭埋蔵量の

およそ半分を占めるものの、水分含有量が多い、自然発火性等があるため利用が困難な

低品位炭を油スラリー中で効率的に脱水改質することにより瀝青炭並の利用可能な資

源に転換する技術の開発であり、インドネシア・カリマンタン島に600t/日の実証プラ

ントを設置し、商業化技術の開発・実証を行うため、平成１８年度から平成２１年度ま

で実施したものである。 
 
今回の評価は、この低品位炭改質技術研究開発の事後評価であり、実際の評価に際し

ては、省外の有識者からなる低品位炭改質技術研究開発プロジェクト事後評価検討会

（座長：石谷 久 東京大学名誉教授）を開催した。 
 
今般、当該検討会における検討結果が評価報告書の原案として産業構造審議会産業技

術分科会評価小委員会（小委員長：平澤 泠 東京大学名誉教授）に付議され、内容を

審議し、了承された。 
 
本書は、これらの評価結果を取りまとめたものである。 
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事後評価報告書概要 

 

プロジェクト名 低品位炭改質技術研究開発プロジェクト 

上位施策名 石油・天然ガス・石炭の安定供給確保 

事業担当課 資源エネルギー庁 資源・燃料部 石炭課 

プロジェクトの目的・概要 
アジア地域を中心とした経済発展により石炭需要の増加が見込まれ、世界の石炭需給はよりタ

イト化する見通し。一方、世界の石炭埋蔵量のおよそ半分は水分含有量が多い、自然発火性等が

あるため利用が困難な低品位炭が占めており、この有効活用は喫緊の課題。本プロジェクトは低

品位炭を油スラリー中で効率的に脱水改質することにより、瀝青炭並に利用可能な資源に転換す

る技術の開発であり、インドネシア・カリマンタン島に600t/日の実証プラントを設置し、商業

化技術の開発・実証を行う。 
予算額等（補助率１／２）                         （単位：千円） 

開始年度 終了年度 中間評価時期 事後評価時期 事業実施主体 

平成１８年度 
 

平成２１年度 
 

－ 平成２２年度 

(財)石炭エネル

ギーセンター 
 

(株)神戸製鋼所 
H19FY 予算額 H20FY 予算額 H21FY 予算額 総予算額 総執行額 
945,000 849,500 958,316 3,737,816 3,736,808 

 

目標・指標及び成果・達成度 
(1) 全体目標に対する成果・達成度 
低品位炭を油中スラリー中で脱水改質することにより瀝青炭並の利用可能な資源に転換する

技術の商業化実証を目標とする。個別技術の目標に対する成果の達成度は、以下のとおりであり、

プロジェクト全体の目標は概ね達成された。 
個技術 目標・指標 成果 達成度 

大型化技術

の確立 
 
 
 
 
 

80%負荷率以上での運転及び

データ取得 
 

80%以上の運転は延べ12時間に

とどまっているが、商業機設計

・操業のための主要な条件は判

明した。(10月以降の自主操業に

より80%以上運転は延べ64時間

となり、データを補強拡充し

た。) 

一部達成 
 
 



大型化技術

の確立 
1000時間連続運転 連続運転は 長156時間にとど

まったが、運転中断は機械的ト

ラブルに起因するもので、プロ

セスとしての安定性は実証され

た。(10月以降の自主操業によ

り、連続運転は321時間を達成

し、機械設備面の安定性も実証) 

一部達成 

経済性把握 
 
 

商業機改質コスト $15/トン

（石炭費は除く） 
より高水分の原料褐炭に変更

（当初35%から60%へ）した影響

もあり改質コストは＄20/ｔを

超えたが、現状の市場価格を前

提に経済性があることが示され

た。 

一部達成 

市場性把握 
 
 
 
 

