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産業構造審議会産業技術分科会評価小委員会（第５８回）  

議事録 

 

１．日時：平成２５年３月１５日（金）９：００～１２：００  

 

２．場所：経済産業省別館６階６２６、６２８会議室  

 

３．出席者：平澤委員長、太田委員、菊池委員、鈴木委員、森委員、吉本委員  

 

（経済産業省出席者）  

川上大臣官房審議官（産業技術・環境担当）  

吉野産業技術政策課長  

渡邉産業技術総合研究所室長  

事務局：岡本技術評価室長、杉村補佐 他 

 

【議事次第】 

１．技術に関する施策・事業の評価について（審議） 

（１）クリーンコール分野（施策評価及び事業評価２件） 

 

２．技術に関する事業の評価について（審議） 

（１）石炭ガス化燃料電池複合発電実証事業費補助金 

（２）二酸化炭素回収・貯蔵安全性評価技術開発事業（CO2地下貯留の安全性・周辺環境

影響の予測及び評価手法の研究開発） 

（３）二酸化炭素回収・貯蔵安全性評価技術開発事業（地下高温域でのCO2の流動と化学

反応による鉱物固定に関する研究） 

（４）二酸化炭素回収・貯蔵安全性評価技術開発事業（CO2の地下深部塩水層貯留につい

ての基盤的研究） 

（５）二酸化炭素回収・貯蔵安全性評価技術開発事業 

（６）二酸化炭素固体吸収材等研究開発事業 

（７）二酸化炭素分離膜モジュール研究開発事業 

 

３．その他 

 

【議事内容】 

○平澤委員長 

 定刻少し前でありますけれども、皆さんおそろいですので、始めたいと思います。 

 今日は、また朝早くからお集まりいただきまして、ありがとうございました。それか

ら、事務方の皆さんも、膨大な資料をどうもありがとうございました。今日も12時まで

３時間という長丁場になりますが、一人退席されますと委員会が成立しなくなるという

ことですので、どうか最後までよろしくお願いいたします。 
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 それでは、議事に入ります前に、資料の確認を事務局からお願いいたします。 

○岡本技術評価室長 

 それでは、資料の確認をさせていただきます。 

 まず最初に、第58回評価小委員会説明者という１枚紙。それから、本日の座席表。 

 それから、資料のカバーのクリップを外していただきますと、まず資料１、本日の議

事次第。 

 資料２、委員名簿。 

 資料３、クリーンコール分野に係る技術に関する施策・事業評価報告書（案）。 

 資料４、石炭ガス化燃料電池複合発電実証事業費補助金事前評価報告書（案）。 

 資料５、二酸化炭素回収・貯蔵安全性評価技術開発事業（CO2地下貯留の安全性・周辺

環境影響の予測及び評価手法の研究開発）事後評価報告書（案）。 

 資料６、二酸化炭素回収・貯蔵安全性評価技術開発事業（地下高温域でのCO2の流動と

化学反応による鉱物固定に関する研究）事後評価報告書（案）。 

 資料７、二酸化炭素回収・貯蔵安全性評価技術開発事業（CO2の地下深部塩水層貯留に

ついての基盤的研究）事後評価報告書（案）。 

 資料８、二酸化炭素回収・貯蔵安全性評価技術開発事業中間評価報告書（案）。 

 資料９、二酸化炭素固体吸収材料等研究開発事業中間評価報告書（案）。 

 資料10、二酸化炭素分離膜モジュール研究開発事業中間評価報告書（案）。 

 資料11、評点結果のポートフォリオ。 

 続きまして、横長の資料のクリップをお外しいただければと思います。 

 補足資料１、クリーンコール分野に係る技術に関する施策・事業の概要について。 

 補足資料２、石炭ガス化燃料電池複合発電実証事業費補助金事前評価の概要。 

 補足資料３、二酸化炭素回収・貯蔵安全性評価技術開発事業（CO2地下貯留の安全性・

周辺環境影響の予測及び評価手法の研究開発）評価の概要。 

 補足資料４、二酸化炭素回収・貯蔵安全性評価技術開発事業（地下高温域でのCO2の流

動と化学反応による鉱物固定に関する研究）評価の概要。 

 補足資料５、二酸化炭素回収・貯蔵安全性評価技術開発事業（CO2の地下深部塩水層貯

留についての基盤的研究）評価の概要。 

 補足資料６、二酸化炭素回収・貯蔵安全性評価技術開発事業プロジェクト中間評価の

概要。 

 補足資料７、二酸化炭素固体吸収材料等研究開発事業プロジェクト中間評価の概要。 

 補足資料８、二酸化炭素分離膜モジュール研究開発事業プロジェクト中間評価の概要。 

 以上でございます。不足がございます場合は申しつけください。 

○平澤委員長 

 どうもありがとうございました。議題が１と２に分かれておりますが、いずれも石炭

に関係したもの。ＣＯ₂ の吸収も含みますが、１が施策に関係している施策レベルのも
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の、２が事業レベルのものということになろうかと思います。 

 早速でありますけれども、議題１から、技術に関する施策・事業の評価、クリーンコ

ール分野についてであります。石炭課の課長から説明をお願いいたします。説明時間40

分、５分前にベルが鳴ります。では、よろしくお願いします。 

○説明者（石炭課長） 

 おはようございます。石炭課長の安居でございます。 

 それでは、クリーンコール分野に係る技術に関する施策・事業の概要について説明さ

せていただきます。 

 まず、３ページを御覧下さい。世界のエネルギー資源に占める石炭の役割でございま

す。右下の発電電力量構成比を御覧頂ければと思いますが、世界では発電電力量の４割

を石炭が占めており、特に中国は８割、インドも７割と大半を占めており、日本は27パ

ーセントを占めている状況です。 

 ここには記載がございませんが日本は石炭を１億8,000万トンほど輸入しており、その

うち１億トンほどが発電用、8,000万トンほどが原料とか化学用途に使われております。 

 ４ページを御覧下さい。我が国の電力供給構造でございます。2009年における我が国

の電力供給における石炭の割合は、２、３割を占めております。現在、エネルギー政策

の見直しを図っておりますけれども、2030年における割合は見直し前の数字でございま

す。当時は原子力が53パーセント、石炭が11パーセントということで、石炭の割合を減

らす方針でございましたけれども、現在、その見直しを行っているところでございます。 

 ５ページを御覧下さい。エネルギー・環境に関する選択肢でございます。前政権のと

きのシナリオでございますけれども、議論のメインは原子力、再生可能エネルギーでご

ざいました。化石燃料のうち石炭の比率について、赤い四角で囲っておりますけれども、

現行のエネルギー基本計画では、2030年に11パーセントまで減らすということでござい

ましたけれども、それに比べて多少増えておりまして、約２、３割使っていく見通しで

ございます。 

 エネルギー政策上、やはりエネルギー源をほぼ輸入に頼っている我が国としては、エ

ネルギー源の多様化が重要と考えます。ＬＮＧ（液化天然ガス）だけに頼るとか、何か

にだけ頼るのではなく、いろいろなエネルギー源をバランスよく多様化していくべきで

あり、その中で石炭も非常に重要と認識しております。 

 ６ページを御覧下さい。私どもは石炭の高効率利用に向けて頑張っているわけでござ

いますけれども、よく出るのがＬＮＧ、石油、石炭の熱量当たりのＣＯ₂ 排出量が３対

４対５であること。これを縮めるように石炭火力の高効率化を目指しているところです

が、６ページの右のグラフにありますように、石炭火力のｋＷｈ（キロワット時）当た

りのＣＯ₂ 排出量を現存の石炭火力に比べてＩＧＣＣ（石炭ガス化複合発電）で２割、

ＩＧＦＣ（石炭ガス化燃料電池複合発電）では３割減らすということでございます。当

然ながらＬＮＧのほうも発電効率の上昇に向けて研究が進んでおりますが、石炭をより
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高効率に使うという技術に対しては、引き続き重要と考えております。 

 ７ページを御覧下さい。石炭の分布、埋蔵の世界マップでございます。中東依存度が

低いというよりも現状ゼロでございまして、ここに書いてありませんが、豪州からの輸

入が７割、インドネシアが２割という状況でございます。石炭ソースとしても政治が比

較的安定したところが多いということで、石油などよりも明らかにメリットがあると考

えております。 

 ８ページを御覧下さい。石炭の高効率発電に向けたロードマップ、見通しでございま

す。高効率発電技術として石炭ガス化複合発電、燃料電池を複合したＩＧＦＣがござい

ます。現在、商用機の普及がかなり進んでおりますのがＵＳＣ（超々臨界圧火力発電）

でございますけれども、これにつきましてもＡ－ＵＳＣ（先進超々臨界圧火力発電）と

いう形で高効率化の取組がなされている状況でございます。 

 ９ページを御覧下さい。そういった世界最高水準の日本の石炭火力技術を海外でも大

いに売っていこうではないかということで、左の図を見ていただいてわかりますように、

日本の火力の平均効率は他国に比べても非常に高いです。さらに右のグラフでございま

すけれども、日本は、メンテナンス、運転管理ノウハウが非常にきめ細かいという部分

がございますので、10年、20年、30年たっても、設置からの経過年数に応じて発電効率

がそう下がらない。他国の導入実績に比べると、ライフサイクルでみた効率も非常にい

いですよと説明させていただいております。 

 10ページを御覧下さい。そういった日本の最高の石炭火力技術をインド、インドネシ

ア、ベトナムに導入にしていきますと、従来の石炭火力より効率が上がるためＣＯ₂ 削

減につながり、この３ヵ国の合計だけでも４億トン近くになります。我が国のＣＯ₂ 排

出量は年間約13億トンでございますので、こういった国に日本の今商用化されているＵ

ＳＣを入れるだけでも、日本の総排出量の３分の１近く削減できるという試算でござい

ます。 

 11ページを御覧下さい。石炭火力の世界マーケットを示しております。中国、インド、

ＡＳＥＡＮ諸国含めて石炭火力のマーケットはまだまだこれから大いに期待できること

が見て取れます。 

 12ページを御覧下さい。各国メーカーの国際競争力の状況でございます。技術の導入

状況については、インド、東南アジアはまだまだＳＣ（超臨界圧）レベル、中国、先進

国ではＵＳＣのリプレースが徐々に出始めているところでございます。ＵＳＣに関しま

しては、中国も取組を始めていますけれども、やはり日本メーカー、欧州メーカーが主

導している状況でございます。 

 13ページを御覧下さい。クリーンコール技術施策の位置付けでございます。左側はエ

ネルギー・環境政策上の施策の方向性でございます。まず、日本のエネルギー需給構造

における石炭火力の割合は２、３割を占めており、今後も石炭の利用が見込まれている

状況でございます。しかし、石炭を利用するにあたっては２つの課題が考えられます。
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一つ目は、石炭火力から排出されるＣＯ₂ はＬＮＧに比べて多い点。二つ目は、石炭の

可採年数は112年程度と言われており、この可採年数を長期化するために石炭の効率的な

利用が求められるという点です。これらの課題に対応するために、石炭火力の高効率化

・低炭素化や低品位炭の多目的利用等に取り組んでおります。 

 右側は産業政策上の施策の方向性でございます。日本の石炭火力技術を海外でも普及

し、プラント事業として、もしくは投資事業として日本の国富の増加につなげたいとい

うことで、産業政策という意味でも、クリーンコールテクノロジーの競争力強化は大事

だということで取り組んでいるわけでございます。 

 14ページは、今申し上げたようなことを文章にしているわけでございます。 

 15ページにつきましても、繰り返しになりますけれども、石炭火力の低炭素化の話、

さらには、先ほども申し上げたような亜瀝青炭ですとか褐炭といった低品位炭の利用が

エネルギー需給緩和にも資するのではないかということで取り組んでいるわけでござい

ます。 

 16ページを御覧下さい。石炭火力の低炭素化に焦点を当てたプロジェクトの方向性で

ございます。先ほども説明しましたけれども、左の図は効率をアップする話、さらに右

側のＣＯ₂ のＣＣＳ（分離・回収・貯留）の概要と書いておりますのが、こういったも

のにも石炭火力と合わせて可能性を探っていくというのが大事だと認識しております。 

 17ページを御覧下さい。低品位炭の多目的利用をもう少し詳しめに書かせていただい

ております。低品位炭の使い方は何が難しいかといいますと、例えばオーストラリアに

は褐炭という低品位炭があるわけでございますけれども、それを日本に持ってこようと

すると、自然発火しやすいという性質があるものですから、輸送面で非常に難しいとい

うネックがございます。そこで、発火性を抑えるために様々な工夫をして、例えば改質

炭として持ってくるという方法もございますし、場合によっては、ここに書いています

ように、山元（やまもと）で発電して、産炭国でのエネルギー需給緩和を行って、それ

が間接的ではございますけれども、アジア、日本のエネルギー需給緩和にも資するとい

う山元発電の使い方もございます。 

 さらには、産炭国において、そういった低品位炭をガス化するとか、液体化した形で、

液体燃料、もしくはガスという形で日本に持ってくることもあり得るということでござ

います。場合によっては、石炭の採れる産炭国において、ガス化ですとか液体化する過

程におけるＣＯ₂ 分離をして、その国でＣＯ₂ を回収、貯留してくるということも将来

としてはあり得ると考えております。 

 19ページ以降につきましては、Cool Earth―エネルギー革新技術計画ですとか、低炭

素社会づくり行動計画というようにさまざまな国の環境政策、エネルギー政策の中でも

石炭に関する技術開発が盛り込まれています。 

 25ページを御覧下さい。平成20年のCool Earth―エネルギー革新技術計画の中にも、

高効率石炭火力発電、さらにはＣＣＳ（二酸化炭素回収・貯留）に対して取り組んでい
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くことが大事と整理されております。 

 26ページにつきましては、Cool Earth―エネルギー革新技術計画の抜粋を記載してお

ります。具体的に発電効率何パーセント求めるといった話ですとか、ＩＧＦＣ、燃料電

池を組み合わせた形の実用化が期待されるということが書かれております。 

 同じく28、29ページにおきましては、具体的に閣議決定された文章を参考までに載せ

ております。赤印で示した部分が、先ほど来申し上げていますように、石炭、ガス化始

め、石炭の技術開発を大いに進めていくべきだという記述がなされております。 

 31ページを御覧下さい。これは平成22年に技術戦略マップ2010というのを経済産業省

でつくっておりまして、四角で囲っている部分、石炭のクリーン利用技術ということで、

ガス化し、ガスタービンと蒸気タービンを合わせたＩＧＣＣの技術開発、さらには燃料

電池も合わせたＩＧＦＣの技術。さらには、下のほうにまいりまして、低品位炭の改質、

石炭灰の対応など位置づけられているわけでございます。 

 32ページ以降につきましては、国際動向における位置付けということで書かせていた

だいております。2008年のＧ８エネルギー大臣会合、さらには2008年のＩＥＡ（国際エ

ネルギー機関）エネルギー技術展望、33ページまで国際動向における位置付けというこ

とで、引き続きこういった技術開発が大事ということがうたわれているわけであります。 

 34ページを御覧下さい。国の関与の必要性でございます。エネルギーというのは社会

に与えるインパクトが非常に大きくて、また、技術開発に対するロードも長いというこ

とで、国としても、公益性の観点からも開発リスクをとって、市場化に向けた支援を行

うことが大事と考えているわけでございます。 

 35ページを御覧下さい。石炭課、関係課におきまして、石炭火力の技術の体系図でご

ざいます。一番左がいわゆる政策目的でございますけれども、石炭火力の低炭素化の取

組、その下に低品位炭の利用を書いております。 

 低炭素化という中では、目的というところの四角で囲っているところに、高効率化と

ゼロエミッション化という２つの大きなカテゴリーがございます。高効率化ということ

は、申すまでもなく発電効率を高めるということで、現在においては蒸気タービンの効

率を上げるだけではなくて、ガス化することによってより効率を高めるという方向で今

取り組んでおります。具体的には、一番上に赤で塗っている部分でございますけれども、

ＩＧＣＣ、ＩＧＦＣ、さらにはＣＯ₂ 回収型ＩＧＣＣといった個別技術に関し、後ほど

御説明させていただきますが、大崎クールジェンプロジェクトということも取り組んで

いるわけでございます。 

 薄緑に塗っておりますゼロエミッション化につきましては、ＣＯ₂ の分離・回収技術

というところで、石炭をボイラーで燃やした後にＣＯ₂ を回収する、ガスタービン燃焼

器で燃やす前に回収する、さらには酸素燃焼といういろいろパターンがございます。そ

れぞれにつきまして、ＣＯ₂ の分離・回収技術についても取り組んでいるというところ

でございます。 
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 低品位炭の多目的利用という、下のほうに薄黄色で塗っている部分のプロジェクトで

