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１．事業の概要

概 要

実施期間

本事業は、石炭資源の半分の量を有しながら、高水分、低発熱量で自然発火性があるため
に殆ど利用されていない褐炭等の低品位炭を、脱水改質し瀝青炭同等の石炭に改善する技術
の商業化の確立を目指すものである。

インドネシア共和国南カリマンタン州に製品基準で600t/日規模の実証プラント（DP)を建設し、
平成22年9月までに延べ2309時間の運転研究を実施し、商業機設計・操業のための主要条件

やデータを得た。また、製品炭の発電所実機ボイラーでの燃焼試験により、商業炉で十分使用
可能なことを確認するとともに、製品量100万t/年規模の商業機の経済性を検討し、水分60%
の褐炭でも十分に採算性があることを確認した。これらのDP規模での成果をもとに、商業化計
画を推進中である。

平成18 年度～平成21 年度 (4.5年間；*平成22年9月まで繰越）

予算総額

実 施 者

プロジェクト

リーダー

３７．１７５億円（補助金ベース；補助率1/2）

財団法人石炭エネルギーセンター

株式会社神戸製鋼所

事業：竹川 東明（財）石炭エネルギーセンター 理事

技術：柏木 健男（株）神戸製鋼所資源エンジニアリング事業部門

石炭エネルギー本部 技術部長

平成１８年度 平成１９年度 平成２０年度 平成２１年度

予算（億円） ９．６５ ９．４５ ８．４９５ ９．５８
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２．事業の目的・政策的位置付け

• 我が国は、世界最大の石炭輸入国であり、国内石炭需要量のほとんどを海外からの輸

入に依存していることから、国際規模での石炭の安定供給を図ることは極めて重要な課

題となっている。

• 一方、近年、主にアジア地域の経済発展や人口の増加に伴い石炭需要の増加が見込

まれることから、世界の石炭需要はよりタイト化する見通しである。

• 現在主に生産・利用されている瀝青炭は、高発熱量で輸送・貯蔵時の安定性に優れて

２－１．事業の目的

いるが石炭資源の半分程度の量であることから、今後、残りの半分を占める低品位炭

（水分含有量が多いため低発熱量、自然発火性がある等の理由から利用は限定的）を

瀝青炭と同等に改質して活用することが安定的なエネルギー確保、環境負荷低減の観

点から重要である。

• インドネシアは、アジア・太平洋地域の石炭輸出国としては豪州に次いで輸出量が多い

が、その埋蔵量の８０％以上が低品位炭であり、同国内で石炭需要が増加することが見

込まれる中、その有効利用は日本、インドネシアにとって、共通の重要課題である。

• 低品位炭を油スラリー中で脱水することにより、その熱量を瀝青炭並に改善、さらに自

然発火性を抑制し、利用可能な資源に転換する技術である低品位炭改質技術（UBC)に

ついて、６００t/日の実証設備により、商業化技術の開発・実証を行うことを目的とする。
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革新的ゼロエミッション石炭
火力発電プロジェクト（FS）

【 】

石炭ガス化発電技術 石炭ガス化複合発電 (ＩＧＣＣ)

対 象 技術分野 技 術 事 業 事業概要

IGCCからCCSまでのトータルシ
ステム検討

２－２ 政策的位置付け

酸
化
炭
素
削
減

【H20-24】
電力事業向け；

・発電効率向上

・CCSによる

CO2削減

多目的石炭ガス製造技術
開発(EAGLE) 【H19-21】

革新的ゼロエミッション石
炭火力発電プロジェクト（基

石炭ガス化燃料電池複合発電 (ＩＧFＣ)

次世代石炭ガス化複合発電 (A-ＩＧＣC)
発電効率向上と多目的な石炭ガ

ス化技術開発

IGCC （含CO2回収型）による更

なる高効率発電技術を目指した
CO2分離回収(Pre Combustion)

減
の
た
め
の
石
炭
発

工業用ボイラー

中小発電向け；

・熱の有効利用

制御等による

酸素燃焼国際共同実証事
業【H20-28】

盤研究事業） 【H20-24】

微粉炭火力発電技術

先進超々臨界圧火力発電 (A-USC)

産業用ボイラー効率化技術

CO2回収が容易な酸素による燃
焼発電技術の実証

先進基盤技術開発CO2分離回収技術

ガスタービン燃焼前にCO2を分
離回収する技術の開発

革新的CO2回収型石炭ガ
ス化技術開発 【H22-25】

国内での

酸素燃焼発電技術 (Oxy-fuel)