製品品質  
6000kcal/kg以上 
全水分10%以下 

原炭水分60％であっても左記達

成可能なことが示された。 
達成 

5000トン規模での海上輸送

実績 
船積量は1755トンであったが、

DPから日本の発電所貯炭ヤード

まで、全ての工程を通じて、適

切な管理により十分出荷可能な

ことが示された。 

一部達成 
 

商業機での利用実績（混炭率

20%以上） 
20％混炭での実炉試験で十分使

用可能なことが示された。 
達成 

 
(2) 目標及び計画の変更の有無 
対象となる低品位炭を水分含有量３５％のものから同６０％のものに変更 
 
＜共通指標＞ 

論文数 論文の 
被引用度数 

特許等件数 
（出願を含む） 

特許権の
実施件数 

ライセンス
供与数 

取得ライセ
ンス料 

国際標準へ
の寄与 

１ ０ １１ ０ ０ ０ － 
 
評価概要 
１．事業の目的・政策的位置付けの妥当性 
政策的には上位のクリーンコール施策との整合性が確保されており、低品位炭の品位を向上さ

せることによるエネルギー安定供給源の確保やエネルギー価格の安定、環境負荷の低減等の目的

は、資源に乏しい我が国の現状に鑑みて妥当である。また、世界的にエネルギー需要が拡大する

と予想される中、特に増大が見込まれる途上国のエネルギー需要に資する技術開発は時宜を得た

ものであり、世界全体のエネルギー安全保障上きわめて重要。 
 一方、今後の実用化、商業化について必ずしも具体的な計画が提示されていない点が懸念され

ることから、今後国がその進展をモニター、フォローアップしてその実現を確実にすることが望



ましい。 
 
２．研究開発等の目標の妥当性 
商業化実現のため、大型機での技術確立、経済性把握、市場性把握の３つの観点について、そ

れぞれ目標値を定量的に設定することにより目標水準を明確にしている点は高く評価できる。 
一方、市場に無い燃料を作るという新しい分野への挑戦であったため、適切なビジネスモデル

を確定できず、そのため目標値の根拠が不明確なものとなり、目標値の妥当性の評価が分かれた。

技術開発においてはそのプロセス自体も重要なノウハウとなるが、結果のみを評価するとオンオ

フの評価となってそのプロセスなどが評価できないことになるため、事前にキーとなる技術要素

をそれぞれ抽出してその目標、確認などの具体的指標を検討することが望ましい。 
 
３．成果、目標の達成度の妥当性 
商業化のための改質コストの見通しが得られたことは高く評価できる。一部未達成の数値はあ

るものの論文発表、特許の出願等も行われており、概ね当初の目標を達成したと考えられる。ま

た、エンジニアリング的に見て重要課題は解決しており、今後は更なる調整、再設計などをする

ことにより実現可能と考えられる。 
一方、当初の設定目標を数字上は達成できず、一部達成にとどまっているものが多い点は否め

ない。結果論であるが、目標を高く設定し過ぎた感がある。 
 
４．事業化、波及効果についての妥当性 
微粉炭燃焼炉への補助燃料としての市場性から考えて、事業化に関しては妥当と考えられる。

また、低品位炭をガス化炉の原料として使用する際に、従来の乾燥手法では対応できない場合に

は本技術を活用できる可能性もある。我が国クリーンコール技術による石炭資源の高効率利用の

促進が期待できるなど、波及効果は十分ある。 
 一方、具体的な事業化の方向性が明確ではなく、どのように商業化を進めていくのか、マーケ

ット開拓を行っていくのかといった点について、今回の結果からはそこまでの展望は明確にはう

かがえない。 
 
５．研究開発マネジメント・体制・資金・費用対効果等の妥当性 
事業実施中の石炭価格高騰に伴う市場状況の変化から、当初のターゲットである水分３５％含

有褐炭を６０％含有のものに変更したことは状況の変化に柔軟に対応した適切なマネジメント

を行ったといえる。また、全体の開発体制・組織は、途上国を相手とするために、現地法人の設

立、政府間協議、運営委員会活動など、インドネシアの実情に対応した適切な体制と見られる。 
 一方、途中の計画変更に対し、迅速な対応が十分ではなかったこと、目標を十分に達成できな