ございます。目的の部分でございますけれども、１つは産炭国のエネルギー需給緩和に

合わせた液化・ガス化技術の開発ということで、後ほどもサンプルが出てきますが、例

えば石炭は日本の２割ほどをインドネシアから輸入しているわけでございますけれども、

インドネシアの国内のエネルギー需要の増加に伴いまして、石炭の需要量が増えてきて

おります。そういった面で、インドネシアに眠る低品位炭、いわゆる未利用炭を地元で

使っていただく。そして、非常にいい石炭は輸出で外貨を稼ぐのに使っていただくとい

うことから、低品位炭をインドネシア国内で使っていただけるような技術の提供も行っ

ておりますし、インドネシアで使うだけではなくて、さらには、加工の仕方によっては

低品位炭を加工したものを日本にも持ってくることも将来的にはあり得るというところ

で、まずは産炭国のエネルギー需給緩和を通じて、アジア、世界のエネルギー需給緩和

に資するという間接的な効果も期待できるということで、低品位炭の利用についても取

り組んでいるところでございます。 

 36ページを御覧下さい。今申し上げたことを再度紙に落とした形になっております。 

 37ページ以降につきましては、既に終わったプロジェクトもございますけれども、プ

ロジェクトの具体的な概要、その成果、さらには将来、カスタマーと書いてありますが、

その技術がどういった方に普及していくのか。アウトカムと長期的アウトカムという形

で、いわゆる波及効果のようなものを書かせていただいております。正確に申し上げる

と、アウトプット技術で、カスタマーは商用化なのですが、ここには直接アウトカムと

いうところに、さらなる実証も必要と書いております。 

 アウトカムの定義の仕方にもよるかと思うのですけれども、将来的には、まずは直接

的アウトカムとして、国内なり海外で、実際、実機が普及していく。さらに、その先に

は波及効果として、例えば、ガス化であれば発電技術だけではなくて、肥料向けのガス

提供とか、そういうことも考えられるということがいわゆるアウトカムとして期待され

る部分があるかと思いますけれども、37ページ以降につきましては、とりあえずそうい

う形で整理させていただいております。 

 44ページに移りまして、評価検討会での議論の紹介でございます。 

 45ページを御覧下さい。評価検討会における評価コメントでございます。施策の目的

・政策的実現の妥当性ということで、技術的課題が石炭火力の低炭素化と低品位炭の利

用の２つということで、施策目的としては明確に示されています。あと、インフラ輸出

も視野に入れるということで、産業政策的位置付けもしっかりなされていると。 

 資源小国の日本にとって、安定調達、経済性としての石炭の優位性に資する技術開発

は重要ですというようにいただいております。 

 それから、今後求められることといたしまして、目標達成時期が明確でないものもあ

る。できる限り不確実性も考慮した上で長期的、戦略的な施策が望まれるという指摘が

ございました。 
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 また、技術の商用化につきましては、インフラ整備、社会的合意など技術以外の要因

について検討が必要であるが、そのような社会経済的な問題点と対策が明らかにされて

いないというところで、例えば石炭ガス化技術も長年取り組んでいるわけでございます

けれども、それがすぐ国内で一気に普及するというところにまだまだ至っていないので、

そういった商用機の第１号機に対する支援はどうするのかという指摘もございました。 

 最後に、熾烈な国際競争の中で、国は海外の具体的な地点での商用化にも関与する必

要があるのではないかということで、海外営業にももっといろいろ工夫すべき余地があ

るのではないかという御指摘をいただいております。 

 46ページを御覧下さい。施策の構造及び目的実現見通しの妥当性でございます。こち

らも実効性を高めた予算配分になっている。ベンチスケール実証、スケールアップ実証

など、妥当な成果が得られているという評価をいただいている一方で、４つ目の丸でご

ざいますけれども、施策を推進する上で、政策資源投入に関し、柔軟に対応できるよう

取り組むこと。さらに、他国に国際市場が奪われている理由の分析もしっかりする必要

がある。実用化は、実機導入、商用化ということでございますけれども、スピードアッ

プも期待されるというところでございます。 

 47ページを御覧下さい。総合評価でございます。７項目書いておりますけれども、例

えば下の６番目でございます。性能向上だけにとらわれない、発電効率が高ければいい

ということではなくて、情勢変化も踏まえた技術開発の見直しを行って、さらに技術開

発だけではなく、実用化地点における社会経済及び政治情勢に即した施策を検討すべき

であるという指摘。さらには、産学連携を通しまして、基礎から実証研究まで幅広い分

野での推進体制を構築すべきであるという評価をいただいております。 

 最後に48ページを御覧下さい。今後の研究開発の方向に関する提言とそれに対する対

処方針というところでございます。 

 提言といたしまして、クリーンコール技術の開発は、時間軸も十分に考慮した中長期

的な技術開発戦略を確立していくことが望まれる。特に、産学連携及び国際連携による

柔軟かつ強靱な研究開発体制が必要です。場当たり的な予算措置を払拭し、研究開発の

集中と選択を見極め、国家戦略として取り組むことが必要であるという御指摘をいただ

いております。 

 また、これまでの施策により達成された事項、いまだ未達成な事項など、これまでの

施策の成果を踏まえて次の施策を企画していくことが重要です。 

 ３つ目といたしまして、優れた技術開発だけに注力するのではなくて、本当にマーケ

ットが何を望んでいるのか。いわゆる高くていいものだけを追求してもしようがないの

ではないかという御指摘でございますけれども、そういったことを意識した開発を行っ

て、事業者が戦略的に技術を売り込むことが重要でありますと。研究開発マネジメント

の中にマーケティング的な要素も入れる必要があるという御指摘をいただいております。 

 それに対応した対処方針でございますけれども、１つは、中長期的な技術開発戦略の
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確立と実施に努めていきますというのが１点でございます。 

 ２点目につきましては、これより一層、市場拡大に向けた検証ですとか、今後必要と

なる技術開発そのものの検討、さらには成果プロセスの展開も検証いたしまして、施策

企画の実施に努めていきたいというのが２点目でございます。 

 さらに、技術開発の企画段階におきまして、技術の優位性のみならず、今、指摘があ

りましたように、経済性、市場ニーズ、市場規模、導入可能性をこれまでもみてきてい

るのですけれども、より一層そういうものに力点を置いて評価して、プロジェクトの選

定に当たっていきたいということでございます。 

 駆け足でございますけれども、以上でございます。 

○平澤委員長 

 どうもありがとうございました。 

 関連した全体像についてのお話かと思いますが、委員方から何か御質問、あるいはコ

メントがあれば。 

○森委員 

 クリーンコールは非常に大事であるという位置づけ、この全体的なトーンには全く異

論はございませんが、既にこの開発プロジェクトが始まってから非常に長くなっており

ますので、コスト目標について、あるいは性能目標について、どの程度まで当初の目標

を達成してきているのか。 

 それから、国際競争という点で、せっかく日本が積み上げてきたものが、外国の企業

に奪われてしまうという懸念がないかどうか、そのような開発の進捗状況の当初の目標

設定と海外との比較についてどのようにお考えなのか、ちょっとお聞かせ願えればと思

います。 

○説明者（石炭課長） 

 これまでの研究開発段階のプロジェクトに関しては、最終的に幾らぐらいのプラント

で提供できるのかというところを、はっきり示しておりませんでしたので、今後しっか

り取り組んでいきたいと考えております。 

 現在、技術開発に力を注いでいる分野は石炭ガス化でございます。資源エネルギー庁

全体としてガス化に取り組み始めたのはもう20年近く前のことでございます。当時はＳ

ｈｅｌｌ社ですとかＳｉｅｍｅｎｓ社始め、酸素吹中心にガス化が非常に進んでおり、

日本は非常に後れている状況でございましたけれども、現時点においては、日立・三菱

グループ中心に、まだ大きい商用機は入っておりませんが、確立したガス化の技術とし

ては最高水準に達しているという認識でございます。 

○森委員 

 もう一点聞かせていただきたいのは、これは特定の炭種、あるいは特定の産炭地をタ

ーゲットとして開発を進めているのか、それとも汎用性をかなり意識しているのか、そ

こもお聞かせ願えますか。 
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○説明者（石炭課長） 

 後者でございます。日本の電力会社は、非常に限られたスペックで良い石炭を使って

おりますが、現在、中国、インドの需要が非常に上がってきており、今後コストが高く

なる見通しでございます。現在開発しているガス化技術は、発電効率の高効率化が見込

まれる他、比較的低品位炭の炭種についても対応が可能という特徴を有しておりますの

で、炭種の幅という意味で汎用性を意識して研究開発を進めているところでございます。 

○平澤委員長 

 今、全体的なお話があったわけですけれども、この後、49ページ以降、事業について

の概要のお話もまた続くということを踏まえた上で、全体的なところについての御質問

を。 

○菊池委員 

 森委員の観点から１つ、それからもう２つあるのですけれども、１つは、今おっしゃ

られていたコストターゲットに関して、技術課題のほうに、例えば安いコストのものを

使う、それを改質する、それで安全を図る、発電効率がどうだ、ＣＯ₂ を削減する、多

目的利用にする、他国で使う、それから、国家プロジェクトをする、バイプロダクト

（副産物）をどう使うと、いろいろ課題が出てくるわけです。それとコストターゲット

の線が引かれていないがゆえに、技術の開発プロジェクトとしてはある程度の評価はで

きるのだけれども、そこでとまってしまうというような感じがするので、ぜひ森委員の

おっしゃられていたものをもっと具体的に構造化してほしいというのが私の１つの意見

です。 

 もう１つ、これは今日、我々、将来のプログラム評価を意識してこれを見ているのか

なと思いながら見ているのですけれども、そのときに、各プロジェクトを評価する人た

ちの構成メンバーが、今のこの方たちがどうだこうだというわけではないのですけれど

も、どういう役割、担いを持っているのかといったときに、必ずしも政策構成論を知っ

ていらっしゃる方がいらっしゃるかというとよくわからないのです。 

 政策構成論というのは非常に新しい領域ですけれども、かなり多くの人たちが東京大

学も含めていらっしゃいますので、そのようなことを知っていらっしゃる人たちが本当

に入っているのかというと、ちょっと奇異な感じ。なぜかというと、評点を付けている

方の中には、非常に厳しいのは一体どうしてかなというのは、多分技術的な、またはリ

スクマネジメント的な発想から非常に厳しい評価をしているのかがちょっと見えないの

で、一人一人の評価というのは御自由な、または自由心証のもとで判断なさればいいの

ですけれども、評価者のメンバー構成というのは、ある程度重要なのではないかという

こと感じがします。 

 もう一点、観点がちょっと違うのですけれども、後ろのほうで特許を出願しましたと

いうリストが出ています。左側と右側のリストを見ると、左側は制度的に開示されてい

るはずなのです。でも、右側は、時間的にみて我々は見ることができない。でも、ここ
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の場では見ることができるのです。中身は見られませんけれども、発明の名称は見るこ

とができる。こういう情報の開示のあり方というのは、どのようにお考えになっている

のかというのが別の観点。その３つです。 

○説明者（石炭課長） 

 １点目のコスト目標につきましては、将来のマーケットを考える上で、例えば低品位

炭を改質して将来売るといった場合、今売れている瀝青炭の価格よりも大幅に高くなっ

てしまうと売れませんので、現状使われている瀝青炭よりも低く抑えるということは、

我々含めて各事業者考えております。ただ、それをさらに下げるためにどうするかとい

うところまでは具体的に詰めておりませんので、今後詰めていきたいと考えております。 

 ２点目の、政策構成論の評価検討会委員メンバーでございますが、確かに御指摘のと

おり、現在、プロジェクトを進めるに当たって、技術系の先生のみならず、コンサルテ

ィング会社の先生含めていろいろアドバイスいただいておりますが、確かに政策構成論

としてどうなのかという視点に欠けておりますので、考えていきたいと思います。 

 特に、評価が低い高いといろいろぶれている部分がございます。考えられる理由とし

ては、例えば、20年後に使える技術に対して、事業者は可能性があるので、幾つか張っ

ておきたい。それらに国の支援を得たい。我々もそれに対して同意するという場合もあ

れば、喫緊の課題として、すぐ５年後なりの成果を出さなければいけない、発電効率を

上げなければいけない、いろいろあると思うのです。 

 そのときに、最近、霞が関の中で議論になるのは、せいぜい５年、６年で成果を出し

てくれよと。みえる形で商用化に結びつけよというような議論が多く出ますので、本当

は20年、30年先の可能性のある技術に対して取り組んでいるのだけれども、評価検討会

委員の先生方に対して、５年、10年で成果になりますよという説明をしようとして、な

かなか理解が得られない部分もあって低くなっているのではないかと思います。我々と

しても、技術開発を御説明するときに、無理に５年、６年で成果が出るということでは

なくて、こういう長期的な観点からやっていますのでという形で理解を得るように努力

していきたいと考えております。 

 ３点目の特許の話につきましては、持ち帰って検討させていただきたいと思います。

どうもありがとうございました。 

○鈴木委員 

 私はクリーンコールというのは非常に重要だと思っていて、エネルギー政策の中でも

プライオリティーがかなり高いと思っているのですけれども、先日、ある人と話をして

おりますと、人材が枯渇してきて非常に困っていると。国のプロジェクトとしてもこの

ようなテーマをもっとやりたいのだけれども、受け手が余りいなくなってきているとい

うお話を聞いていて非常にショックを受けているのです。 

 そういう状況を打開するためには、例えばもっと上流側の技術開発で、文部科学省と

積極的に連携されるとか、公的研究機関で、産業技術総合研究所でも昔の資源環境技術
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総合研究所みたいなところにもっと長期的な大きなプロジェクトをやっていただくとか、

そういう施策もあっていいのではないかというような気がしております。そういうコメ

ントを１つ。 

 それから、もう１つお伺いしたいのは、国際的なカーボンクレジットの取引というの

が成立する前提でいろいろ考えられているところがある。先のほうで御説明がありまし

たけれども、その実際の見通しというのは、どのぐらい実現可能性があるのかというの

を教えていただきたいのです。 

○説明者（石炭課長） 

 人材につきましては、政策としてこれからＣＯ₂ を減らしていくぞ、原子力、もしく

は天然ガス、再生可能エネルギーだぞというキャンペーンが震災前まで非常に多かった

ものですから、人材的にも石炭の火力分野を研究しようとするよりも、ガスタービンで

すとか再生可能エネルギーに人材が流れてしまうことはやむを得ない状況だったのかな

と思っています。 

 ただ、ここに来て、石炭に対する期待が、一般市民の方、政治家の先生方含めて高ま

っておりまる。ただ一方で、当然ＣＯ₂ 問題をどうするのか、高効率になってもＬＮＧ

よりたくさん出るのではないか、環境問題に対してどう対応するのかという懸念事項に

対して、対策が必要になってきますけれども、石炭の政策的位置づけをもう少し明確に

し、石炭が大事だということを示すことで、それが人材育成にもつながっていくのでは

ないかと考えております。 

 ２点目のカーボンクレジットにつきましては、御案内のとおり、今、ＣＯ₂ はトン当

たり数ドルという世界で、ＣＯ₂ の考えが変わってくれば安いではないかという議論は

当然あると思います。それも今の話でございますので、これから先どうなっていくかわ

からないところがございますので、どうなっても大丈夫なように、資源のない日本とし

ては、技術を持っていることが強みでございますので、取り組んでいきたいと考えてお

ります。 

○鈴木委員 

 文部科学省との連携というのはどうなのでしょうか。 

○説明者（石炭課長） 

 残念ながら、石炭課においては実証段階の事業が多いので、ＪＳＴ（科学技術振興機

構）を含め基礎まで立ち入った形での連携はしておりません。しかし、当然ながらいろ

いろ技術提案いただく段階において、文部科学省の成果を反映していくことは考えられ

ます。 

○平澤委員長 

 時間が非常に限られているので、あと２件、これに関連した事業があるので、その御

説明を伺った後、また総括的に議論したいと思います。よろしいでしょうか。――それ

では、続けてお願いいたします。 
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○説明者（三菱重工業株式会社グループ長） 

 それでは、次の高効率褐炭乾燥システム研究の概要についてということで御説明させ

ていただきます。私は、三菱重工業の石井と申します。よろしくお願いいたします。 

 目次ですけれども、０―Ａのプロジェクトの概要から、私のほうでは研究マネジメン

ト、体制、費用効果まで御説明させていただきます。 

 51ページ目はプロジェクトの概要です。 

 このプロジェクトは、先ほど課長から御紹介ありましたように、これまでなかなか使

われていなかった、水分が50パーセント、60ーセントで使いにくかった褐炭という低品

位炭を有効に使っていこうという技術開発です。そのため、この事業では、高効率化に

適した褐炭乾燥システムの基盤技術についてＰＤＵ規模で確立することを目標としてい

ます。 

 ここでＰＤＵと申しますのは、装置・システムの基礎的な検証を行う装置のことです。

期間は平成22年から24年で、予算は 5.5億円をいただいております。実施者は私ども三

菱重工と石炭エネルギーセンターになっております。プロジェクトリーダーは、東京大

学の金子先生にお願いいたしました。 

 52ページ目、53ページ目を飛ばせていただきまして、54ページ目の下でございますが、

この技術を開発することによりまして、これまで未利用の資源である褐炭の利用拡大に

よる資源の確保、それから、褐炭の前処理技術により後流設備は既存のものが使えます

ので、ＩＧＣＣ、あるいはボイラーといったものをそのまま使うことができるというメ

リットがございます。 

 55ページ目でございますが、２つ目の項目ですけれども、この技術はこれまで利用さ

れていた流動層技術を使うものの、蒸気を流動化させるというところが新規でございま

して、こういった技術が世界的に前例ないものです。それから、高効率のポイントとな

る潜熱回収という技術についても事例がないということで、このプロジェクトを行うこ

とにより開発することにいたしました。 

 56ページ目に技術の概要を示しておりますが、この図でオレンジ色で示す部分が開発

する範囲でございます。右上のほうから石炭を受け入れまして、褐炭を真ん中にござい

ます蒸気流動層乾燥装置に入れ、乾燥装置の中に設置しました伝熱管によりまして乾燥

させるという技術でございます。乾燥された石炭は通常のガス化、あるいはボイラーに

使われます。乾燥により出た蒸気は、青色のラインを通り、一部を流動化ガスとして ①

番のライン、さらに残りを②のラインということで圧縮させ、飽和蒸気の温度を上げて

熱交換することで潜熱を回収させます。 

 57ページを飛ばしまして、58ページ目に、この研究での目標を３点掲げております。 

 ＰＤＵ規模での実証と、将来的には 2,500トン／日というところまで大きくすること

ができるかどうかということと、エネルギー回収の効率の向上でございます。 

 59ページ目に、ここで製作しました装置の写真を示しております。 
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 さらに、60ページ目では、要素的な技術ということで、こちらの４点につきまして目