実施中

CO2分離回収(Post Combustion) 民間企業
による大
型実証

発
電
・
燃
焼

・制御等による

効率向上

・中長期には、

CO2回収型燃

焼方式

【 】

ク
リ

常圧・加圧流動床燃焼技術 (AFBC・PFBC)

酸素流動床燃焼技術（Oxy-FBC）

産業用ボイラー効率化技術

石炭高度燃焼技術

焼発電技術の実証

ケミカルルーピング燃焼技術

褐炭の含有水分の蒸発潜熱を
効果的に回収するシステムの開

発高効率褐炭乾燥システム

国内での
調査を実施

民間企業による実用化

今後の研究課題

今後の研究課題

低品位炭改質技術開発
(UBC) 【H18-21】

ー

ン
コ
ー

ル
技

術

資
源
安
定

自然発火性や

水分が多いこと

低品位炭改質技術

低品位炭を油中で脱水し、ブリ
ケット化することで安定化する技

術開発

ガス化反応に加え 部分水素化熱分

研究 【H22-23】

産炭国石炭開発・利用協力
事業 【H22-25】

産炭国における低品位炭の改
質技術の実証褐炭スラリー化技術

褐炭ブリケット化技術

褐炭乾燥技術

術供
給
の
た
め
の
石

水分 多

で利用が限られ

ている低品位炭

等の有効利用：

・ガス化

・固体化

石炭部分水素化熱分解技術

石炭ガス化技術

石炭地下ガス化技術

常圧流動床ガス化技術

石炭部分水素化熱分解技術開
発(ECOPRO) 【H15-20】

ガス化反応に加え、部分水素化熱分
解反応により高効率でCH4を含む合

成ガスを製造する技術の開発

無触媒石炭乾留ガス改質石炭乾留ガス改質技術 コークス炉からのガスをタールを

未利用炭有効資源化技術
開発【H22-23】

低品位炭を常圧でガス化する技
術の開発世界動向

を調査

石
炭
利
用

固体化

・スラリー化

石炭液化技術

技術開発【H18-21】 含む高温のまま改質し、合成ガ
スを製造する技術開発

合成ガス利用技術
低品位炭からクリーンな代替天
然ガス（SNG）への高効率的な

転換システムの開発

低品位炭からのクリーンメタ
ン製造技術研究 【H22-25】

終了

終了石炭直接液化技術

ＤＭＥ製造技術

SNG製造技術

微量金属元素除去技術

環
境
対
策

石炭灰・スラグ有効
利用技術

排煙処理技術

セメント・コンクリート分野等利用技術

SOx・NOx・煤塵処理技術

CO2対策技術

環境対策技術

（既述記載を除く）

戦略的石炭ガス化・燃焼技
術開発（微量金属元素高

度除去） 【H19-22】

燃焼排ガス中微量金属元素等
の高度除去技術の開発、分析

手法標準化

ガイドライン作成を実施

民間企業による実用化 4
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３．目標、成果、目標の達成度

項目 目標値 成果 達成度

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

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

1000時間連続運転 連続運転は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
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４．事業化、波及効果
当初想定していた水分３０％褐炭よりも劣質な水分６０％褐炭にも本技術が適用できることを確認し、この褐炭の

山元での事業化について、インドネシアの資源会社等と共同で検討を進めている。

• 事業化（製品出荷）形態 （混炭も選択肢）

褐炭採掘 UBC製造 UBC
単独出荷

輸送

混炭
ヤード

UBC
Plant

需要家

UBC
混炭出荷混炭出荷

• プロジェクトアウトカム （発電、製鉄、ガス化など多様な産業に対応）

海外発電
需要家

海外
製鉄・その他産業

需要家

山元
発電所

ガス化事業

褐炭鉱山
＋

UBC Plant

出資及び
UBCオフテイク

国際
石炭市場

UBC販売 UBC山元事業
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５．研究開発マネジメント・体制等

• 本事業は日本とインドネシアの共同研究として実施され、基本協定書（MOU)を(財)石炭エネルギーセンター
(JCOAL)とインドネシア国エネルギー鉱物資源省研究開発庁が締結し、JCOALと研究開発庁傘下の鉱物石炭技術研
究開発センター（tekMIRA)が実施機関として年度毎に実施計画書を取り交わして事業を推進した。
• 日本側は本技術の開発者である㈱神戸製鋼所が事業に参加した。また、プラント建設、運転等については、インドネ
シア国の法規により現地法人であることが必要なため、インドネシアにおける事業運営母体として、PT. Upgraded
Brown Coal Indonesia (PT.UBCI)を設立し 事業運営を行った。また、JCOAL事業化推進部長およびインドネシア側の
tekMIRA 所長が両社の代表として事業を統括し、神戸製鋼所の専任担当者がプロジェクトリーダーとして事業を運営
した。
•事業運営では、両国の役割分担をMOUに明記し、各年度の事業は両国関係者間で適宜協議を行い、効率的な運営
に努めた。また、日本側においては、本事業の計画内容、目標設定等について有識者による委員会において外部検