かったことは、体制に弱い面があったと考えられる。 
 
６．総合評価 
いくつかの評価項目において目標に達していないところも見られるが、技術開発である以上、

種々のトラブルの発生、その対応によるスケジュールの遅れは不可避である。その中で、 終的

に実現の可能性が確認されたということ、実施者が今なお継続的研究を行って商業化を目指して

いることから、目的は概ね達成されたと評価される。本技術は経済性に優れている石炭資源の安

定供給、有効利用と環境負荷低減を目指したもので、低品位炭の改質という地味な技術であるが、

その早期実用化が世界的に求められており、極めて大きな波及効果が期待できるものである。日

本の誇るクリーンコール技術にも中期的には大きな貢献が期待できるものであり、本研究開発の

意義は高く、また、実用化・事業化に関して大きく前進したものと評価できる。 
商業化を視野に入れる限り、まだ未達成の課題が残るため、残された課題をクリアしつつ、



従来以上にマーケットを意識した活動が望まれ、また、現在実施している自主運転の中で成

果を再確認する必要がある。 
 

７．今後の研究開発の方向等に関する提言 
○このようなシステム実証の 終的な目的は、経済的に競争力のあるシステムを実現し普及させ

ることである。国としては、この後の経緯をモニターしてその実現までをフォローアップするこ

とが必要と思われる。 
○今後再生可能エネルギーの導入拡大に伴う電源多様化が想定される中、火力発電技術はエネル

ギーセキュリティ面、負荷調整機能などの系統安定化の面からも優れており、特に石炭火力は経

済性に優れることから今後ますます重要性が増すと考えられる。今後とも国際競争力が激化して

いる中、エネルギーの有効活用と環境負荷の低減につながる明確な目標を持った技術開発を実施

していくことが望まれる。 
○クリーンコール技術は中長期的に石炭に頼らざるを得ない途上国に対して有用度の高い技術

である。今後、石炭火力のクリーン化、次いでガス化炉など高効率炉への移行、ＤＭＥなどの原

燃料としての貢献も期待できることから低品位炭利用技術の積極的な海外市場へのアピールを

することが重要である。 
○基礎研究、パイロットプラントから実用プラントへ事業支援をシフトしていくことが望まれ

る。特にこれからの市場は国外が多くなると予想されることから、海外市場を開拓するための制

度的な支援を含めての検討が必要になると考えられる。 
 
評点結果 
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第１章 評価の実施方法 

 
 
本プロジェクト評価は、「経済産業省技術評価指針」（平成21年3月31日改定、以下

「評価指針」という。）に基づき、以下のとおり行われた。 

 

１．評価目的 

 評価指針においては、評価の基本的考え方として、評価実施する目的として 

(1)より良い政策・施策への反映 

(2)より効率的・効果的な研究開発の実施 

(3)国民への技術に関する施策・事業等の開示 

(4)資源の重点的・効率的配分への反映 

を定めるとともに、評価の実施にあたっては、 

(1)透明性の確保 

(2)中立性の確保 

(3)継続性の確保 

(4)実効性の確保 

を基本理念としている。 

プロジェクト評価とは、評価指針における評価類型の一つとして位置付けられ、

プロジェクトそのものについて、同評価指針に基づき、事業の目的・政策的位置付

けの妥当性、研究開発等の目標の妥当性、成果、目標の達成度の妥当性、事業化、

波及効果についての妥当性、研究開発マネジメント・体制・資金・費用対効果等の

妥当性の評価項目について、評価を実施するものである。 

その評価結果は、本プロジェクトの実施、運営等の改善や技術開発の効果、効率

性の改善、更には予算等の資源配分に反映させることになるものである。 

 