標を設定いたしまして、要素的な技術開発から進めております。 

 61ページ目に、全体の成果を掲げてございます。成果としまして、10トン／日規模の

ＰＤＵという試験装置をつくり、合計11回のランを行ない蒸気を循環させて、潜熱を回

収するところのシステムまで確認いたしております。さらに、左下に図がございますが、

こういった設計を行いまして、十分に達成できるというところまでの確認をしておりま

す。 

 62ページには、個別の要素の成果でございまして、流動層技術での乾燥ができるとい

うところが左下のグラフでございます。右下はシミュレータを開発して、実験装置がよ

く再現できるようなシミュレーション技術も開発を行ったことの御紹介でございます。 

 63ページ目も同様に、試験装置としての安定運転ができたというところを示してござ

います。 

 64ページ目を飛ばしまして、65ページ目、66ページ目には、設定しました目標に対し

ておおむね達成できたと評価しております。 

 67ページ目は、事業化の見通しでございますが、今回、10トン／日規模と非常に小さ

な規模ですけれども、ＰＤＵ試験装置を行いまして、将来的なシステムの確認ができま

した。将来は、経済性の観点から 2,500トン／日と大きくしたいわけでございますけれ

ども、次のステップとしては、技術リスクを回避するために 200トン／日規模の実証か

らやりたいと思っており、具体的にオーストラリアでやるパートナーを選定している段

階にございます。 

 68ページ目は、この効果としまして、ＣＯ₂ の削減効果を並べております。既設プラ

ントが 1,050という非常に大きな大量のＣＯ₂ を出すのに比べまして、約１割削減する

ことができます。ＩＧＣＣにすれば３割下がるという試算をしています。 

 69ページ目は、こういった褐炭を有効利用することにより、液体燃料等々の変換によ

り、日本に対してもエネルギー確保というメリットが出ます。 

 70ページ目から73ページ目まで飛ばしまして、効果という観点では、１番目、ＣＯ₂

の削減効果。２番目、低品位炭市場の形成。３番目、エネルギー資源の有効利用といっ

たところに関して、この技術が効果を上げることができたと思っております。 

○説明者（石炭課長） 

 引き続きまして、76ページ以降の評価検討会での結果を御報告申し上げます。 

 77ページ、総合評価のコメントでございますけれども、総じて低品位炭の有効利用で

すとか、褐炭の価値向上等、前向きな評価をいただいております。３項目目でございま

すけれども、よりシステムとして汎用性を持たせて、ビジネス展開を図ることも期待さ

れる、ですとか、最後から２つ目の商用規模の事業化という点について、今後は世界市

場で展開することを期待するという話。 

 さらには、同じような話ですけれども、商業化に向けた目標設定についても万全を期
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すように願いたいというコメントをいただいております。 

 78ページでございます。これは具体的な評点をグラフ化したものでございますけれど

も、一番低かった 1.6点がございますが、４．の事業化波及効果についての妥当性とい

うところで、これも商業化という部分に向けては、まだ技術的にもっとブラッシュアッ

プする部分のみならず、経済性も含めて課題が多いのではないかという御指摘からこう

いった点数になっております。 

 最後に79ページの提言、対処方針でございますけれども、投資効果を高めることが肝

要ですとか、ガス化後のサプライチェーンの関係事業者も含めた研究体制が大事ですと

か、経済性、コストターゲットを意識した開発を行っていくことが望まれるという指摘

をいただいています。それにつきましては、提言に対する対処方針ということで、御指

摘のとおり進めるということでございますけれども、ガス化につきましては、三菱重工

のほうでガス化プラントをやってございますので、その辺を含めてパッケージで、どう

いった効果が出てくるのかということも並行してやっていきたいということでございま

す。 

 経済性についても十分考慮した上で実証プロジェクトの発展を進めていきたいという

ことでございます。 

 以上でございます。 

○平澤委員長 

 どうもありがとうございました。もう一件御説明を伺ってから議論したいと思います。 

 続けて未利用炭有用資源化技術開発の概要について、お願いします。 

○説明者（株式会社ＩＨＩ主幹・プロジェクトリーダー） 

 未利用炭有用資源化技術開発の概要についてということで、私はプロジェクトリーダ

ーをやっていますＩＨＩの渡辺と申します。よろしくお願いします。 

 次の81ページに、今回御説明する目次を示しておりますけれども、この中からかいつ

まんで５―Ｂの項目までを私から説明させていただきます。 

 まず、次の82ページを開いていただきまして、概要を示しておりますけれども、未利

用炭というのは、先ほどからもお話がありましたように、褐炭といわれるような石炭で、

世界の石炭の埋蔵量の半分を占めているのですけれども、なかなか利用ができないとい

うところで、これを有効に活用するために、我々は褐炭をガス化する技術をこの中で開

発を進めたところです。 

 プロジェクトでは、現地の適応性に優れる常圧のガス化プロセスの技術的、経済的な

実現可能性を検証するために小型の試験設備を用いまして検証を行いました。 

 実証期間については、22年、23年度の２年間です。 

 予算総額については 3.9億円ということです。 

 実施者は、ＩＨＩが行っております。 

 次のページを開いていただきまして、83ページにガス化炉の原理を示しておりまして、
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我々のガス化炉は二塔式ガス化炉と呼んでいまして、英語の略称でＴＩＧＡＲという名

前を付けております。 

 この技術は、循環流動層という技術が世の中にありまして、この技術を応用したもの

です。この循環流動層という技術は、ここに燃焼炉とサイクロン、ベッド材という３つ

のキーが目視的に出ていますけれども、この中を赤い矢印がぐるぐる回っているような

絵が描いてありますが、循環の粒子という、これベッド材という砂のようなものなので

すけれども、それがぐるぐると中を高濃度に循環している。そういった中で、ガス化を

行わせるというものになっていまして、褐炭のような燃料を、まず下にあるガス化炉と

いう部分に入れて、この中には下から水蒸気が入っていて流動状態をつくっているので

す。この中に褐炭が入ると、その中でガス化していく。 

 ガス化するということは、水素やＣＯが発生するということになります。水蒸気でガ

ス化するので、水蒸気ガス化と我々は呼んでいます。ガス化するためには熱が必要なの

で、それを外部から与える必要がありまして、ガス化炉の中で褐炭が一部ガス化しない

ものが残って、主に炭素になりますが、これが循環の粒子とともに燃焼炉に入って空気

とともに燃えて、燃焼した熱が循環の粒子に与えられて、高温となった粒子がサイクロ

ンで捕集されて、高温の粒子をガス化炉にまた戻すことで熱を与えていくということで、

ガス化での吸熱と燃焼炉での発熱がバランスすることでガス化が連続的に起こるという

原理になっています。 

 このガス化炉は、大気圧下で運転されまして、摂氏850～ 900度という比較的低い温度

で運転されるということで、非常にシンプルな構造で安価なものを採用できるというこ

とになっています。 

 次の84ページをお願いします。今回の事業の目的について書いています。褐炭をガス

化することでいろいろな適応先というのが有効に利用できるようになります。例えば、

液化することもできますし、ガスのまま使うこともできるということです。 

 ガス化技術というのは、国内外に既に実用化されたものがあるのですけれども、我々

の二塔式ガス化炉というのは、褐炭への適応性に優れており、先ほども言いましたよう

に、低温で常圧のガス化プロセスなので、運用とかメンテナンスが容易です。よって、

商用化後の普及性には優れていると考えております。 

 本事業では、二塔式ガス化炉の小型試験設備を用いたガス化試験を行って、ガス化プ

ロセスの検証と大型化の検討、それから、大型実証機設計のための試験結果を反映する

ことを目的としました。 

 次からのページを飛ばしまして、続いては88ページを開いていただきたいのですけれ

ども、ここで全体の研究の目標について書いていまして、ここに書いていますように、

６トンでのパイロット試験を用いた各プロセスの性能確認とか連続運転によるプロセス

の安定性、あと、運転状況の変更などによる影響などを調査することを目標としました。 

 89ページに、我々がこれまでガス化炉を開発するのにやっていた全体のスケジュール
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を書いていますけれども、我々は平成16年からこの開発に取り組んでおりまして、今回

助成をいただいたのは、平成22年、23年度の６トン／デイと書いておりますが、日量６

トンのパイロット試験設備を我々横浜のほうに設置しておりまして、この試験での結果

です。 

 今現在、我々、次のステージで50トン／デイという日量50トンの規模の実証機をイン

ドネシアに建設中です。これは平成26年に運転に入る予定になっていまして、さらにそ

れを進めて、その後、商用化に入ろうという計画を進めています。 

 次のページを開いていただきまして、90ページですけれども、これは６トン／デイと

いうパイロット量のプロセスを示していまして、ガス化炉のみならず、ガス精製、ある

いは排水処理という全体を検証できる設備を横浜に設置して、これを試験したというこ

とです。これは商用化につながる早道だと思って、全体を検証できるものを設置したと

いうことです。 

 それから、右の上のほうに、パイロット炉で発生ガスのガス組成を書いていますけれ

ども、これは水蒸気ガス化ということで、ガス化ガスの成分で水素が非常にリッチなの

です。これは後々使いやすいというガスになります。それから、発熱量、カロリーも高

いということで、非常に特徴的な合成ガスを得ることができるということです。 

 次の91ページは、研究の目標についてですけれども、御覧のように３つの項目につい

て目標を設定しました。 

 次の92ページは、全体の成果ですけれども、主にはこの検証を踏まえて各種目標を達

成し、実施ステップの実証ステップに進む目処がつきました。 

 次からのページを飛ばしまして、 101ページに移っていただきたいのですけれども、

この目標の全体の達成度ということで書いていますが、御覧のように、全体の達成項目

については達成にしたと。 

 次の 102ページには、各項目についても達成しているというところです。 

 次の 103ページ目、事業化の見通しですけれども、50トンでの実証規模のものをイン

ドネシアで実証するめどが立ったということです。それから、市場のポテンシャルです

けれども、全体の市場としては５兆円規模のポテンシャルを持っているだろうというこ

と。特に我々、最初はインドネシアの市場に入ろうとしていますが、肥料工場は今、天

然ガスを使っておりますけれども、天然ガスの値段が2017年には今の値段の倍ぐらいな

るということで、褐炭のガス化を所望されている、そういうニーズがあるということで

す。 

 飛ばしまして、 105ページ、 106ページには波及効果が書いてありますけれども、こ

れは褐炭をガス化することによって、石炭の需給緩和、ひいてはガス化するわけですか

ら、天然ガスの需給緩和につながるということ。それから、特に我々のガス化炉は、バ

イオマスの適用が非常に容易にできるので、そのことによってＣＯ₂ の削減が可能であ

るということです。 
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 以上です。 

○説明者（石炭課長） 

 引き続きまして、 112ページ以降の評価検討会での御報告を申し上げます。 

  113ページを御覧下さい。総合評価でございます。総じて前向きな評価をいただいて

おりますけれども、下からの２番目の項目で、もっとすばらしさをアピールせよという

お励ましの言葉をいただいております。 

 また、天然ガス代替でございますので、天然ガス需給見通しについてマーケットを意

識することが望まれる。天然ガスの価格見通しは非常に難しいですけれども、そういっ

た指摘をいただいております。 

  114ページを御覧下さい。評点結果でございます。総じて良い評価をいただいている

と認識しております。 

 115ページを御覧下さい。提言及び提言に対する対処方針でございます。大型化に向け

た取組をもっとしてはどうかと。あと、今説明ありましたように、常圧ガスで低温でメ

ンテナンスが安いところがこの技術の売りではあるのですけれども、加圧も積極的に検

討してはどうかという御提案をいただいております。 

 提言に対しましては、御指摘を踏まえまして、建設の提言、維持費の提言に取り組ん

でいく。常圧ガスをまずしっかりやるのですけれども、加圧の可能性についても追求し

ていきたいと考えております。 

 以上でございます。 

○平澤委員長 

 どうもありがとうございました。 

 予定されている時間を大分オーバーしかかっているので、後半の２件については事後

評価になるわけです。ですので、それに対するコメント等をいただければと思いますが、

いかがでしょうか。 

○森委員 

 高効率の褐炭乾燥システム、これはまたガス化、さらにその先のＤＭＥ（ジメチルエ

ーテル）やメタノール合成、いろいろな道があるので、研究課題として大変魅力的なこ

とは私も疑いないし、成果が上がっていると思います。ただ、これは実はかなりスピー

ド感が要求されるテーマでありますので、特に対象が今、インドネシアなどアジアを対

象としておりますと、向こうはとにかくどんどん成長していますからかなりスピード感

があって、クリーンコールをこの後どのように技術開発してつなげていって、最終的に

ガス化に行くかというようなロードマップがちゃんとつながるようにしておきませんと、

ギャップができてしまうと、せっかくできた課題がどこにもとられないということにな

ってしまうのではないか、それを一番危惧します。 

 確かに、これができればバイオマス利用にもつながって、長期的には非常にポテンシ

ャルのある技術ではあるのですけれども、まずは事業化を早く進めていって、コスト勝
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負できるところまで持っていかないといけないので、先ほどもそうでしたが、コストタ

ーゲットをどうやって実現するかが重要と思います。最高性能のものが全部できる段階

以前でも、とりあえずまずコストで入るというコストロードマップをもっと強調してい

く必要があるかと思いますが、普及に至るロードマップについて、何年ぐらいにこれは

商用化、あるいは競争力を持たせられるという見通しなのでしょうか。 

○平澤委員長 

 ほかの御質問、どうぞ。 

○太田委員 

 今回、褐炭ということで、最初のテーマでは、多分、水の影響が出てくるのですけれ

ども、こういうガス化というのは、今伺っていると、普通の石炭のガス化と余り変わら

ないように見えて、例えば二段式が低品位炭にいかに有利であるのか、だからやったの

かとか、それから、このプロセスの中で、低品位炭であれば、灰分の処置をどうしてい

るかとか、これは余り記述がないので、それに有利なプロセスか、どうやっているのか

ということも重要なポイントではないかと思うのですが。 

○平澤委員長 

 ほかにどうでしょうか。 

○菊池委員 

 先ほどの質問も含めて、ここでも実はこだわっているのは、知的財産の戦略に対して

余りにも弱いのではないかと思っているのです。というのは、今日ＩＨＩの方がいらっ

しゃっているので、この領域で、少なくとも国際的な競合が中国、韓国を含めて起きる

可能性があるし、もしかするとパートナーとして組む可能性もあるとすれば、こういう

プロジェクトに関して特許を取るとか、別なものの知財を確保するとか、多分ノウハウ

は御自分の中にあったとしても、競業をするレベルのときに、やはり取っておかないと

まずいと思うのです。 

 それから、前のページにあった特許の情報を開示するというのは、番号まで開示して

いると、あっという間に、１分もあれば全部公開されたときにサーチできるので、これ

は日本語で開示されたとすれば、あっという間に中国語、韓国語、いろいろな言葉に変

換できるわけです。そうすると、変換されたものを逆に相手国のサーチで、我々はやっ

ているのですけれども、30分もあればどういう技術情報かというのはすぐわかるのです。

ですから、こういう国家プロジェクトにおける情報管理も含めて知財の戦略がどのよう

になっているのかが私にとってはよくわからない。また、こういう分野は、そういう知

財などどうでもいいような分野だとすればまた別なのですけれども、地の利がちょっと

わからないので、教えてほしいということであります。 

○平澤委員長 

 ほかにいかがですか。 

○鈴木委員 
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 これ、私は内容がよくわからないのですけれども、両方とも終わったプロジェクトで、

補完的な面があるのではないかと思うのですが、この２つを組み合わせてまたプラント

化するような傾向をお持ちなのかどうかというのをちょっとお伺いしたいのです。 

○平澤委員長 

 35ページの全体像を見ながら議論したらいいかなと思います。 

 ほかにいかがでしょうか。――よろしいでしょうか。そうすると、短い時間で恐縮で

すけれども、まずはまとめてお答えいただけますか。 

○説明者（三菱重工業株式会社グループ長） 

 最初に御質問いただきました実用化の見通し、スケジュール感につきましては、私ど

もがやっております装置は、最終的に 500メガワット級ＩＧＣＣへの適用を考えており

ますので、実用化は2020年前後になろうかと思っています。その前段として、15年から1

6年ごろに実証試験を実施する方向で進めているところでございます。 

○説明者（株式会社ＩＨＩ主幹・プロジェクトリーダー） 

 我々が開発したガス化炉の利点につきましては、まず海外のいろいろなガス化炉の主

流は噴流床という高圧で高温のガス化炉であるのに対して、我々のガス化炉は常圧の比

較的低温のガス化炉であり、一番の利点は汎用品が使えるという点で、コスト的に非常

に有利になります。 

 灰分の対策につきましては、流動層というタイプは灰分について非常に強くて、融点

に達しないような温度で運転されるので、灰はドライのまま処理されます。つまり出て

きた灰を収集して処理するということになります。 

 特許につきましては、ここに私どもの特許の件数がゼロと書いてありますのは、22年

度、23年度の研究の中では出てこなかったということでございます。バックグラウンド

ＩＰと呼んでいますけれども、我々自身が後ろで 100件を超えているようなＩＰを持っ

ており、中国にも出しております。 

○説明者（石炭課長） 

 技術補完につきましては、座長から35ページを参考にというお話でございました。こ

の乾燥技術につきましては、ドイツですとかオーストラリア、褐炭を所有している国に

おいては生だきしております。ですから、キロワット当たりのＣＯ₂ は非常に多いとい

うところでございますが、この乾燥技術を入れることによって、今、生だきしている火

力発電所も乾燥プロセスを入れることにより効率が上がりますし、乾燥させた褐炭をガ

ス化して、ガス化プロセスの炉に入れるというパターンもございますので、乾燥技術と

いうのはいろいろなガス化ですとか既存の石炭火力への応用、いろいろな部分で補完さ

れる技術であると認識しております。 

○鈴木委員 

 何か組合せをやらないのですかということですが。 

○説明者（石炭課長） 
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 組合せについて、また新たな技術開発要素があり、ブレークスルーが必要なのだとい