討、評価を行った。

METI

JCOAL

エネルギー鉱物資源省

研究開発庁(ARDEMR)

鉱物石炭技術研究開発センター
(tekMIRA)

【日本】 【インドネシア】

MOU (基本協定書)

Government Talk
(EPA, Coal Dialog)

PT. UBCI
インドネシアでの事業運営母体

ID（実施計画書)

運営委員会

Advisory Committee

PT. Bumi
PT. Arutmin

神戸製鋼所

プラント用地、ユーティリティ
供給、 運転員派遣他

METI

JCOAL

エネルギー鉱物資源省

研究開発庁(ARDEMR)

鉱物石炭技術研究開発センター
(tekMIRA)

【日本】 【インドネシア】

MOU (基本協定書)

Government Talk
(EPA, Coal Dialog)

PT. UBCI
インドネシアでの事業運営母体

ID（実施計画書)

運営委員会

Advisory Committee

PT. Bumi
PT. Arutmin

神戸製鋼所

プラント用地、ユーティリティ
供給、 運転員派遣他

低品位炭改質事業
推進委員会
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６．評価

座長

６－１．評価検討会

評価検討会名称

石谷 久 東京大学名誉教授

洋 波 学 学院 情報 学 究

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

委員

評価検討会委員

内山 洋司 筑波大学大学院 システム情報工学研究科
リスク工学専攻教授

高見 佳宏 電気事業連合会 技術開発部長

東嶋 和子 サイエンス・ジャーナリスト

村岡 元司 株式会社ＮＴＴデータ経営研究所 社会・環
境戦略コンサルティング本部 パートナー

森 俊介 東京理科大学 理工学部経営工学科 教授
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６－２．総合評価（コメント）

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、最終的に実現の可能
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
まれる。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。
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「経済産業省技術評価指針」に基づき、プロジェクト事後評価において、評点法による
評価を実施した。

６－３．評点結果

【評価項目の判定基
準】

１．事業の目的・政策的
位置付けの妥当性～
５．研究開発ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ・
体制・資金・費用対効
果等の妥当性
３点：非常に重要又は

非常によい
２点：重要又はよい
１点：概ね妥当
０点：妥当でない

2.83

2 33 2 33
2.50

3.00

3.50

4.00

（各項目：３点満点）
平 均 点

縦線：標準偏差

【評価項目の判定基準】
６．総合評価
３点：実施された事業
は、 優れていた。
２点：実施された事業
は、 良かった。
１点：実施された事業
は、 成果等が今一
歩のところがあった。
０点：実施された事業
は、 成果等が極めて
不十分であった。

０点：妥当でない2.33

1.33

2.00 2.17
2.33

0.00

0.50

1.00

1.50

2.00
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７．提言及び提言に対する対処方針
今後の研究開発の方向等に関する提言 提言に対する対処方針

○本技術の商業化に向けた国の取組：

このようなシステム実証の最終的な目的は、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。

○クリーンコール技術開発の更なる推進：

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

○本技術の普及についてモニターするとともに、産炭国との政策対
話の場をも活用し、商業化に向けて、フォローアップする方針であ
る。

○世界的な、特にアジアを中心とする石炭需要の増大に対応す
ることは喫緊の課題である。日本は石炭の有効活用と環境負荷
の低減に資する技術のリーダーであり、クリーンコール技術の開
発を更に推進するべく支援してまいりたい。

○世界の石炭埋蔵量のおよそ半分は低品位炭であり、その有効
活用を積極的に進めるため、産炭国との政策対話、クリーンコール
技術セミナー等を通じて、我が国の優れたクリーンコール技術を紹
介し、その普及に努めているところである。石炭の世界的安定供給
のため、石炭需要の増大する地域等海外市場に積極的にアピー
ルしてまいりたい。

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の海外展開：

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。

○海外市場開拓のための支援：

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。

○プラント輸出は国としても積極的に支援しているものであり、金
融面など、技術以外の部分についても支援しているところである。
設備などのハード面のみならず、その効率的な運用も含むソフト面
での支援も重要である。本技術の適用は石炭の安定供給確保に
資するのみならず、ＣＯ２排出削減効果も期待できることから、制
度的な支援も含め積極的に対応してまいりたい。