２．評価者 

 評価を実施するにあたり、評価指針に定められた「評価を行う場合には、被評価

者に直接利害を有しない中立的な者である外部評価者の導入等により、中立性の確

保に努めること」との規定に基づき、外部の有識者・専門家で構成する検討会を設

置し、評価を行うこととした。 

 これに基づき、評価検討会を設置し、プロジェクトの目的や研究内容に即した専

門家や経済・社会ニーズについて指摘できる有識者等から評価検討会委員名簿にあ

る６名が選任された。 
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 なお、本評価検討会の事務局については、指針に基づき経済産業省資源エネルギ

ー庁石炭課が担当した。 

 

３．評価対象 

 低品位炭改質技術研究開発（実施期間：平成１８年度から平成２１年度）を評価対

象として、研究開発実施者（(財)石炭エネルギーセンター、(株)神戸製鋼所）から提出

されたプロジェクトの内容・成果等に関する資料及び説明に基づき評価した。 

 

４．評価方法 

第１回評価検討会においては、研究開発実施者からの資料提供、説明及び質疑応答、

並びに委員による意見交換が行われた。 

第２回評価検討会においては、それらを踏まえて「プロジェクト評価における標準的

評価項目・評価基準」、今後の研究開発の方向等に関する提言等及び要素技術について

評価を実施し、併せて４段階評点法による評価を行い、評価報告書(案)を審議、確定し

た。 

また、評価の透明性の確保の観点から、知的財産保護、個人情報で支障が生じると認

められる場合等を除き、評価検討会を公開として実施した。 
 

５．プロジェクト評価における標準的な評価項目・評価基準 

評価検討会においては、経済産業省産業技術環境局技術評価室において平成２１年６

月１日に策定した「経済産業省技術評価指針に基づく標準的評価項目・評価基準につい

て」のプロジェクト評価（中間・事後評価）に沿った評価項目・評価基準とした。 

 

１．事業の目的・政策的位置付けの妥当性 

（１）事業目的は妥当で、政策的位置付けは明確か。 

・事業の政策的意義（上位の施策との関連付け等） 

・事業の科学的・技術的意義（新規性・先進性・独創性・革新性・先導性等） 

・社会的・経済的意義（実用性等） 

（２）国の事業として妥当であるか、国の関与が必要とされる事業か。 

・国民や社会のニーズに合っているか。 

・官民の役割分担は適切か。 

 

２．研究開発等の目標の妥当性 

（１）研究開発等の目標は適切かつ妥当か。 

・目的達成のために具体的かつ明確な研究開発等の目標及び目標水準を設定し
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ているか。特に、中間評価の場合、中間評価時点で、達成すべき水準（基準

値）が設定されているか。 

・目標達成度を測定・判断するための適切な指標が設定されているか。 

 

３．成果、目標の達成度の妥当性 

（１）成果は妥当か。 

・得られた成果は何か。 

・設定された目標以外に得られた成果はあるか。 

・共通指標である、論文の発表、特許の出願、国際標準の形成、プロトタイプ

の作製等があったか。 

（２）目標の達成度は妥当か。 

・設定された目標の達成度（指標により測定し、中間及び事後評価時点の達成

すべき水準（基準値）との比較）はどうか。 

 

４．事業化、波及効果についての妥当性 

（１）事業化については妥当か。 

   ・事業化の見通し（事業化に向けてのシナリオ、事業化に関する問題点及び解決

方策の明確化等）は立っているか。 

（２）波及効果は妥当か。 

・成果に基づいた波及効果を生じたか、期待できるか。 

・当初想定していなかった波及効果を生じたか、期待できるか。 

 

５．研究開発マネジメント・体制・資金・費用対効果等の妥当性  

（１）研究開発計画は適切かつ妥当か。 

・事業の目標を達成するために本計画は適切であったか（想定された課題への

対応の妥当性）。 

・採択スケジュール等は妥当であったか。 

・選別過程は適切であったか。 

・採択された実施者は妥当であったか。 

（２）研究開発実施者の実施体制・運営は適切かつ妥当か。 

・適切な研究開発チーム構成での実施体制になっているか、いたか。 

・全体を統括するプロジェクトリーダー等が選任され、十分に活躍できる環境

が整備されているか、いたか。 

・目標達成及び効率的実施のために必要な、実施者間の連携／競争が十分に行

われる体制となっているか、いたか。 
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・成果の利用主体に対して、成果を普及し関与を求める取組を積極的に実施し