うことであれば、事業者の皆さん方の提案を受けて考えたいと思いますけれども、そう

いう提案はまだいただいておりませんので、予定は今のところございません。 

○平澤委員長 

 全体として、これはやはり大きな施策として、それをどのように評価していくのか。

ポイントとしては２つの具体的に進んだ事後評価案件だったわけですけれども、事後評

価案件そのものについては、ある程度問題はあるにしても、評価検討会で検討された内

容で私はほぼよろしいかと思っておりますが、全体として、経済産業省の石炭関係の政

策を展開していくという観点から考えたときに、クリーンコール分野というのは非常に

重要な幹になると思うわけです。それが35ページにあるようなことを個々にやっていく

ような話なのか、それとも、委員方からいろいろ出てきたように、原価はどれぐらいで

競合できるのか。また、それはいつの時点ぐらいを目標にすればいいのかとか、単にタ

ーゲットとして取り上げた技術が実現するということ以上の政策効果をやはり考える必

要があるのではないかと思っております。 

 これは数年、３年とか４年ぐらいかけて５億円程度以下ぐらいの事業規模の案件です

ので、私としては、こういう大きなプロジェクトの中の一部に相当するようなのは、こ

の小委員会であえて議論しなくてもいいのではないかと思っていまして、逆に政策効果

については十分ここで議論しないといけないというような仕分けをしていったらどうか

と思っているわけです。 

 石炭関係、あるいはＣＯ₂ の固定化等処理についても長期的な課題ですので、短期的

に実現して効果のある話と、長期的に取り組んでいって、ある時点で非常に大きなイン

パクトをもたらすといったような案件等を分けながら政策を考えていくというスコープ

がいいのではないかと思うのです。同時に、国が負担すべき部分、これは３分の２補助

ということですけれども、先ほどおっしゃったように、いみじくもいろいろ技術は民間

の中で波及的に使える部分があるというならば、それは民間のほうがもっとインセンテ

ィブをもっておやりになればいいことだろうと思うのです。 

 というように、国がやるべき部分というのはどこまでかということをやはりがっちり

と区分けすべきだろうと思いますし、インパクトの大きさ、それからリスクの高さとい

うことを考えた上で優先順位を付けて、全体に網を張るといったような政策展開も１つ

の方法ではあるのですけれども、非常に限られている資金ですので、その中でどこに焦

点を当てて、何を確実に実現しようとするのかということを政策的に明確にしていくこ

とが必要になろうかと思います。 

 この分野が重要であることは、皆さん異論がないところだと思いますので、その重要

性を認識した上で、これは時間を掛けてでも物にすることを含めて頑張っていただきた

いと思います。 

 何かコメントありますか。 
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○説明者（石炭課長） 

 ありがとうございます。委員長、御指摘ありがとうございました。 

 35ページの体系図は、技術の相互関係で今やっていることを整理したまでの表でござ

いまして、御指摘があったように、それぞれそのプロジェクトの補助期間はもちろん書

いているのですけれども、それが花咲くのがいつごろで、この技術が花咲くのはいつご

ろかという時間軸は短期、長期に分けて説明しておりませんので、エネルギーの分野は

比較的長期の案件が多くなりがちでございますけれども、よりわかるように、この辺の

商用化を目指しているという説明を心掛けていきたいと考えてございます。 

 それも踏まえて、それらが見えてくると、おのずと資源投入も長期的なものになり、

とりあえず資源投入して、短期的にはどうなのか。補助率の議論にも波及しかねません

けれども、時間軸も入れた形で整理していきたいと思います。御指摘、どうもありがと

うございました。 

○平澤委員長 

 是非ターゲット内容に関して、原価をどれぐらいで実現するのか。原価企画の考え方

とか、完成時点とか、主な開発責任体制とか、こういうものは個々のプロジェクトが長

期的であっても押さえておく必要があるだろうと思うのです。それら全体を束ねて、こ

の分野で日本が優位性を確保するために何を優先してやるのかということがわかりやす

い形で提起されればよろしいかと思います。 

 吉本委員、何か補足的なことがあれば。 

○吉本委員 

 ごく簡単に２点だけ質問させていただきます。経済産業省として石炭火力の高効率化

とゼロエミッション化を目指している一方で、先般の東京電力の入札の問題にみるよう

に、国内で果たしてその技術をきちんと導入できる素地が、政府間で意思疎通が図られ

ているのでしょうか、というのが１点。 

 また、ゼロエミッション化の中には既に終了したプロジェクトと、一部は大崎クール

ジェンプロジェクトに引き継がれているものもあるようなのですが、ゼロエミッション

化についての進捗状況はいかがなものなのかという点もお尋ねしたいと思っています。 

○説明者（石炭課長） 

 東京電力のリプレース計画の話につきましては、環境省も含め、新聞でいろいろ報道

されておりますけれども、環境省は石炭を全く否定しているわけではなく、石炭分野で

今の商用化できる一番の技術というのはどの辺なのかというところを議論しております。

日本として、エネルギー源の多様化を図る上で石炭は重要ということは環境省も認識し

ていただいています。繰り返しになりますが、今大きな議論になっているところは、今

一番ＢＡＴ、Ｂｅｓｔ Ａｖａｉｌａｂｌｅ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙと言っていますけれ

ども、このＢＡＴをどの辺に置いたらいいのかという点でございますので、石炭使用に

ついては政府内で一致していると認識しております。 
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 ２点目のゼロエミッションの動向につきましては、分離した後の検証事業としては、

ＣＣＳのプロジェクトを苫小牧でもやっております。また、分離技術に関しては、化学

吸収法と物理吸収法といろいろございますが、ほかの課も含め取り組んでいるところで

ございます。さらに石炭課では、オーストラリアにおいてカライド酸素燃焼プロジェク

トを実施しております。このプロジェクトは、石炭を空気ではなく酸素で燃焼すること

により、排ガス中のＣＯ₂ 濃度を高め、ＣＯ₂ を分離することなく回収する発電システ

ムの実証事業です。現在、オーストラリアにおいて、日本のＪ− ＰＯＷＥＲ（電源開発

株式会社）、ＩＨＩ含めて順調に進んでおります。 

○平澤委員長 

 時間が大分過ぎておりますので、これぐらいにしたいと思います。この案件について

は、２件の事後評価については特別のコメントなしということでよろしいかと思うので

すが、施策評価全体については、先ほど申しましたような、多少めり張りをつけた数量

的評価が行えるような体制を構築していただきたいというコメントを付けさせていただ

こうかと思いますけれども、いかがでしょうか。よろしいでしょうか。――それでは、

どうも御苦労さまでした。 

 それでは、議題の２に移りますけれども、最初に、石炭ガス化燃料電池複合発電実証

事業費補助金、これは説明時間15分です。今、20分ぐらい時間が押しておりますので、

恐縮ですけれども、できるだけ手短にお願いいたします。 

○説明者（大崎クールジェン株式会社総務企画部長） 

 それでは、大崎クールジェンの藤井から御説明させていただきます。 

 使います資料は、補足資料２としまして、石炭ガス化燃料電池複合発電実証事業費補

助金事前評価の概要というもので事前評価の報告書の内容を御説明させていただきます。 

 ページを開いていただきまして、２ページ目でございます。概要につきましては、先

ほど石炭課から御案内がありましたが、石炭火力は引き続いて重要な役割を果たして、

このエネルギー自給率の極めて低い我が国のエネルギーセキュリティーの確保に資する

ためには、この地球環境問題に確実に対応していく必要がありまして、石炭火力の低炭

素化に関する技術開発がキーになるものだと認識しております。 

 次、３ページ目でございます。そうした中、石炭火力から排出される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ります石炭ガス化燃料電池複合発電

とＣＯ₂ 分離・回収を組み合わせた石炭火力の実現を目指した新規研究開発事業を行っ

てまいります。 

 実施期間でございますが、平成24年度から33年度の10年間を３つの段階に分けて実施

してまいります。 

 予算でございますが、第１段階で補助率３分の１をいただきまして、大崎クールジェ

ン株式会社――これは中国電力と電源開発の50パーセントずつの出資会社でございます

――が実施させていただきます。 
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 ４ページ目でございます。目的でございますが、本実証試験によりまして、革新的石

炭火力発電の実現を目指すということで、３つの段階に分けてステップ・バイ・ステッ

プで確実に推進してまいります。 

 まず第１段階では、酸素吹のＩＧＣＣということで、ＩＧＦＣの基幹技術であります

酸素吹ＩＧＣＣの実証試験設備、16万6,000キロワットになりますが、これを建設しまし

て、性能運用性、経済性、信頼性の実証を行ってまいります。 

 第２段階では、ＣＯ₂ 分離・回収設備を追設しまして、ＣＯ₂ 分離・回収型のＩＧＣ

Ｃの実証。 

 さらには、第３段階では、燃料電池を組み合わせまして、ＣＯ₂ 分離・回収型のＩＧ

ＦＣの実証を行ってまいります。 

 ５ページ目には、そのシステムの概念図を記載しております。青色、黄色、緑色とい

うことで各ステップで設備が追設されて進んでいくことになります。 

 ６ページ目に目標を書いております。目標としましては、従来の石炭火力発電と比較

して同等以上を目指すということで、例えば発電効率でございますが、このたび40.5パ

ーセントを送電端で考えております。これは将来、 1,500℃級のガスタービンを採用し

た商用機におきましては、46パーセントという目標を達成したことに相当するという目

標でございます。 

 それから、多炭種の適応性につきましても、微粉炭火力に適合の難しい灰融点の低い

瀝青炭を３炭種ぐらい。それから、比較的灰融点の高い瀝青炭２炭種ぐらいを具体的に

この実証試験の中で実証していきまして、こうした成果の積み上げによりまして、幅広

い石炭の利用の可能性を示してまいりたいと思っております。 

 経済性でございますが、発電原価で現在の微粉炭火力と同等以下にすることを目標に

いろいろな合理的なもの、それから、運用性の確立をしてまいります。 

 ７ページ目でございます。実証試験場所は、中国電力の大崎発電所の構内で行います。

ここには石炭の輸送設備であったり、煙突であったり、こういった既設のインフラを有

効に活用できるということで、この地点を選定しております。 

 ８ページ目でございますが、実施体制でございます。石炭課、大崎クールジェン、そ

れから両親会社等のサポートのもとで全体計画の妥当性、それから、技術的課題につい

て的確な評価が行われるよう、第三者の有識者からの評価を求めながら進めてまいりま

す。 

 ９ページ目には、完成予想図を示しております。 

 10ページ目でございますが、事業の必要性につきましては、先ほどから御説明してお

りますので、割愛させていただきまして、11ページ目、アウトカムの具体的な内容とい

うことでございます。 

 下の３つでございますが、第１段階が終了します2018年度以降、既に天然ガス焚で実

用化している 1,500℃級のガスタービンを酸素吹のＩＧＣＣに適用することによって、
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送電端効率46パーセントの酸素吹ＩＧＣＣの実用化ができる。 

 それから、第２段階が終了します2020年度以降、国が主導して実施しております苫小

牧のＣＯ₂ 輸送貯留実証といった成果と組み合わせることでゼロエミッション石炭火力

の実現ができると考えております。 

 それから、第３段階でございますが、これは今、ＮＥＤＯ（新エネルギー・産業技術

総合開発機構）のほうで事業用燃料電池開発のロードマップに示されております大型燃

料電池の開発をされておりまして、これと今回の第３段階が終了して以降、石炭火力の

飛躍的な高効率化を可能としますＩＧＦＣが実現できるということで、Cool Earthに示

されている技術ロードマップの実現に向けてこのプロジェクトは進めていきますという

ことで、12ページ目にはそのロードマップを記載しております。 

 13ページ目でございますが、実現した場合の効果でございます。石炭火力発電の高効

率化によってＣＯ₂ の大幅な抑制ができるということで、具体的には現状の最新鋭の微

粉炭火力でございますと、キロワット／アワー当たり 0.8キログラムでございますが、

このたびの第１段階終了した場合、46パーセントということでございますので、 0.7キ

ログラム、さらにはＩＧＦＣが実用化されて55パーセントという送電端効率になります

と 0.6キログラムということで、大幅なＣＯ₂ の削減が現実のものになってくると考え

ております。 

 それから、14ページ目、アウトカムに至るまでの戦略でございます。早期商用展開に

向けて実証試験の目標を確実に達成していきますが、その途中途中の段階では成果を積

極的に公開して、発電用途のみならず、多用途利用も視野に入れて有効性をＰＲしてま

いりたいと思っております。 

 それから、その具体的なイメージでございますが、実証実施会社の親会社であります

電源開発、それから中国電力は、石炭火力を多く保有しておりますので、この成果を選

択肢の１つとして将来の石炭火力導入に関する検討を行って、積極的に市場導入を図っ

てまいります。 

 さらには、国外におきましても、今後、石炭火力の普及が見込まれるアジア地区を中

心に海外普及を図ってまいりたいと考えております。 

 それから、15ページ目でございます。予算要求に対する緊急性でございますが、石炭

火力の重要性が指摘されている現況下におきましては、一刻も早くこの成果を市場に展

開することが望まれております。したがいまして、迅速かつ着実な予算確保は我が国の

国際競争力を維持する上で非常に重要なものでございまして、今いわれている成長戦略

の一翼を担う技術だと考えおります。 

 それから、16ページ目、国が実施する必要性でございますが、従来の石炭火力発電よ

り高効率かつ低品位炭を含みます多炭種に対応可能な本技術の実証というものは、エネ

ルギー政策、環境政策の観点から重要で、必要性は極めて高いと考えております。 

 こうした成果が我が国におけます電力供給の一翼を担うとともに、国際展開すること
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で地球規模の気候変動対応にも貢献可能ということで、費用対効果が極めて高くて、国

の資金的支援の必要性は極めて高いと考えております。 

 17ページ目、卓越性、先導性でございます。酸素吹ＩＧＣＣはこれまで利用ができな

かった低品位炭を用いまして、究極の石炭火力発電でありますＩＧＦＣという高効率発

電を実現する技術でございます。 

 さらには、効率よくＣＯ₂ が回収できるために、ゼロエミッション石炭火力の実現に

不可欠な発電技術であります。酸素吹のガス化炉を実用化した場合には、効率、多炭種、

信頼性の観点から普及していくものと考えております。 

 他事業との重複でございますが、噴流床石炭ガス化発電プラント、空気吹のＩＧＣＣ

の実証がされております。これは早期に高効率化を図るということで、所内動力が小さ

いところを特徴に開発されてきたものでございますが、酸素吹の場合には、石炭ガス中

の燃料成分の割合が高いために、ガスタービンのさらなる高温化による高効率化。 

 それから、窒素分が少ないものですから、合成燃料の製造など、発電用途以外の産業

用途への活用も可能であること。それから、炭種の適合性も高いということで、世界の

普及させることができる技術と言えます。 

 第２段階、第３段階に類する事業はありません。 

 19ページ目の体系図は省略いたしまして、20ページ目、総合科学技術会議の評価結果

は御覧のとおりでございます。こうした評価結果、指摘事項を踏まえて事業を進めてま

いります。 

 それから、21ページ目、第３段階の燃料電池としましては、溶融炭酸塩形の燃料電池、

それから、固体酸化物形の燃料電池が挙げられますが、先ほど申し上げましたとおり、

ＮＥＤＯでの開発状況といったものを評価して、最適な燃料電池について有識者を含め

て選定してまいりたいと考えております。 

 以上でございます。 

○説明者（石炭課長） 

 引き続きまして、22ページ以降、評価検討会での評価結果でございます。 

 23ページを御覧下さい。事業の必要性及びアウトカムに関しての評価コメントでござ

います。この技術は低炭素社会に向けて非常に重要な技術、さらに発電効率だけではな

くて、多用途も考えられるということで、高く評価できる有望な技術だといただいてお

ります。 

 ただ、やはり経済性についても可能な限り定量的な目標を設定せよと。先ほど事業者

から既存微粉炭火力並みの発電効率という話がございましたけれども、それに合わせて

どういう技術で、どのようにそれを達成するのかということも具体的に示してほしいと

いうことかと解釈しております。 

 24ページを御覧下さい。アウトカムに至るまでの戦略についての評価コメントでござ

います。メーカーのみならず、いわゆるカスタマーといいますか、ユーザーであります
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電力会社も入っておりますので、実施体制としては非常に望ましいと。 

 今後、化学用途を考えれば、化学メーカー等の連携についても早目にアプローチして、

いろいろ相談するといいのではないかというアドバイスをいただいております。 

 海外展開につきましても、より明確な戦略をもうちょっとイメージを持って考えては

どうかという提案をいただいております。 

 25ページを御覧下さい。次年度に予算要求する緊急性についての評価コメントでござ

います。Cool Earthですとか世の中の情勢を考えて、経済性、信頼性、安全性、立地性

の面も追求して早く進めよという評価をいただいております。 

 26ページを御覧下さい。国が実施する必要性についての評価コメントでございます。

ここでも述べられているのは、やはり経済性が劣ってしまうともったいないので、しっ

かり目標を持ってやれということでございます。 

 当然ながら、これは３分の１ほどでございますので、企業としても３分の２負担して

おりますので、投資回収しなければいけないということで、経済性は国のみならず、企

業も真剣にやっているという状況でございます。 

 27ページを御覧下さい。省内または他省庁の事業との重複についての評価コメントで

ございます。炭種制約が少なく、ユーザーの利益にもつながるので非常にすばらしい。 

 第２段階、第３段階、ＣＯ₂ 分離・回収、さらには燃料電池の実証の成果も踏まえて

成果を追求していくスタンスで臨んでほしいという表現がございました。 

 以上でございます。 

○平澤委員長 

 どうもありがとうございました。 

 この案件は、この小委員会としては事前評価になりますけれども、既に予算もつき、

総合科学技術会議での 300億円以上の案件に対する評価も行われたということですので、

いわば追加的な議論になろうかと思います。 

 手短にお願いします。 

○吉本委員 

 評価の中でも、特に海外展開に関して明確な戦略とアウトカムのイメージが必要であ

るという御指摘をいただいています。やはり海外展開を視野に置かないと、先ほど菊池

委員もおっしゃっていましたけれども、このプロジェクトの中で、どういう知的財産戦

略でいくのかというところは考え及ばないのではないかと思うのです。今回は事前評価

ということですので、このプロジェクトの中での成果の帰属をどのようにマネジメント

していくのかという知財戦略に関しましては、最初のうちに明確に定めておいていただ

いたほうがよいかなと思っています。 

○平澤委員長 

 太田委員、いかがですか。 

○太田委員 
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 ＩＧＦＣで最後の燃料電池と結びつけるというところが第３段階で、ちょっと先の話