ているか、いたか。 

（３）資金配分は妥当か。 

・資金の過不足はなかったか。 

・資金の内部配分は妥当か。 

（４）費用対効果等は妥当か。 

・投入された資源量に見合った効果が生じたか、期待できるか。 

・必要な効果がより少ない資源量で得られるものが他にないか。 

（５）変化への対応は妥当か。 

・社会経済情勢等周辺の状況変化に柔軟に対応しているか（新たな課題への対

応の妥当性）。 

・代替手段との比較を適切に行ったか。 

 

６．総合評価 
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第２章 プロジェクトの概要 
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１．事業の目的・政策的位置付け 
 
１－１ 事業目的 

石炭は、他の化石燃料に比べて豊富で130年以上の可採年数があり、しかも特定地域

に偏在しないという特長を有する。また、経済的にも優位性を有しており、世界の第１

次エネルギーの約３割をまかなっている重要なエネルギー資源である。世界の石炭需要

は、2030年までに2006年の1.5 倍に拡大する見通しであり、特に、経済成長の著しい中

国などアジアの需要増加が大きいと見られている。 

日本においても第1次エネルギーの約2割強を石炭に依存しており、石炭は石油に次ぐ

エネルギー源となっている。現在、日本の石炭の需要は、燃料用炭が約9000万トン、製

鉄等原料用炭を含めると約1億8000万トンであるが、その殆ど全量が輸入によりまかな

われている。現在、わが国は世界一の石炭輸入国であり、地域としては豪州（59%）、

インドネシア（18%）等への依存度が大きいが、需要増加の著しいアジア･太平洋圏にお

いて、将来にわたって安定的な供給を確保することが重要である。 

 

一方、石炭は、石炭化の進んだ順に、無煙炭、瀝青炭、亜瀝青炭、褐炭等に分類され

るが、現在、主に生産・使用されているのは、発熱量が高く、輸送･貯蔵時の安定性も

優れている瀝青炭である。特に、日本の発電設備は瀝青炭燃焼を前提に、安定性と効率

を徹底的に追求しながら今日に至っている。 

しかし、石炭資源のうち瀝青炭は約半分に過ぎないため、今後、褐炭や亜瀝青炭（低

品位炭と総称される）の有効活用が重要になる。特に、日本で主力となっている高効率

の微粉炭焚き発電設備において、瀝青炭の代替として低品位炭を問題なく使用できるよ

うな改質技術の開発が求められている。 

 

また、日本にとって豪州に次ぐ供給国であるインドネシアにおいては、埋蔵量のうち

瀝青炭の占める比率は15％で大半の石炭が低品位炭である。また、インドネシアは石油、

天然ガスの生産・輸出国であったが2004年から石油輸入国に転じたことや、電力需要が

増大していることから、2006年に策定された新たなエネルギー政策では石炭を主要エネ

ルギー源とすることとした。このため、瀝青炭、亜瀝青炭を従来通りに輸出用とする一

方、国内では大量に埋蔵されている褐炭等の低品位炭を利用していくこととなるため、

低品位炭の有効利用は日本、インドネシア両国にとって共通の課題である。 
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図１－１ 世界の石炭埋蔵量 
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図１－２ 世界の石炭需要見通し 

 

     図１－３ インドネシアのエネルギー供給と石炭生産･需要見通し 
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さらに、石炭を燃焼する際には石炭灰や硫黄酸化物が発生する。これらは 大限の再

利用が図られているものの、灰分や硫黄分の低い石炭の利用が望まれている。たとえば

インドネシアの褐炭資源の中には低灰分･低硫黄のものが多く賦存しており、これらの

活用が環境負荷の低減にもつながる。 

 

これらへの対応として、インドネシア等の未利用低品位炭資源の有効活用を目的とし

た、低コスト・低環境負荷の低品位炭脱水改質技術の商業化を促進するため、本事業を

実施するものである。 

本事業は、平成18年度より平成21年度までの４年間にわたり、インドネシア共和国南

カリマンタン州において日産600トンの改質炭製造設備の設計、建設、試験操業を実施

し、これにより商業機に対してスケールアップ率10以下の低リスク対応可能な商業化技

術の蓄積を行う計画である。具体的には連続運転試験による耐久性確認、所要製品仕様

の達成と、そのための設計技術、保全技術の確立、及び経済性評価による商業機採算性

の成立を目標とする。 
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１－２ 政策的位置付け 
資源に乏しい我が国にとって、石炭は極めて安定供給性に優れた重要なエネルギーで

あるが、石炭から発生するCO2削減のためにCCT技術の適用や更なる高効率化に向けた技

術開発の取り組みが進められている。本事業は、これまで高水分、低発熱量、自然発火

性等のため利用が限定され、その発電効率も低い低品位炭を改質し高品位化することに

より、市場性のある新たな石炭資源として有効活用を図る技術を開発することを目的と

している。 

本事業で実施する技術は油中での処理を特長とする我が国独自の新規技術であり、こ

れまでの基礎試験等の技術開発により、商業化可能な技術、経済性、市場性を有する先

進的な技術である。本技術は、国家的に重要な産業技術のロードマップを俯瞰する事を

目的として経済産業省が策定した「技術戦略ロードマップ２０１０」や「エネルギーイ

ノベーションプログラム基本計画」において、「化石燃料の安定供給確保と有効かつク

リーンな利用に寄与する技術」の「石炭のクリーン利用技術」として位置付けられてい

る（図１－１）。 

また、平成21年の総合エネルギー資源調査会鉱業分科会クリーンコール部会の報告に

おいて、低品位炭の活用や産炭国との関係強化が提言されており、本事業の目的はこれ

らに合致している。平成22年６月に閣議決定された「エネルギー基本計画」では、石炭

の安定供給確保のため産炭国の未利用な低品位炭について石炭ガス化や改質技術等に

よる有効利用を進め、産炭国のエネルギー需要の緩和と将来的には我が国への新たな石

炭供給源を目指すとされている。 

 

本技術の確立、実用化により、これまで未利用あるいは限定的な利用に留まっていた

低品位炭が高品位炭と同等のものとして活用できることは、世界の石炭需給の緩和に貢

献するとともに、我が国におけるエネルギー資源の安定供給確保や低品位炭資源を有す

る産炭国との強固な相互依存関係の構築が可能となり、さらに石炭利用効率の向上によ

りCO2削減等の地球環境問題へも資する等、社会的、経済的意義も十分に大きい。 
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図１－１ 経済産業省「技術戦略マップ2010；化石燃料の安定供給確保と