かもしれませんけれども、そこで燃料電池と書いてあって、ＳＯＦＣ（固体酸化物形燃

料電池）、ＭＣＦＣ（溶融炭酸塩形燃料電池）ということで比較されているわけなので

すが、確かにＳＯＦＣを使うとしたら、ＮＥＤＯの技術がどの程度進展するかというと

ころであろうと思います。ただ、ＭＣＦＣを使おうと思ったら、具体的には日本のメー

カーがないので、韓国製を使わざるを得ないと思うわけですけれども、その辺をどうお

考えなのか。 

 たしか中国電力では、ＣＯ₂ の濃縮をＭＣＦＣで何年かやられた実績がおありになる

と思うのですけれども、それをどう判断されているのか。私としては、こういう方向に

使うときにはＭＣＦＣのほうがベターであって、特に韓国がもう具体的にそういう戦略

でアジア地区に乗り出してきているので、これとどうやって太刀打ちができるのかとい

うことについては真剣に考えておかないと、でき上がったけれども使えないという可能

性があると思っているのですが、その辺です。 

○平澤委員長 

 菊池委員。 

○菊池委員 

 私はこれ、かなり批判的に考えています。なぜかというと、私たち以外ハンドアウト

（資料配付）された補足資料２の24ページと各事前評価者たちの８ページの中で、先ほ

ど吉本委員が言われたように、知的財産戦略に関しては完全に無視ということだと思う

のです。つまり、知財パッケージという発想の戦略をお持ちにならない方々がこれをや

られるということは、将来、我々は関係ないかもしれませんけれども、中間評価、事後

評価のときに、多分失敗ということになるだろうと感じています。 

 したがって、これだけのお金を使うのですから、補助金３分の１の中に、いわゆる特

許出願などという安い話ではなくて、知財パッケージをどう組んでいくかということで

すので、これは先ほどの議論とちょっと違いますけれども、ＩＨＩの方はバックグラウ

ンドＩＰを持っているとはっきりと言いました。あれはパッケージとして組んでいるわ

けです。ですから、実証だろうが、インクリメンタル（増分）なＩＰだろうが、それか

ら、技術だけではなくて、ノウハウをどうパッケージングするかどか、商標のパッケー

ジングをそこにどのように組み入れていくかとか、いろいろな方法があるわけで、それ

に対して補助をしてあげるぐらいのスタンスでないと、これは単なる技術開発に終わっ

てしまうという感じがします。 

○平澤委員長 

 森委員、どうぞ。 

○森委員 

 技術のほうから見ますと、これは１つの理想的というか究極的なものですし、これは

多分短期ではなくて、比較的長期的な視点で見なければならない課題と考えております
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ので、コストは重要でありますが、それよりもまずこれをちゃんとつくって見せること

が何よりと考えます。これは先ほどの課題とは違う視点から見たいと私は思います。も

ちろん菊池委員がおっしゃった知財パッケージは大事ですけれども、特に長期的な視点

から見ますと、ある意味では、技術開発は日本が一番独占できるようにもっていきたい

のですが、先ほど御指摘があったように、ＳＯＦＣのところにちょっと不安があるわけ

です。 

 それで、技術的な話でいきますと、５ページのフロー、燃料電池はＳＯＦＣにしても

何にしても、比較的高温で運転される燃料電池を使うわけですから、ここからの廃熱の

利用については視点に入っていない点がちょっと気になるのです。特にＳＯＦＣの場合

には、かなり高温で運転されますから、本当はそこでもう一段階タービンを回せるので

す。そこは一体どのようにお考えなのかという点をお聞かせください。 

○平澤委員長 

 大体よろしいでしょうか。――それでは、手短にまとめてお答えください。 

○説明者（大崎クールジェン株式会社総務企画部長） 

 まず、吉本委員と菊池委員から御意見いただきました件につきましては、我々も海外

戦略を視野に入れて事業戦略を立てる必要があると十分考えておりまして、事前評価の

段階におきましても、どの地点が得意とする石炭では有利かということについては、シ

ンクタンクを通じて検討しております。その結果が、先ほどお話ししました１つのター

ゲットとして東南アジアが考えられるということでございます。ただ、そこをターゲッ

トにして、今後どのように事業展開していくかということにつきましては、知的財産戦

略も含めまして、メーカーとも相談してやってまいりたいと考えております。 

 それから、太田委員、森委員からありましたＭＣＦＣ、ＳＯＦＣにつきましては、Ｍ

ＣＦＣもＳＯＦＣも、石炭ガスを燃料として採用するためには、ＬＮＧに使えるからと

いってまだまだ使えるものではないと考えておりまして、加圧の部分、それから改質し

て冷却しているＬＮＧに対して石炭ガスでは冷却するところがないといったようなこと

で、燃料電池自体の熱利用、それから、そういった冷却をするための技術といったもの

を、第３段階に入る前までには課題を明確にして、このプロジェクトの中で何を解決し

なくてはいけないのかというところを、きちんと事前に評価した上で第３段階のシステ

ムを組んでまいりたいと思っております。 

 それから、燃料電池以降の排熱につきましては、日立製作所等がガスタービンの関係

で研究開発されている部分もございますので、そういったものをシステムに組み込むか

どうかも含めて考えてまいりたいと思っております。 

 知財戦略は、先ほど述べましたように、事業戦略を考える上で当然必要でございます

し、両親会社とも知財戦略を持っておりますので、そういう中でこういう事業を海外展

開していくときに、運用ノウハウと知的な設備部分をどのようにパッケージ化してやっ

ていくのが一番いいのか、この点につきましては今後の課題として考えてまいりたいと
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思いますし、早急にしなければいけない課題という認識を持っております。 

○説明者（石炭課長） 

 若干補足させていただきます。 

 知的財産戦略につきまして、今申し上げましたように、どのように対応していくかと

いうことを、委員の知見も伺いながら、しっかりこのプロジェクトで位置づけてやって

いきたいと考えております。 

 あと、燃料電池につきましては、第３段階に行った段階でＭＣＦＣなのかＳＯＦＣな

のか、有識者を含めて選定するということでございますけれども、例えば石炭火力発電

所を海外へインフラ輸出する場合、ボイラーもタービンも全部オールジャパンのプロジ

ェクトがある一方で、ボイラーは日本だけれども、タービンは韓国製であったり、中国

製であったりと、いろいろな形態があるのです。したがいまして、ＩＧＦＣをやるとき

に、ＭＣＦＣ、ＳＯＦＣどちらの燃料電池を使うのか考えた場合、オールジャパンのほ

うが望ましいことは望ましいのですけれども、そこは性能とコスト、さらにどれぐらい

日本に裨益するのかも含めて、外国製だから排除するということではなく、柔軟に考え

ていきたいと考えております。 

○平澤委員長 

 どうもありがとうございます。 

 この案件は、補助率３分の１でなお 300億円を超えるという大型のもので、実際に使

えるものを10年ほど掛けてつくり上げることを目指しているわけなので、先ほどのとは

全く観点を変えて議論しないといけないだろうと思います。 

 それで、第３段階まで実現しないと競争力がないといったようなものだったとすれば、

これは非常に危ういプロジェクトだということになってしまうわけなので、第１段階で

も従来のものよりも有利なコストで使えるものを目指していかなければいけないので、

先ほど微粉炭と同程度のコストとおっしゃったのだけれども、そういうことで一体いい

のかどうかということも含めてもう一度御検討いただきたいと思います。 

 第３段階は大分先だからということではなくて、先ほど太田委員も指摘されているよ

うに、こういうものに組み合わせる燃料電池の開発は非常に時間が掛かる話ですので、

もしこれを本気でやるのだったらば、そこのところは後になって予算を付ければいいと

いう話ではないとお考えになるべきではないかと思います。 

 それで、とりあえずは中間評価として、第１段階が終わるまでに第３段階の見通しも

かなり付けておくというぐらいの進め方をしないと、やはり危ういだろうと思います。

ということで、これはリコメンデーション（提言）を付けさせていただくということに

したいと思いますが、委員方、よろしいでしょうか。――では、どうもありがとうござ

いました。 

 それでは、次が、二酸化炭素回収・貯蔵安全性評価技術開発事業であります。それ以

降の案件、全部で６件あるのですが、それをまとめて議論するということで、御説明は
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一括してということですか。――どうもお待たせしました。それでは、御用意ができま

したらお願いいたします。時間が多少押していますので、短めによろしくお願いいたし

ます。 

○説明者（みずほ情報総研株式会社シニアコンサルタント） 

 みずほ情報総研の青柳と申します。よろしくお願いいたします。 

 それでは、補足資料３という資料に従いまして説明差し上げます。 

 めくっていただきまして、２ページでプロジェクトの概要ですが、本件はＣＯ₂ の地

中挙動と地層の変形・応力問題を連成解析するシミュレータを開発して、それを検証す

るというプロジェクトです。平成23年の１年間で行いました。 

 ３ページはスキップさせていただきまして、４ページ、目標ですけれども、これもス

キップさせていただきまして、５ページでまとめて成果、目標の達成度について説明さ

せていただきます。 

 本件、最初に (1)のシミュレータの開発ということですけれども、国内外の多くのＣ

ＣＳのプロジェクトで実績のある多相流体解析コード、これは流体の解析を行うプログ

ラムです。それを地盤力学解析コード、これは地層の変形を解くプログラムです。これ

らを組み合わせることにより、ＣＯ₂ の地中挙動と地層の変形・応力問題を連成解析で

きるシミュレータの開発を行うというのが目標です。 

 成果といたしまして、それぞれのプログラムに必要な改良を施した上で一体化させた

ということで達成しております。 

  (2)は環境影響観測データによるシミュレータの検証ということで、こちらは海外に

おける実際のＣＣＳプロジェクトで取得された地表面隆起データ、実際にＣＯ₂ を地中

に貯留して生じた地表面の隆起データ、そういった観測データを用いて、私どもではシ

ミュレータを検証するというのが目標です。 

 成果につきましては、アルジェリアのインサラのＣＣＳプロジェクトの地質条件、圧

入条件を入れてシミュレーションいたしまして、計算結果と観測データを比較いたしま

した。その比較しました結果、定性的にも定量的にも良好であったということ。それか

ら、もう一点、同種の先行する海外のシミュレータでＴＯＵＧＨ―ＦＬＡＣというのが

ありますけれども、そちらのデータと比較いたしました。若干の差異はありましたけれ

ども、傾向としてはよい一致が確認されたということで、達成と考えております。 

 内容につきましては、６ページから説明していきたいと思います。 

 ６ページは、まずシミュレータの開発の部分です。こちらにつきましては、力学のシ

ミュレータ、それから流体のシミュレータそれぞれを改良して、それらをつなぐ部分に

ついてもプログラムを開発して、基本的な機能を確認したというものです。 

 めくっていただきまして、７ページですけれども、こちらは開発したシミュレータの

検証を行ったということで、アルジェリアのインサラで実際にＣＣＳのプロジェクトが

行われましたが、ここの計算領域、境界条件、地層物性といったデータを整備したとい
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うことです。 

 ８ページのほうは、それらを使って実際にシミュレータの検証を行いました。下の図、

３つほどグラフがありますけれども、左側は横軸で時間、縦軸で地表面変位ということ

で、ＣＯ₂ を地中貯留し始めた時期がゼロのところ。それから、圧入し始めて１年、３

年とたっていくにつれて、地表面変位が上昇していくということで、実際に観測データ

というのは点でプロットされたものです。シミュレーションの結果は赤い矢印がありま

すけれども、太線で結んでいるものが今回のシミュレーションの結果です。それから、

先行シミュレータの結果につきましても細い線と点線とで比較しております。こちらは

いろいろな考え方がありますけれども、定性的にも定量的にも良好な結果が得られてい

ると考えています。 

 右側の２つの図につきましても同じように比較しているのですけれども、これはシミ

ュレータ間の比較で、地下の深い圧入層、地下1,800メートル付近での変位の推移を示し

たものです。 

 めくっていただきまして、９ページですけれども、若干先行するシミュレータと結果

が違うという面もありましたために、これはまず地層の物性値ですとか、そういったも

ののパラ-メータの感度分析を行いまして、計算結果が与える影響の度合いを把握したと

いうことで、左側の図は地層の中の空隙の割合を変化させた場合、そして右側も同じで

すけれども、その場合の過剰間隙水圧の分布の感度を示したものです。 

 このように、空隙率、浸透率、ヤング率といった物性値のパラメータの感度分析を行

いました。それについての考察を行って、開発されたシミュレータが妥当な挙動を示す

ということを確認いたしました。 

 10ページ、事業化、波及効果ということですけれども、事業化につきましては、現在、

シミュレータの検証を行ったという段階です。今後につきましては、さらにシミュレー

タの検証実績を重ねた上で考えていくべきだと考えております。 

 それから、波及効果といたしましては、ＣＣＳのＣＯ₂ の貯留につきましてを目標と

しておりますけれども、それ以外にもさまざまな分野、類似分野で波及効果があると考

えております。 

 めくっていただきまして、11ページ、６．ですけれども、研究開発の計画、それから、

実施体制について示しております。 

 12ページも同様です。資金配分と費用対効果ということで、既存のシミュレータを改

造するという形で行いましたので、費用対効果はそこで述べているというところです。 

 以上です。 

○説明者（石炭課長補佐） 

 資源エネルギー庁石炭課の高倉といいます。 

 冒頭で申しそびれまして大変恐縮なのですけれども、今から連続して説明します６件

の二酸化炭素の回収・貯蔵に係るテーマは、今説明中のみずほ情報総研のＣＯ₂ 地下貯
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留の安全性・周辺環境影響の予測及び評価手法の研究開発も含めまして、最初の３件を

我々石炭課の所管ということで、まずは説明させていただきたいと思っております。 

 それで、こちらのテーマなのですが、引き続き13ページを見ていただきます。評価の

結果ということで、九州大学の持田先生を座長としまして、全部で８名の委員によって

評価、検討していただいております。 

 その結果ですけれども、14ページですが、まず総合評価のコメントとしましては、こ

ちらのテーマは、シミュレータを開発することはＣＣＳ全体の事業性を高める上で重要

ということ。それから、オープンソースを用いて短期間にシミュレーション技術の開発

に成功したということは、費用対効果も非常に高いというコメントをいただいておりま

す。 

 また、事業性を確保するためには、１つの貯留サイトだけでは十分とはいえないとい

うことで、今後様々な地質条件での検証をして、制度を向上させることが必要であると

いう御指摘をいただいております。 

 続きまして、15ページが、評点の結果ということで、このような結果になっておりま

す。その中でも、４の事業化、波及効果というところに関しましては、既存の同種のシ

ミュレータとの差別化を明確にすべきという課題を御指摘いただいております。 

 最後に、16ページの提言及び提言に対する対処方針です。こちらにあります２つの提

言をいただいております。 

 １点目が、今後は本研究開発を継続して、様々な地質条件下で検証実績を重ねるべき

であるという御提言です。２つ目が、そもそもこの研究にどのような意義があり、開発

した技術が今後日本のＣＣＳ事業全体の中でどのように使われていくのかということを

改めて明確にすべきというご提言であります。 

 それに対しまして、対処方針としまして、右側ですが、今回一定の成果が得られたと

いうことで、更なる拡充に向けて、まずは事業の実施主体である事業者のほうで中身の

検討をしていただいて、今後、我が国ＣＣＳ施策全体の中でさらに必要な研究開発等の

検討を進めていくという方針でまいりたいと思います。 

 ２点目につきましても、この成果として、我が国が当該分野で優位性を確保すると考

えられるということで、今後は同じく我が国のＣＣＳ施策全体の中で引き続き必要な研

究開発を検討していきたいという対処方針で進めてまいりたいと思っております。 

 以上です。 

○平澤委員長 

 ありがとうございました。それでは、２件目を。 

○説明者（三菱マテリアルテクノ株式会社主任） 

 三菱マテリアルテクノの小澤と申します。 

 引き続きまして、地下高温域でのＣＯ₂ の流動と化学反応による鉱物固定に関する研

究につきまして、その概要を説明させていただきます。資料番号は補足資料４になりま
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す。こちらの１ページ目が目次になりまして、２ページ目以降につきまして説明させて

いただきます。 

 まず、プロジェクトの概要ですが、こちらはＣＯ₂ 地中貯留の安全性評価をより的確

に行うためには、貯留層におけるＣＯ₂ の鉱物固定化を考慮する必要があると認識して

おりまして、そこで本事業では、鉱物固定化の予測シミュレーションと、我々はシール

層形成予測シミュレーションと呼んでおりますが、こちらのシミュレーション技術の高

度化に向けて、高温環境下で鉱物化を加速させた各種試験を実施することで炭酸塩鉱物

の沈殿と透水性の関係に関する基礎データの取得、それから、雄勝（おがち）実験場を

モデルとしたシール層形成予測やアメリカの研究機関であるＬＢＮＬ（ローレンスバー

クレイ国立研究所）との共同研究により、ＣＯ₂ 溶解水―岩石反応予測などの実用化に

関わる基礎技術の開発を行いました。 

 実施期間は平成23年度でございますが、こちらは平成22年度にＮＥＤＯからの委託に

よる事業を実施しておりまして、そちらの成果を踏まえて平成23年度の事業を実施して

おります。 

 予算総額は 2,000万円となっております。 

 ３ページ目、プロジェクトの目的と政策的位置付けは割愛させていただきます。 

 ４ページ目に移りまして、事業の目標ですが、全体目標としまして、シール層形成予

測シミュレーション技術の高度化のための基礎データ取得と雄勝実験場をモデルとした

シール層形成予測やＬＢＮＬとの共同研究によるＣＯ₂ 溶解水―岩石反応予測を実施し、

実用化にかかわる基礎技術の開発を行う。こちらを目標としております。 

 この全体目標を達成するに当たりまして、要素技術を以下３つ挙げております。各要

素技術の目標とその達成度につきまして、８ページ以降に説明させていただいておりま

す。 

 まず１つ目の要素技術としまして、８ページに記載しておりますように、雄勝実験場

でのＣＯ₂ 濃度測定及び方解石沈殿速度測定法の検討と炭酸塩飽和水注入による透水性

評価試験を要素技術の１番目として挙げております。 

 これにつきまして、さらに３つの目標を挙げておりまして、９ページ以降にその３つ

の目標についての説明とその達成について記載しております。 

 １つ目の目標は、深部地下流体中のＣＯ₂ 濃度測定手法を確立する。こちらについて

は、その手法を確立し、目標を達成いたしました。 

 ２つ目の目標としまして、方解石の沈殿速度測定手法を確立することを挙げておりま

したが、こちらにつきましては、温度の変化が方解石の沈殿速度に大きく影響すること

が今回の事業で判明しまして、その技術を最終的には確立することができませんでした。

したがいまして、この目標は一部未達となっております。 

 ３つ目の目標としまして、実規模でのＣＯ₂ 溶解水を注入する試験を実施し、地層の

透水性の変化や地下流体の水質の変化、炭酸塩の沈殿速度を把握する。こちらにつきま
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しては、11ページにその図などを掲載しておりますが、秋田県にあります雄勝実験場、

こちらは電力中央研究所の所有している実験場になるのですが、こちらで炭酸塩飽和水

というＣＯ₂ を溶かした水を注入する実験を行いまして、その結果、炭酸塩鉱物の沈殿

速度を測定するということは、先ほどの２つ目の目標で一部目標達成できなかったとい

うこともありまして、沈殿速度の測定はできなかったのですけれども、それ以外のデー

タから、ＣＯ₂ が地下高温域で鉱物固定されていることを裏付ける透水性データや水質

データを得ることができました。 

 次に、２つ目の要素技術としまして、12ページに挙げております炭酸塩鉱物の沈殿が

貯留層の透水性へ与える影響評価試験を行いました。こちらにつきましては、２つの目

標を設定しておりまして、それぞれ違う条件により、モデルのカラムを使った通水実験

を行いました。こちらの要素技術につきましては、それぞれ試験を行った結果、水質や

通水性の条件の違いによる透水性変化の違いを把握することができまして、こちらの要

素技術につきましては、目標を達成することができました。 

 次に、３番目の要素技術につきまして、15ページ以降に記載しておりますが、こちら

はＣＯ₂ 溶解水と岩石との反応予測及びシール層形成に関する理論予測を行うことを挙

げております。こちらにつきましては３つの目標を挙げておりまして、１つ目のＣＯ₂

溶解水と岩石反応予測のシミュレーションを行い、岩石や温度の違いによる炭酸塩鉱物

沈殿挙動の違いを把握することを目標としておりまして、こちらにつきましては、３つ

目の目標のアメリカのＬＢＮＬとの共同研究により行いまして、実際にシミュレーショ

ンを行った結果、岩石や温度の違いによる炭酸塩鉱物沈殿量や沈殿開始時期の違いを把

握することができました。 

 ２つ目の目標の雄勝実験場での炭酸塩飽和水注入実験に関するシミュレーションです

が、こちらにつきましては、炭酸塩飽和水注入試験の結果との比較により、シール層形

成予測シミュレーションで作成したモデルやパラメータの妥当性を確認することができ

ました。 

 以上の成果に基づきまして、一部、方解石沈殿速度の測定手法の確立に関して目標を

達成することはできませんでしたが、そのほかの実験やシミュレーションによりまして、

シール層形成予測シミュレーション技術高度化のための基礎データ取得と実用化に関わ

る基礎技術の開発を行うという全体目標をおおむね達成することができたと考えており

ます。 

 次に、20ページに移りまして、こちらに事業化と波及効果について記載しております。 

 事業化の見通しにつきましては、こちらはまだ基礎技術の開発を行うことを目的とし

て実施いたしましたので、事業化に至るまでにはまだ多くの実験や得るべき知見が残さ

れていると考えておりまして、事業化はまだ先と考えております。 

 波及効果につきましては、地中貯留の安全性評価体系の向上、それから、住民の不安

解消や合意形成に貢献できると考えております。 
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 研究開発のマネジメントと体制につきましては、１年目はＮＥＤＯからの委託により

実施しまして、２年目の平成23年度は経済産業省から弊社が委託を受けまして、さらに

富山大学と地熱技術開発株式会社、財団法人電力中央研究所へ再委託をしまして、また、

アメリカのＬＢＮＬとのＭｏＵ（共同研究に関する覚書）を取り交わして共同研究を行

いました。 

 以上がプロジェクトの概要になります。 

○平澤委員長 

 ありがとうございました。評価のほうを。 

○説明者（石炭課長補佐） 

  続きまして、こちらのプロジェクトの評価につきまして御説明します。23ページから

になります。 

 評価検討会は先ほどと同じ体制で、持田座長以下の評価検討会委員で実施しておりま

す。 

 それから、24ページですが、総合評価のコメントとしましては、こちらにありますよ

うに鉱物固定化に関する研究というのは、圧入後のＣＯ₂ の行方を確実性を持って説明

するもので、そういう個別のテーマにおいて非常に重要であり、個別固定化に関する基

礎的情報を得ることは、長期にわたるＣＣＳ事業に対する極めて重要な貢献が期待され

るというコメントをいただいております。 

 また、下ですが、先ほどの説明にもありましたように、方解石の溶解速度に関しての

データの一部が研究の過程の中で取得できなかったという実態がありますので、今後適

切な対応が必要であるという御指摘をいただいております。 

 続きまして25ページですが、評点結果ということで、このような結果になっておりま

す。 

 最後に、26ページ、８、提言及び提言に対する対処方針ですが、ここでは先ほども申

しましたように、地下鉱物との高温高圧下での化学反応を解明するということはＣＣＳ

技術の根幹に対応する要素技術開発であり、今後ともさらに研究を行うことが重要であ

るという御提言。さらに、基礎的なデータの一部が得られなかったということに関して、

今後、対応を検討していく必要があるという御提言をいただいております。 

 これらの御提言に対しまして、右側ですけれども、先ほどと同じように、今後得られ

ました成果の拡充について、まずは事業者にて検討していただいて、ＣＣＳ施策全体の

中でさらなる研究開発の実施、どういうものができるのかを検討していくということを

対処方針にしたいと思っております。 

 以上です。 

 続きまして、３点目の御説明をさせていただきます。 

○平澤委員長 

 どうぞ。 
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○説明者（応用地質株式会社主任） 

 それでは、お手元の補足資料５番、ＣＯ₂ の地下深部塩水層貯留についての基盤的研

究の評価の概要につきまして、応用地質の下山が御説明申し上げます。資料、枚数が大

変多いですので、かいつまんで御説明させていただきます。 

 １ページ目でございますが、こちらは本事業の概要でございます。本事業の検討対象

としております地下深部塩水層でございますが、こちらは我が国にも広く分布しており

まして、我が国のＣＣＳにおける貯留対象の候補と考えられております。本事業では、

カナダのＰＴＲＣ（石油技術開発センター）という研究機関が実施しておりますＣＯ₂

の地下深部塩水層貯留実証プロジェクト、 Ａｑｕｉｓｔｏｒｅプロジェクトに参加しま

して、最新の知見や技術の取得と研究を行ったものでございます。 

 研究対象の技術項目として４項目設定しております。内容は４ページを御覧ください。 

 こちらが目標等の一覧表でございますが、まず１つ目がプロジェクト全体の実施内容、

運営方法について、２つ目が地質構造モデリング方法について、続きまして、次のペー

ジでございます。３つ目が圧入性の評価手法について、そして、４つ目がプロジェクト

に関する政策や法規制、標準化についてでございます。 

 それでは、各項目の成果について御説明申し上げます。８ページを御覧ください。 

 まず１つ目のプロジェクト全体の実施内容と運営方法についてでございます。これは、

カナダ側のプロジェクトに実際に参加しまして、実際のプロジェクトでの実施内容、ど

ういったことをやっているか。それから、地元に対する状況、実施運営体制や資金がど

うなっているのか。研究項目の選定方法等について明らかにしました。 

 内容の詳細については割愛させていただきますが、10ページに実際の Ａｑｕｉｓｔｏ

ｒｅプロジェクトの地図と写真が載っております。実際にもう圧入試験を行ったプロジ

ェクトでございます。 

 続きまして、14ページを御覧ください。こちらが２つ目の項目、地質構造モデリング

についてでございます。カナダ側では実際に地質構造をモデリングしております。サイ

ト周辺地質モデルのこれらのデータ、それから、モデルの作成に使用したデータを入手

し、分析いたしました。さらに、そういったデータを使って日本側でも地質モデルを構

築し、日本でＣＣＳを実施する場合に、当然モデルをつくる形になるかと思いますが、

その場合に参考になる点、あるいは検討が必要な点などについて明らかにいたしました。 

 19ページを御覧ください。こちらが実際に日本で作成したモデルの一例、それから、

右側のほうがカナダ側で作成された地質モデルでございます。 

 続いて、21ページを御覧ください。こちらは先ほどモデルを作成しておりますが、こ

のモデル作成結果、あと両者の比較検討によってこちらにお示ししておりますように、

我が国のＣＣＳ事業に適用する場合に参考になる点や、どういった点の検討が必要なの

かといったことを明らかにいたしました。 

 続いて、23ページでございます。圧入性の評価方法についてでございます。カナダ側
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では、先ほどの地質モデルをもとに、ＣＯ₂ の圧入性の評価のためにＣＯ₂ 移行シミュ

レーションを行っております。そのシミュレーションのデータ、あるいはシミュレーシ

ョンで各種いろいろな設定をしておりますが、その設定に使用したデータ類一式を入手、

分析しまして、カナダ側のシミュレーションモデルのつくり方、設定方法の考え方など

について明らかにしました。 

 さらに、日本側でもこれらのデータをもとにオープンソースのシミュレータでシミュ

レーションを実施し、カナダ側との結果の比較検討、それから、我が国のＣＣＳ事業で

実際に適用する場合にどういったことが参考になるのか、検討が必要な事項はどういっ

たことなのかといったことを明らかにいたしました。 

 30ページ、結果の一部を載せてございます。こちらが日本側とカナダ側で作成しまし

たシミュレーションのモデル、不均質モデルといわれる地質モデルの一例でございます。 

 こういったモデルを利用しまして、次の31ページから32ページにシミュレーションの

結果を載せてございます。31ページがＣＯ₂ の圧入レートと累計圧入量の計算結果、32

ページが圧入終了時のＣＯ₂ プルームの分布範囲を示してございます。 

 こういった結果を受けまして、33ページ、これらのシミュレーションの結果をもとに

比較検討を行いまして、こちらに示しておりますような結果をとりまとめております。 

 そして、34ページから35ページに示しておりますように、日本で実際に適用する場合

に、カナダ側のやり方で参考になる点でどういったことがあるのか。それから、日本で

やる際に検討が必要な事項はどういったことがあるのか、こういった箇条書きに示して

ございますが、このように明らかにしたことが成果でございます。 

 続きまして、37ページを御覧ください。カナダにおけるＣＣＳに関する法規制や政策、

標準化の取組について情報を入手して、整理して明らかにした結果でございます。 

 この内容について一例が、39ページを御覧ください。こちら、実際にカナダでＣＣＳ

のプロジェクトを行う際に、どういった法的な手続が行われているかということをとり

まとめたものでございます。こういった情報を入手して明らかにしたことが成果でござ

います。 

 続きまして、事業化でございますが、41ページを御覧ください。本事業の成果は、我

が国のＣＣＳの大規模実証試験に反映することが重要なことだと考えております。です

ので、例えばほかの事業者、ＲＩＴＥ（地球環境産業技術研究機構）などでも実施して

おります事業の成果等の相互補完によってこの大規模実証試験に資するものと期待して

いるところでございます。 

 42ページ、波及効果につきまして記載しております。この事業で得られた成果、特に 

地質モデリングとかシミュレーションに関する知見は、例えばほかの分野、放射性廃棄

物の地層処分ですとかメタンハイドレートなどの資源開発、こういった分野にも応用可

能と考えております。 

 43ページに、事業のマネジメント体制を示しております。この事業、応用地質とＲＩ
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ＴＥがコンソーシアム形式で実施しており、外部有識者の先生に研究の方向性などにつ

いて助言、指導をちょうだいしております。 

 44ページが最後の資金でございますが、こちらの表の中ほどに示しておりますように、

本事業の単年度の費用は 1,760万円ほどでございます。そのうち 750万円ほどがカナダ

のプロジェクトへの参加費用でございます。本事業で得られた知見、情報というのは、

実際のこのプロジェクトに参加して初めて得られるような非常に貴重なものでしたが、

もしこういった同等の情報を得るために自前で実証試験を行った場合は、年間数十億程

度の費用がかかると見込まれますので、このことからも、本事業は非常にコストパフォ

ーマンスが高いと考えております。 

 概要については以上でございます。 

○平澤委員長 

 ありがとうございました。それでは……。 

○説明者（石炭課長補佐） 

 続きまして、こちらのプロジェクトの評価に関しましてです。45ページ以降ですが、

評価検討会に関しましては、先ほどと同じ体制で実施しております。 

 46ページ、総合評価コメントということで、今説明がありましたように、 Ａｑｕｉｓ

ｔｏｒｅという非常に大きな、海外で先行する事業ということで、こちらへの参加は今

後国内外で大規模実証試験を実施するに当たって非常に有益であるというコメントをい

ただいております。 

 さらに、このＡｑｕｉｓｔｏｒｅプロジェクトですが、2014年の商業運転を本格始動

するという中で、日本の技術が評価されるような今後の進め方の方向性について、検討

の必要があるという御指摘をいただいております。 

 続きまして、次の47ページですが、評点結果としてはこのような結果になっておりま

す。 

 最後に48ページ、提言及び提言に対する対処方針というところです。提言ですが、ま

ず先ほども言いましたように、国内で大規模実証試験をすることが望ましいけれども、

適した場所が限られているという状況を踏まえて、このような海外で展開しているプロ

ジェクトに積極的に展開すべきという御提言です。 

 ただ、今後、次の段階として、国内でその成果を利用して行うというアプローチに関

して、どういったものを国内の事業に還元できるのかという点を十分に検討する必要が

あるのではないかという御提言であります。 

 それに対しまして、対処方針としましては、先ほどと同じように、まずはここで出ま

した成果の拡充等について、まずは知見を有する事業者のほうで検討して、今後のＣＣ

Ｓ、国の施策全体の中でどのように活用できるのかというのを検討していくという対処

方針で進めたいと思っております。 

 以上です。 
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○平澤委員長 

 ありがとうございました。あと３件ありますけれども、３件それぞれ15分ずつという

ことになると、それだけでもう時間オーバーしてしまいますので、恐縮ですが、10分以

内ぐらいでよろしくお願いいたします。 

○説明者（地球環境連携・技術室課長補佐） 

 地球環境連携・技術室の鹿沼と申します。補足資料６に基づきまして、二酸化炭素回

収・貯蔵安全性評価技術開発事業について御説明いたします。 

 ２ページを御覧ください。まず、事業概要でございますが、本事業は大規模発生源か

ら分離・回収したＣＯ₂ を安全に地中に貯留するための安全性評価技術の開発を行って

おります。 

 実施者は地球環境産業技術研究機構と産業技術総合研究所の２者でございます。 

 次に、政策的位置付けでございますけれども、４ページを御覧いただけますでしょう

か。本事業は、ここに書いてございますように、Ｇ８北海道洞爺湖サミット首脳宣言、

平成22年度に閣議決定されましたエネルギー基本計画、それから、地球温暖化対策基本

法の中に位置付けられているものでございます。 

○説明者（地球環境産業技術研究機構主席研究員） 

 それでは、引き続き地球環境産業技術研究機構の薛から事業の内容について申し上げ

ます。 

 ６ページを見ていただきます。本事業の目標設定は、この表のとおりになっておりま

す。大きく分けますと、安全性評価手法の開発の中で、１の貯留性能評価手法の開発、

これは二酸化炭素を圧入するターゲットの地層に対して評価する手法です。 

 ２は、貯留層内のＣＯ₂ 挙動解析。圧入したＣＯ₂ が実際に地層の中でどのように挙

動するかというのを評価する技術です。 

 次のスライドに移ります。７枚目のスライドに、３、貯留層外部へのＣＯ₂ 移行解析、

つまり圧入されたＣＯ₂ が外に対して移行していくときにどのように評価するか、特に

海域でＣＣＳを実施した場合には、海洋に漏れてきたＣＯ₂ がどのように生態系に対し

て影響するかというのも３の中で実施していきます。 

 それから、ⅡのＣＣＳ推進基盤の確立に関しては、やはりＣＣＳはほかの技術に比べ

まして新しいだけに、社会的受容性を得るためには、こういった技術の情報を積極的に

外に公開して、理解促進活動を進めていくというものであります。 

 次のページに行っていただきまして、８ページに、この事業の実施概要を示しており

ます。平成12年からスタートしまして、現在平成24年ですが、大きく分けますと３つの

段階を踏んできていると考えています。 

 平成12年からスタートした基礎的研究から始めまして、途中からその技術が進みまし

て、基盤技術の開発、つまり、一部の技術は既に実用化する見通しになってきましたの

で、現在は青の枠のところに中間評価の３回目を受けておりますけれども、現在の段階
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としては、基盤技術から実適用、つまり、現在、苫小牧で進めている大規模実証試験に