有効かつクリーンな利用」に向けた導入シオリオ 

本事業の技術 
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１－３ 国の関与の必要性 
 

我が国の中核エネルギーの一つである石炭は、今後も電力を中心に需要が伸びると思

われるが、その石炭の殆どは高品位の輸入炭である。世界の石炭資源の半分を占める低

品位炭が輸入可能となれば、我が国のエネルギー政策上意義が大きい。また、低品位炭

には高品位炭には見られない低灰分、低硫黄の物があり、このような低品位炭をベース

とした改質炭を有効利用できると、我が国内で顕在化しつつある捨て灰地の枯渇問題に

対しても、その延命作用が期待でき意義が大きい。すなわち当事業の実施は我が国にと

って資源、環境の両面で大きい意味を持つ。 

2005年4月に開催された日本－インドネシア石炭政策対話において、インドネシア側

から同国に豊富に賦存する低品位炭の有効利用を図るため日本で開発された低品位炭

改質法の実用化への技術協力について強く要請がなされたこと、2006年11月の甘利経済

産業大臣とプルノモ・エネルギー鉱物資源大臣間における共同声明にて両国が低品位炭

改質技術の開発に取り組むことで合意したこと、2007年8月の日尼ＥＰＡ締結時の共同

声明にて低品位炭改質技術の開発に協力することで合意したこと等、日イ政府間での協

議を重ねて本事業を開始することとなった。 

本事業は改質技術の商業化達成・促進を目的としており、開発費の大きい実証プラン

トによる事業を行うことから、民間企業だけで推進するのには限界がある。一方、本事

業の実施によりインドネシアにおいて自然発火性や低発熱量等の問題からほとんど利

用されなかった低品位炭の利用が可能となり、同国の高品位炭の供給、輸出量が増すこ

とにより石炭需給が安定するため、公共性が認められるものとなる。また低品位炭有効

利用というインドネシア国のエネルギー政策に基づく強い要請への支援という観点か

らも、国と国との間の技術開発として位置付けて推進すべきものであり、国の関与が妥

当である。 

また、中国、インドを中心とするアジア地域において、経済成長に伴うエネルギー需

要の増加、それに伴う需給の逼迫感が増大している状況の中で、低品位炭を活用したア

ジア地域全体でのエネルギー源の多様化、ならびに安定供給の推進を図ることは、国と

して主体的に進めていく分野であり、国の事業として実施することは妥当である。 
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２．研究開発目標 
２－１ 研究開発目標 
２－１－１ 全体の目標設定 
（１）ＵＢＣ*プロセスの原理と製品の特長 

*)UBCとはUpgraded Brown Coalの略で、本事業の低品位炭改質技術をいう。 

ＵＢＣプロセスは褐炭の水分を除去し（脱水）、成型するもので、脱水には油中スラ

リー脱水の技術を用いている。脱水された褐炭は、一般炭と同様のハンドリングが可能

となるように成型され、ＵＢＣ製品となる。（図２－１、２－２参照） 

 原料の褐炭を5mm以下に粉砕し、少量のアスファルトを加え、熱媒体となる軽質油と

共に攪拌混合して泥状の流体（スラリー）をつくり、これを加熱することで、褐炭中の

水分を蒸発させて除去する。処理条件が140～150℃、3気圧程度という比較的穏やかな

条件での脱水処理が可能であり、しかも、水分60％程度の褐炭でも効率的に処理が可能

である。また、加熱時の熱源として蒸発した水蒸気の熱を再利用し、エネルギー効率を

上げている。 

 尚、熱媒体用の軽質油は99％以上回収し、プロセス内で再利用される。 

 

図２－１ ＵＢＣプロセスの概要 
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図２－２  脱水過程の模式図 

 

脱水された褐炭の粉は、軽質油と分離回収後に成型されてＵＢＣ製品となり、瀝青炭

と同様のコールチェーンに乗せることが可能になる。 

ＵＢＣ製品は、低発熱量の褐炭を原料にしながら、瀝青炭と同等の発熱量を持ってお

り、高効率微粉炭焚ボイラーでも充分使用可能である。利用価値の殆ど無い水分60％程

度の褐炭であってもＵＢＣ製品の発熱量は維持することが可能であり、ＵＢＣの特長の

一つである。 

また、日本をはじめとする各国の発電所において容易に使用できるよう、ハンドリン

グ性を向上し、通常の石炭と同様の輸送（海上および構内）が可能となっている。特に、

油分による処理により褐炭のもつ自然発熱性を抑制し、撥水性を持たせている。（表２

－１参照） 

 