も、ここの事業で開発された技術が適用されていくことになっています。 

 ９枚目のスライドから実施した研究成果の内容について少し申し上げます。 

 成果の①が貯留層の地質モデリング。先ほどもお話がありましたけれども、従来の石

油業界で使われている技術を用いまして、圧入する対象の地層の数値的なモデルをいか

につくっていくかというのが重要です。 

 このグラフは、長岡のサイトを対象にしたものです。色で分けていますのは、赤の色

ほど砂の浸透率が高いということです。つまり、そういう浸透性の高い砂の層を選んで

ＣＯ₂ を圧入していかなければいけないのです。さらに、長岡のところでは、白の丸で

囲ったところに実際に４本の井戸を掘りまして、ＣＯ₂ の圧入を１万トン実施しました

けれども、現在求められているのは、こういった小規模の実験をして、それからどのよ

うにスケールアップしていくか。ですから、我々のところでは、最初につくった２キロ

・２キロの地質モデル、白の丸で囲った領域の情報をもとに、地球統計的な手法を使い

まして、10キロ掛ける10キロの大きなモデルをつくることができました。これをもって、

例えばこのサイトを選ぶときに、実際にこのサイトはどれぐらいのＣＯ₂ を圧入できる

か、かつ圧入したＣＯ₂ がどのように挙動するかというのを予測することが可能になり

ます。これは、サイトを決める段階で経済性、安全性に関してとても大きな意味を持ち

ます。 

 めくっていただきまして、次、10枚目のスライドが、実際に長岡で圧入したＣＯ₂ の

挙動を観測した結果です。これは、２本の観測の井戸をもちまして、その間に挟まれた

ある垂直の筒の断面を切ってみますと、ＣＯ₂ がそこの断面上にどのように広がってい

るというのを観測することができます。これは弾性波という手法を使いますけれども、

もとの状態は砂の中に水がたまっている状態で、そこにＣＯ₂ が圧入されると弾性波の

速度が落ちていくのです。速度が小さくなった領域をここで緑色、それから黄色い領域

でマッピングしていますと、どのように地層の中に広がっていくかがわかります。ちょ

うど青の線が１本引かれていますけれども、青の線の下側に、砂がたまっている層にＣ

Ｏ₂ がちゃんととどまっているか確認できますし、さらに圧入が終わった５年９か月後

も、そこに安全にとどまっているというのがここで確認することができました。 

 また、ここの長岡のサイトでは、圧入している最中に2004年の中越地震がありまして、

さらに圧入が終わった2007年には、２回ほど近くで地震が起きていますけれども、この

結果から考えますと、ＣＯ₂ は安全に地下にとどまっておりまして、漏れることは全く

ありませんでした。 

 それから、ＣＯ₂ に関する中で、今、地球物理的な方法で行いましたけれども、例え

ば地球化学的な――さっき鉱物固定という話が出ましたけれども、11枚目のスライドに

ありますように、長岡では２回にわたって地下から実際に流体をサンプリングして、本

当に地化学反応が地下で起きているかどうかということを確認しました。 
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 その結果が12枚目のスライドにお示ししております。見ていただきますと、左側がＴ

ＩＣ、Ｃａ、カルシウムです。３つの棒がかかれていまして、圧入前、２年５か月、そ

れから８年２か月時のものです。ＴＩＣはトータル的に流体の中にどのぐらいカーボン

が溶けているかというものです。これを見ますと、圧入前に比べて２年５か月、そして

８年２か月では、中のカーボンの量が増えています。カルシウムのほうに目を向けます

と、２年５か月は大きく増えていますけれども、実際８年２か月後は、そこが減ってい

ることが確認できました。 

 これは何が起きているかというと、右側を見ていただきますと、 1,112ｍと 1,118ｍ、

それから 1,119.5ｍと３か所の流体の分析をした結果、 1,118ｍのところにＣＯ₂ が一

番溶けていて、本来なら流体の中にもっと溶けるような話を考えていますが、実際にス

ライドを見ますと、そこで既に炭酸塩ができる。つまり、ＣＯ₂ が水に溶けていて、岩

石から溶けてきたカルシウムとくっついて、再び地下で炭酸塩をつくるような状態で沈

殿の効果があります。 

 黄色い線でマークしているところを見ますと、ＣＯ₂ の溶解、つまり、水に溶けてい

く。そうすると、鉱物が溶解して中和反応が起きます。中和反応が起きると、条件が整

えば再び地下で炭酸塩が沈殿する。こういった効果が実際に地下で起きていれば、圧入

したＣＯ₂ がより安全に地下に貯留されることを我々は期待することができます。 

 それから、13枚目のスライドは、ＣＯ₂ のモニタリングですけれども、特に我が国で

は、海域でＣＣＳを実施することを考えていますので、北米とかヨーロッパと少し異な

るところがあります。海域で実際にＣＯ₂ をどのようにモニタリングするというのはい

ろいろな技術がありますけれども、ここで注目したのは常設の海底ケーブル、ＯＢＣと

いうシステムですが、これは海底に一旦システムを設置しますと、あと必要なときにエ

アガンというシステムを使って発信すれば海底の探査ができます。それをもってＣＯ₂

がどのように広がっていくのか見ることができます。 

 それから、このシステムでもう１つの特性があるのは、従来の弾性波探査に加えて、

微小地震、微小振動そのものを観測できるようになっています。つまり、１つのシステ

ムで２つの目的を同時に達成することで、ここではこのシステムが評価されて、実際、

今年の夏に苫小牧のほうで実用化されることになっています。 

 次に行っていただきます。現在の成果、目標の達成度に関しては、先ほどの左側の各

課題に対して達成できていると評価されています。 

 さらにめくっていただきますと、16ページから事業化、それから波及効果について御

説明申し上げます。 

 16枚目のスライドには、苫小牧ではかなり細かくきちんといろいろなことを調べまし

た。それが例えば大規模な実証試験、あるいは最終的に国が事業化していくときに、ど

のように貢献されていくか。 

 まずは、苫小牧の大規模のＣＯ₂ 圧入実証試験への貢献ですけれども、我々は常設の
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ＯＢＣのシステムを苫小牧で実際に実用化していただくことになっています。それから、

ここのシステムを使ったＣＯ₂ 圧入のときの微小振動観測に関しても、このシステムと

同時に、海外との連携でそういった観測システムの開発を進めています。さらにコアを

用いた物性測定試験。もう１つは、海域でＣＣＳを実施するときには、関係省の許可を

いただく必要がありますので、海域の生物の影響調査を実施予定です。 

 さらに、事業化については、この成果に関して、我々が実施した成果をまとめまして、

ＣＣＳ事例集として、将来的に必要なときに業者の方に使っていただくというようにな

っています。 

 17枚目のスライドが、引き続きですけれども、どのようにこういったものがさらに使

われていくか。例えば、地質のモデルに関しては、流動のシミュレーションと連携した

ツールをここで整理することができました。 

 常設のＯＢＣシステムは、こういった地震観測ができることで、例えば原発沖合の断

層活動の調査に関するシステムで実際に使われる可能性があります。 

 さらに、光ファイバーに関しては、地盤の変形の観測を応用することによって、今の

シェールガスとか、シェールオイルとか、そういった分野にも使われる可能性がありま

す。実際に国内の業者もそういった興味を示しております。 

 さらに、ＣＣＳの関連技術を海外に展開していくことも視野に入れておりますし、特

に現在進めている国際標準化についてもＲＩＴＥが実施しております。 

 18枚目のスライド、マネジメント及び体制ですけれども、経済産業省から委託、それ

から補助の状態で地球環境産業技術研究機構及び産業技術総合研究所の両方で分担して

実施しています。この実施の内容については、東京大学の佐藤光三先生に研究推進委員

会の委員長として御指導いただいております。 

○説明者（地球環境連携・技術室課長補佐） 

 続きまして、前回の中間評価の結果ですが、時間のから説明を省かせていただきます。 

 続いて、評価結果について御説明いたします。24ページを御覧いただけますでしょう

か。総合評価コメントでございますが、コメントといたしましては、ＣＣＳの社会的受

容性の醸成のためには、ＣＣＳに対する安全性、信頼性の構築が必要であり、ＣＯ₂ の

挙動解析等のデータは、地域住民の了解を取得する上で非常に有益であるというコメン

トをいただいています。 

 また、広範な課題について適切なマネジメントのもと、多くの成果が得られていると

いうコメントをいただいております。 

 一方で、ＣＣＳの社会的認知度はまだ低く、その向上を図る必要があるという指摘も

受けてございます。 

 次に、25ページ、評点結果でございますが、御覧のように、全体的におおむね高い評

価を得ております。 

 次に、26ページ、提言及び提言に対する対処方針でございますが、提言が２件ござい
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ます。 

 １件目が、個別要素技術の成果を生かすため、国際標準化における優位性の確保と、

ＣＣＳの社会的受容性の向上に向けた取り組みを進めて貰いたいということでございま

す。これに対しましては、ＣＣＳの国際標準化につきましては、今後、ワーキンググル

ープにおいて審議が開始されることになっておりますので、この議論をリードしてまい

りたいと考えております。また、社会的受容性の向上につきましては、ＣＣＳの実証や

実用化の中で広く一般市民に御理解をいただく活動を進めてまいりたいと考えておりま

す。 

 ２件目の提言といたしまして、海外の環境対策で評価され、貢献できるよう、本研究

開発を推進することが望まれるということでございまして、これに対しましては、日本

のＣＣＳ技術による海外での貢献ができるよう研究開発を進めてまいりたいというもの

でございます。 

 以上でございます。 

 では、続きまして、補足資料７に基づきまして、二酸化炭素固体吸収材等研究開発事

業について御説明いたします。 

 ２ページ目を御覧ください。まず、事業概要でございますが、ＣＣＳの実用化に当た

りましては、そのコストの大部分を占めるＣＯ₂ の分離・回収コストの低減が課題とな

っております。このため、本事業では米国の国立研究所と共同いたしまして、ＣＯ₂ の

分離・回収コストを大幅に低減する二酸化炭素固体吸収材の開発を行っております。 

 実施者は地球環境産業技術研究機構でございます。 

 政策的位置づけにつきましては、先ほどと同じですので、省略させていただきます。 

○説明者（地球環境産業技術研究機構主席研究員） 

 続きまして、６ページ以降を説明させていただきます。 

 こちらではＣＯ₂ の分離・回収エネルギーとコストを大幅に削減するために、アミン

の吸収剤をベースにした固体吸収材材料開発と、プロセスシミュレーション技術の高度

化という２本立てで研究開発を行っております。 

 開発目標に関しては、材料開発は、中間目標としては、先行しております米国ＮＥＴ

Ｌ（国立エネルギー技術研究所）の性能の2.9モル／キログラムという性能を設定いたし

まして、最終目標は５モルを想定しております。 

 さらに、分離・回収エネルギーに関しては、中間目標としては 2.5ギガジュール／ト

ンＣＯ₂ という分離・回収エネルギー、これは今現在の液体の化学吸収法の最高性能値

でございますけれども、こちらをまずは上回るということを中間目標で掲げまして、最

終目標としては、これをさらに４割下げるということで、1.5ギガジュール／トンＣＯ₂

という目標を掲げております。 

 つぎに、成果と目標の達成度について、８ページ目以降でポイントをかいつまんで説

明させていただきます。 
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 そもそも固体吸収材とは何であるかということですが、８ページにございますように、

アミンの吸収剤、ＣＯ₂ と親和性の高い物質を多孔質の担体に複合化させたものでござ

います。 

 期待する効果としては、左の下のほうに四角で囲ってありますけれども、そもそも化

学吸収液というのは、アミン化合物が30パーセントから40パーセント含まれる水溶液で

ございます。したがいまして、ＣＯ₂ を吸収させた後に、吸収したＣＯ₂ を脱離させて、

高純度で回収するときに加熱して回収しているわけですが、そのときに非常に比熱の高

い水を一緒に加熱しなければいけないというところがデメリットでございます。 

 したがいまして、こちらに記載してありますように、蒸発潜熱ですとか顕熱とここに

書いてあるようなところでエネルギーを消費してしまう。これを固体に担持することで

大幅に低減してやろうというのがそもそもの狙いでございます。この材料開発と合わせ

て、このシステム全体の性能評価手法の開発ということで、シミュレーション技術につ

いても同時で開発を進めております。 

 以降、結果でございますけれども、まず、９ページにございますように、計算化学を

活用して高性能材料の予測をしました。吸収したＣＯ₂ を放散しやすい材料というのを

まず計算化学で予測いたしまして、９ページの図の右下にございますように、通常の市

販のアミンと比べてＣＯ₂ を脱離しやすく、再生容量を３倍にまで高めた材料、新しい

アミンを開発しております。 

 さらに、10ページに示してございますように、我々が開発した材料のＣＯ₂ の吸収性

能は、これまでに報告されているものと比較いたしましても、吸収性能としては非常に

高いものであるということがわかります。さらには、そのプロセスの予備検討、簡単な

シミュレーションを既存の材料で実施したところ、 2.1ギガジュールぐらいまでは下げ

られるということが予測されますので、今回開発した新しい材料を用いて、次年度以降、

本格的にプロセスのコストの試算をしてまいりますが、 1.5ギガジュールの達成に向け

てプロセス検討をしていく予定です。 

 さらに、12ページに示しておりますけれども、シミュレータを構築するために、まず

はパイロットプラント試験レベルで10トン／デイで、東芝のパイロットプラントをお借

りいたしまして、シミュレーション用のデータを集積いたしました。 

 それを基に、13ページに記載してございますとおり、発電システムに固体吸収材を組

み込んだ場合にどうなるかという、発電システムでシミュレーションができるようなシ

ミュレータを構築して、もし分離・回収エネルギーが 1.5ギガジュールまで下げられる

と、ＣＯ₂ 回収による発電効率の低下が４～６パーセントぐらいに抑えられるだろうと

いうところまで試算しております。 

 次に、今後の予定ですけれども、これまでに材料開発とシミュレーション技術を構築

してまいりましたので、平成25年度以降はプロセスとコストの検討をしっかりしていき

たいということでございます。 



- 46 - 

 成果と目標の達成度に関しましては、15ページに記載してございますとおりの成果で

ございまして、中間目標はそれぞれ達成しております。 

 16ページに事業化、波及効果ということで記載しておりますけれども、平成26年度ま

でに要素技術を完成して、27年度以降は民間企業と協力して、実用化研究フェーズに速

やかに移行したいと想定しておりまして、興味を持たれている民間企業の方とどのよう

な協力体制ができそうかということを今相談している最中でございます。 

 さらに、波及効果については、こちらは当初想定していなかったのですが、我々の材

料が低温低圧でも吸着性能が高いということがわかりましたので、閉鎖空間、例えば有

人宇宙活動用からの引き合いがございまして、今、御評価をいただいているところでご

ざいます。 

 １つ飛びまして、実施体制ですけれども、18ページに記載のとおりの体制で行ってお

りまして、特に米国との共同研究の絡みがございますので、弁護士事務所と顧問契約を

結びまして、知的財産に対しての取扱いを注意しながら、さらに推進委員会の中では全

体の計画について御評価いただきながら進めているところでございます。 

○説明者（地球環境連携・技術室課長補佐） 

 続いて、評価結果について御説明いたします。20ページを御覧いただけますでしょう

か。 

 総合評価コメントでございますが、固体吸収材料の科学的、技術的な新規性、独創性

は高く評価できる。目標を上回る世界最高レベルの吸脱着量を実現する優れた成果を上

げており、今後、計画どおりに進めば事業化に期待が持てるという評価をいただいてい

ます。 

 一方で、今後はプロセスとコストを意識した研究開発とする必要があるという指摘を

いただいおります。 

 次に、21ページ、評点結果でございますが、ここに書いているように、御覧のとおり

でございます。 

 最後に、22ページを御覧ください。提言及び対処方針でございますが、５件の提言を

いただいております。 

 １つ目が、今後は、プロセスとコストを意識した研究開発を進めることが必要である

というものでございます。これに対しましては、本事業はＣＯ₂ の回収コストを半減す

ることを目指しており、この目標を達成するため、平成25年度にＣＯ₂ 小型回収試験装

置を導入いたしまして、分離プロセスとコストの評価を実施することとしております。 

 ２つ目の提言といたしましては、早期に価値のある知財を確立することが望まれると

いうものでございまして、これに対しましては、これまでに新規のアミン化合物を合成

し、固体吸収材としての優れた性能を確認しておりますので、今後はこれをもとに基盤

となる特許を取得していきたいと考えております。 

 ３つ目の提言ですが、中間評価の現時点で、既に良好な研究成果が出ているので、さ
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らに現在の目標値を大きく上回る高い値を目指してもらいたい。また、国際研究開発の

よい事例となるよう、国際的な交流等を積極的に推進することが望まれるということで

ございます。これに対しましては、より高い研究開発成果を目指した研究開発も視野に

入れて検討してまいりたいというものです。それから、国際交流につきましては、今後

とも積極的に情報交換等を進めてまいりたいというものでございます。 

 ４つ目の提言といたしましては、今後実用化に当たっては海外プロジェクトへの参加

を期待したいというものでございまして、これに対しましては、今後実用化に当たりま

しては、本事業の成果をもとに民間企業と連携し、海外プロジェクトへの参加について

も検討してまいりたい。 

 最後に、ＣＣＳ以外の分野への応用も検討してもらいたいという提言でございますが、

これに対しましては、先ほど波及効果で説明がありましたように、有人宇宙活動用のＣ

Ｏ₂ 除去等のＣＣＳ以外の分野への応用についても検討しているところでございます。 

 以上でございます。 

 それでは、引き続きまして、補足資料８に基づきまして、二酸化炭素分離膜モジュー

ル研究開発事業について御説明いたします。２ページ目を御覧ください。 

 まず、事業概要でございますが、本事業は、ＣＯ₂ の分離・回収コストを大幅に削減

する技術でございまして、圧力を有するガス源から従来技術の３分の１程度、ＣＯ₂ １

トン当たり約 1,500円程度でＣＯ₂ を分離・回収する技術の確立を目指しております。 

 実施者は、次世代型膜モジュール技術研究組合でございます。 

 政策的位置付けにつきましては、先ほどと同じでございますので、省略させていただ

きます。 

○説明者（地球環境産業技術研究機構主任研究員） 

 ＲＩＴＥの池田と申します。よろしくお願いいたします。 

 ６ページの目標のところから御説明いたします。 

 膜のほうは、基本的には相変化を伴わないので、非常にコスト低減できる可能性のあ

る技術ということで認識されていまして、目標も具体的には炭酸ガス１トン当たり 1500

円を実現したいということで取り組んでおります。また、 1,500円が見えましたら、次

は 1,000円を狙える、そういう技術であると思います。 

 そこの目標、６ページ、７ページのところには、分離膜技術の確立の要素技術につい

て書いております。 

 その次の８ページのところには、実機膜モジュールの開発でどういうことをするかと

いうことと、膜分離システムの開発でどういうことをするかというのが書かれておりま

す。 

 ９ページには、成果、目標の達成度ということで、分離膜技術はどうした、実機膜モ

ジュールではどうしたとか、膜分離システムではどうしたというのが書いてありますが、

次のページからの図を使って説明させていただきます。 
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 10ページでございますが、これは石炭をガス化するところの前工程になっています。