    表２－１ 原料褐炭とＵＢＣ製品および瀝青炭の性状比較 
  

褐炭（原料） UBC製品 参）瀝青炭 

水分 35％ 60％ 8～10％ 10％前後 

発熱量 
4,200kcal/
kg 

2,300kcal/
kg 

6,000kcal/kg 6,300kcal/kg 

用途 
山元発電、 
近隣向出荷 

（山元発電） 国際市場向 国際市場向 

輸送 自然発熱傾向大 
撥水、成型、 

安定化 
安定 

灰 4％ 8％ 4％、 8％ 12～13％ 

硫黄 0.2％ 0.3％ 0.2％、0.3％ 0.5～0.8％ 

脱水 
+安定化

 

脱水後の軽質油 
（アスファルト分が 
 UBC粉に吸着され、

色が薄くなっている）

水蒸気

脱水前の 
アスファルト 
添加軽質油 
 

水蒸 
気 

アスファルトが 
UBC粉の細孔内に 
選択的に吸着される。
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（１） 開発段階における実証設備（ＤＰ）の位置づけ 

 本技術は褐炭液化プロセスの事前処理としてのスラリー脱水技術を応用したもので、

1990年代より褐炭の改質への適用の研究を開始した。ビーカーサイズでの実験に始まり、

その後、ベンチスケールユニット(BSU)によりプロセスの安定性を確認した。更に2000

年代に入り、パイロットプラント(PP)により大型化のためのエンジニアリングデータを

取得してきた。 

今回の実証段階は商業化に向けた 後の開発段階であり、実証プラントは商業機の10

分の1以上の規模となるよう600t/d規模とし、これにより、商業段階でのスケールアッ

プリスクのミニマイズを図ることとした。 

1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015

褐炭液化事前処理

パイロットプラント

基礎研究

15L  A/C

プロセス開発（BSU）

0.1t/d、バッチ式

プロセス開発（２）（PP）

3ｔ/d、連続式、屋内

大規模実証　（DP)

600ｔ/d、連続式、屋外

商業機

3000～5000ｔ/d

設計・建設 運転 　　　　適宜運転

協議中

協議中

 

図２－３ ＵＢＣの開発経緯 

 

（２） 開発目標の設定 

商業化の実現のために必要な下記の項目を確認・実証する。 

1. 【技術の確立】商業用大型機の設計・操業技術を確立する。 

商業機の規模としては3000～5000t/d程度を想定している。（現在未着手の褐炭

鉱区の開発となる場合は段階的な操業拡張を要望されることもあり、3000tを

小単位として新たに検討に加えた。） 

2. 【経済性把握】FS精度を向上し、商業機の経済性を確認する。 

DPの操業を通じて原単位等の精度を向上するとともに、この間に得られた設計

データに基づいてプラント建設費を把握する。これらを踏まえた経済性計算を

行い、商業機の採算性を確認･評価する。 
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3. 【市場性把握】試験出荷により利用性を確認する。 

サンプル製品を製造し、実機での製品燃焼およびハンドリングへの適合性を確

認する。 

 
更に、以上の開発目標を達成するために、各々について以下の定量的目標を設定した。 

 

表２－２ 定量的目標 

項目 目標値 設定理由 

大型化

技術の

確立 

80%負荷率以上での運転お

よびデータ取得 
スケールアップのための設計・操業条件を確認し、

エンジニアリングデータを取得する。 
1000時間連続運転 運転保全技術を確立し実証するために、長期連続運

転を行う。連続時間数は目処として設定。 
経済性

把握 
商業機改質コスト $15/ト
ン（石炭費は除く） 

瀝青炭と熱量等価の販売を前提に、採算性が十分確

保できると想定されるレベルとした。 
市場性

把握 
製品品質 6000kcal/kg以
上・全水分10%以下 

日本の発電所で使用されている豪州瀝青炭（5730～
6900kcal/kg、水分6～18.5%）と同程度とする。 

5000トン規模での海上輸

送実績 
バラ積み船による輸送、揚地でのハンドリング、ボ

イラーでの使用評価のために十分な量とする。 
商業機での利用実績（混炭

率20%以上） 
灰付着性、粉砕時の発火の可能性等を勘案し、目標

混炭率を設定した。 
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