それで、石炭を酸素で燃やしまして、一酸化炭素をつくりまして、それに水を反応させ

て水素と炭酸ガスが混ざったものができるのですけれども、これは２メガから４メガぐ

らいの高圧でガスが得られるという特徴がありますので、この特徴を生かして、実は膜

で炭酸ガスだけを抜いてやろうということがこのプロジェクトの肝であります。 

 これは、通常の膜の場合は、小さいものがよく通りますので、炭酸ガスと水素の径で

すと選択的に水素が通るのが普通なのですけれども、これを炭酸ガスだけを通すという

逆のメカニズムを仮説を立てまして、それについての検証実験をずっとしてまいりまし

た。 

 高圧の水素が採れますと、後の発電効率はすごくよくなるということは自明のことで

あります。 

 では、なぜ炭酸ガスだけが通って、水素をカットすることができるのかといいますと、

11ページにあります絵でございまして、実はデンドリマーという特殊な材料、アミノ基

をもつ材料なのですけれども、これをＲＩＴＥで開発しまして、これと炭酸ガスが反応

してバリア層をつくりますと、水素とか窒素ガスが入り込めないというメカニズムです。 

 これを実際の形で実用化したということです。12ページにございますように、最初は

ポリエチレングリコール系の分子ゲート膜ということでやってきました。平成20年の時

点では分離係数は30で、ＱＣＯ₂ 10
－12程度、これを実際に30のαで実用化しようと思いま

すと、７×10－10程度の性能が必要になりまして、まだまだこの時点では目標に遠かった

のですけれども、膜の厚みを薄くすることで、今度は透過ガス量は上がったのですが、

α、分離係数がずんずん下がってきました。そこから発想をちょっと変えまして、いろ

いろ架橋構造を盛り込むとか、添加剤をいろいろ使うとかということで、10－10でα＝30、

目標値にかなり近いところまで来ました。 

 それで、最初は30というαで実用化を目指していたのですけれども、いろいろ計算し

て、１段、２段、３段、13ページのような絵のシステムを考えたのですが、そうします

と、２段だと昇圧ということがありますので、電気代がかかります。そうすると、原子

力とかの今の情勢を考えますと、電気代の変動でコスト的に成り立たなくなるというこ

とがあるかなということで、１段プロセスを実現しようと考えました。 

 14ページに、１段プロセス、２段プロセスの計算で成り立つ領域を示していますが、

１段であれば３×10－10、αが 125あればいいと。これは不可能かと思われたのですけれ

ども、実際に膜をつくってみますと、15ページのように、大気圧ですと分離係数が 500、

 600の膜ができてきましたし、高圧で実際に想定した炭酸ガス分圧でも分離係数 100ぐ

らいが出てきまして、あと 100を 125までもってくれば、あともう少しＱを上げれば、

本当に 1,500円のシステムが実現する可能性が出てきたというのが現在のところであり

ます。 

 次の16ページには、それは実用化するといっても研究機関だけでは実現できないもの
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ですから、研究組合をつくりまして、コラボレーション体制を築いて実施しております。

材料としましては、ポリビニールアルコール系の材料で世界的にも強いクラレと、膜の

技術では世界でトップクラスの日東電工、それから、製鉄関係のプラントにお詳しい新

日鉄住金エンジニアリング、この３社と一緒になって実用化に向けて邁進しております。 

 その次を少し飛ばしまして、成果とか目標につきましては、中間評価の時点では予定

していたものが全部達成しております。 

 21ページに、事業化、波及効果というのが出ておりますが、それも図を使って、アウ

トカムで説明させていただいたほうがわかりやすいですので、22ページを御覧ください。 

 22ページのところに、ではどういうことがあるかということが書かれていまして、 1,

500円が達成できましたら、直接アウトカムとしましてはＩＧＣＣへの適用なのですけれ

ども、間接アウトカムインパクトとしましては、今現在、 4,200円／トンの炭酸ガスの

コストがかかっていますので、それを 1,500円までもってくることができますと、14兆

円ぐらいの便益を得られるという効果もございます。 

 波及効果としましては、天然ガス田で、今、炭酸ガスが多いために使われていない井

戸がありますので、ここに応用するとか、化学プラントの炭酸ガス分離とか、閉鎖空間

のＣＯ₂ 除去というのが考えられます。 

 研究開発のマネジメントはそこの図にまとめたとおりで、18年から補助金をいただい

てＲＩＴＥでやりまして、20年から22年は新日鉄エンジニアリングが中心になってやっ

ております。23年から研究組合をつくって進めております。大学の先生の委託研究とか、

研究推進委員会の御指導をいただいて進めております。 

○説明者（地球環境連携・技術室課長補佐） 

 次に、事前評価の結果ですが、時間の関係から省略させていただきます。 

 続いて、評価結果でございますが、26ページを御覧いただけますでしょうか。総合評

価コメントといたしまして、分離膜モジュールの科学的、技術的な新規性、独創性は高

く評価できる。実用化で要求される項目の目標を確実にクリアし、高選択性への見通し

が立ったことから、早期の実用化を期待したい。 

 それから、将来の電気代上昇リスクにも備え、２段プロセスから１段プロセスにター

ゲットを変更し、その実現にも目処を得ていることは大変優れた成果であるというコメ

ントをいただいています。 

 一方で、保水環境や湿度に対する評価などをさらに詳細に検討する必要があるという

指摘もいただいおります。 

 それから、27ページ、評点結果でございますが、御覧のように、全体的に高い評価を

得ております。 

 最後に、28ページ、提言及び提言に対する対処方針でございますが、提言が４件ござ

います。 

 １つ目が、燃焼プロセス側からの制約条件をより明確にした研究開発が必要ではない
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かということでございまして、これに対しましては、現在、制約条件をより明確にする

ための調査を行っているところでございまして、今後、その制約条件に基づいた実験に

より、耐プロセス適合性の検討を行うこととしております。 

 ２つ目の提言といたしましては、今後は技術開発だけではなく、実用化に向けた事業

展開についても検討することが望まれているものでありまして、これに対しましては、

本事業では技術研究組合から成る研究開発体制を構築しておりますので、今後実用化に

向けた事業展開についても検討してまいりたい。 

 ３つ目の提言といたしましては、今後実用化に当たっては、随時海外プロジェクトへ

の参加を期待したいというものでございまして、これに対しましては、今後実用化に当

たりましては、当該プロジェクトの成果をもとに海外プロジェクトへの参加についても

検討してまいりたい。 

 最後の提案といたしましては、優れた研究であり、この方向で進めて欲しいが、研究

の途中でも随時実用化を試みていただきたいものでございまして、これに対しましては、

御指摘を踏まえて、研究の途中でも適用可能のところがあれば、随時実用化を検討して

まいりたいというものでございます。 

 以上でございます。 

○平澤委員長 

 どうもありがとうございました。 

 今、11時58分、あと２分しかないということですが、委員方、例えば12時15分ぐらい

まで可能でしょうか。１人でも欠けると成立しない……では15分までということで、手

短にコメントをお願いいたします。 

○太田委員 

 済みません、いっぱいあったので、どれだかあれですけれども、基本的に最初のほう

と金額が全然違うのですが、どのように……。 

○平澤委員長 

 最初の３件は、ＮＥＤＯで提案公募型で採択したもの、後の３件は本省でということ

です。ですから、事業規模もけたが違うということなので。 

○太田委員 

 わかりました。特に前半のほうはかなり小規模ですけれども、あの予算でやるときに、

過去の、例えば反応の温度依存性とか圧力依存性というのは、古くからいろいろ研究を

やられている例があるので、そういうのが参考になってどうなっているのだとやれば効

率的だったと１つ思います。 

 それから、最後のところにあった二酸化炭素の分離膜については、特にＩＧＣＣを想

定すると、高温でやらないとひょっとしたら意味がないかもしれないというか、効率が

落ちる。高温でやるときのあれは、溶融炭酸塩を使えば濃縮ができます。それと比べて

どうなのだという比較をするぐらいのことはやっておかないと、後へ行けないのではな
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いかと思っています。基礎データは、さっきもいいました中国電力のグループが、そこ

で濃縮の実験をなさっているからおおよそわかると思うのですけれども、それと比較し

て 1,500円で本当にいいのかどうかというようなことも必要ではないかと思っています。 

○平澤委員長 

 どうぞ、森委員。 

○森委員 

 前半のほうは、サイエンスとしては非常に面白いとは思うのですけれども、貯留ポテ

ンシャルに関して果たしてどれぐらい見込みがあるのかちょっと触れておかないと、経

済産業省の事業としては、この後につながりにくいのではないかという懸念がどうして

も残ります。特に、地下深部の塩水層貯留は、日本にそもそもそういう場所がどれくら

いあるのかわからないのと、それから、最初の地下構造域での鉱物固定は、水を入れま

すから、水消費も相当あるわけで、そのときに、これは果たしてサステイナブルなＣＣ

Ｓとしてどれくらい寄与するのか、どうしても疑問が残ってしまって、サイエンスとし

ては面白いのだけれども、温暖化対策としてはどうだろうという印象がどうしても残り

ます。 

 それから、後のケミカルと膜分離は昔からある研究で、コストが視野に入ってきたと

いうのは大変結構なのですが、そうなると、特に膜分離に関しては信頼性と寿命を一体

どういった視野で開発をやっているのか。この後の事業化も2020年とかかなり具体的な

数字が出ていますけれども、ちょっとまだ信頼性の問題が残っているようにも思えてな

りません。 

○平澤委員長 

 ほかにいかがでしょうか。 

○菊池委員 

 前半の３本は事後評価で、評価点はどういうわけか低いわけです。評価者は全員同じ

なわけで、中間評価は非常に甘いです。続くから甘いのかどうかわかりませんけれども、

終わったから厳しいのかというと、そこのところはきれいに分かれるのです。そういう

分け方が恣意的だといわれれば恣意的かもしれないけれども、規模は小さいかもしれな

いが、事後評価に関しては非常に厳しい御判断をなさっていて、中間評価に関しては平

均値がすごく高いです。それで、事後評価の前段の各事業をやられたところは、目標達

成とか一部達成はあるけれども、かなり達成なさっているのです。となってくると、御

自分たちの達成感と評価者たちの情報のギャップがあるのではないかという感じがする

のです。 

 余りこんなことを突っ込むわけではありません。私たちの役割ではないけれども、成

果の中に、例えば化学反応で、地下で高温で何かしようといったときに、バクテリアの

研究までの成果を入れているということは、バクテリアがどう関与するかまで検討した

のだろうなと。それがシミュレーションのデータに何か反映されたのだろうなと期待し
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てあげたいのだけれども、また、本当にそういうものが成果として、小さな予算である

が、そういう中に入ってくるものなのか。それとも別に、企業体、または研究母体とし

てずっとやっている中の成果をここの中で取り上げてきたのかというのがそこから見え

ませんよね。 

 そうなってくると、事後評価に携わる先生方は、多分これだけのボリュームで大変だ

ったと思うのです。一々細かいところまで見ていないとは思うのだけれども、そういう

ことからすると、かなり厳しい御意見が出てきているにもかかわらず、今日パワーポイ

ントで見たものとか幾つかみると、どうもある程度でき上がっているのかなと。そうす

ると、科学的な知見が得られたかどうかは別にして、技術的なポテンシャルというもの

は実施母体が本当に把握なさっていたのか、または、評価者の人たちはある程度何らか

のインフォメーションをもらって、技術的なポテンシャルはここら辺にあるのだと。か

つ、そのプロジェクトをやったために、この程度上がったとか、何か可能性が出てきた

のかということがちょっと見えないので、そういう意味で歯がゆいという感じがします。

コメントも含めて。 

○平澤委員長 

 どうぞ。 

○鈴木委員 

 私は、ＣＣＳの政策全体に関して、少数意見だと思うのですけれども、少し申し上げ

たいことがあります。 

 ＣＣＳを推進する根拠というのはすべてＩＰＣＣ（気候変動に関する政府間パネル）

の報告書に依存しているわけです。二酸化炭素と地球温暖化の因果関係に関する断言が

ＩＰＣＣの報告書の中にされているわけですけれども、それに対してはかなり疑問も出

てきていると私は理解しています。もちろん因果関係があるのかないのかという両極端、

どちらに立つつもりもないのですけれども、その前提がもし崩れると、ＣＣＳとか排出

権取引とか、その根拠すべてが失われるというかなり特殊なプロジェクトだと私は思っ

ております。そういう意味では、個別のプロジェクトに対して今の段階でこの評価につ

いて申し上げるのは適切でないと思うのですが、各所で頻繁に述べられています大規模

な実証実験の前倒しとか、そういう提言については、経済産業省としてはかなりクール

に判断されるべきだと私は思っております。 

 クールにというのは、温暖化の原因の科学的な根拠に関する疑問などの情報収集もさ

れて、長期的な計画を考えられるべきであるということです。これはエネルギー基本計

画そのものの話でもあるのですけれども、一言申し上げておきたいと思います。 

○平澤委員長 

 吉本委員。 

○吉本委員 

 前半の３つの事後評価は、評価者の方がかなり厳しい評価を下しているという感じが



- 53 - 

しています。特に、２つ目のカナダで実証実験にも参加したというプロジェクトに関し

ては、評価書をみると、カナダとの契約内容をみると情報収集にしか契約していなくて、

共同研究をしているわけでもないので、基盤研究ではなく情報収集事業ではないかとい

った意見もあり、評価がかなり分かれているようなところがあります。評価者のスター

トラインがかなりばらけているような感じも見受けられました。個人的な感想です。 

○平澤委員長 

 個別の案件、個々にいろいろ御意見があろうかと思いますけれども、全体をまとめて

考えてみますと、今、お２人の委員もおっしゃったように、ＮＥＤＯが公募したプログ

ラムがこの３件以外にまだあるのかどうかということもあるわけなのですが、これだけ

だとすればかなりシャビー（みすぼらしいよう）な感じがしないでもないです。 

 ＮＥＤＯがこういう公募をなさるときの位置づけというのが、一方で後半のほうでい

ろいろ御報告があったように、かなり進んでいる面もあるわけですので、それらを踏ま

えて、さらにその先の知見を得ようとするような公募ならば意味があると思いますけれ

ども、むしろ後追いの補完的な課題がどうも多いような気がしているのです。このあた

り、だから前半３件の案件は個別の意見というよりも、そういう公募をして何を知ろう

としたのかという、むしろそこのところに我々としてはコメントを付けたほうがいいの

かなという気がしています。研究の成果については、厳しめであるけれども、内容的に

は、ＣＣＳのレベルからいうと、ある程度妥当な判断をなさったのではないかという気

が私はしております。１つは、そういう設定の問題です。 

 それから、後半の３点についていうならば、これは前段、かなり長い研究歴もあるわ

けで、それなりに成果が実るような時期に来たものということになろうかと思いますけ

れども、私自身は、具体的に膜分離であるとか吸収とかということで、従来よりも進ん

だ技術が実現できているということ自体は評価したいと思います。ただ、これが政策的

な位置づけということになると、鈴木委員もおっしゃったように、なかなか難しい問題

がまだ残っているわけで、実用化に踏み出すかどうかというのは、もう少しクールに考

えたほうがいいのかなという気もしています。 

 これは、大気に放出するのをとどめるという意味の使い方なのですけれども、それ以

外の使い方での実用化というのはそれなりにあるわけですので、そういうところから手

を付けられるというのもいいかもしれません。せっかく長年掛けてここまで来た技術で

すから、何らかの形で物にはしていただきたいと私自身は思っております。 

 今の後半の３件が、それぞれポイントになるようなものを、実施者を拡大しながら詰

めてきたという展開の仕方は、経済産業省の従来からの典型的なやり方かなと思います

けれども、余り成功例がなかったのだと思うのですが、今回の御報告は、かなりいいと

ころまで来たと考えていいのではないかと思います。もし、もっと前の時点に立って計

画をつくるとすれば、ＮＥＤＯが公募されたような案件がもっと大々的に行われて、こ

れはけたが違うわけですから、数十件ぐらいを常時展開するということは可能なわけで
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す。これが経産省の系統でやるべき仕事かという議論もあるかもしれませんけれども、

そういう知見を踏まえながら絞ってきて物にしていくというのだったら、それはそれな

りの進め方とも思うわけですが、比較的ターゲットを決めて、それに長年取り組んで物

にしてきたという１つの典型例かなという気もします。 

 ということで、この６件まとめて、全体としてＣＣＳに関してのコメントというのは、

個別案件を離れて小委員会としては付けさせていただいたらどうかと思っておりますが、

よろしいでしょうか。何かほかに追加的な御意見とか、説明者のほうからこれだけはア

ピールしておきたいといったようなことがあれば承りたいと思いますが、いかがでしょ

うか。――そちらからもよろしいでしょうか。何かある。どうぞ、遠慮しないで。 

○説明補助者（地球環境連携・技術室課長補佐） 

 ＣＣＳを担当してございます地球環境連携・技術室の中野でございます。本日はどう

もありがとうございました。 

 特に、鈴木委員から御指摘のございましたＣＣＳ全体の進め方をどうしていくのだと

いう指摘につきましては、まさにおっしゃるとおりでございまして、後半の３件につき

まして、研究開発の要素技術については比較的良好な結果が得られているという状況で、

一方で世界を見ますと、ＣＣＳを一番牽引してきました欧州みたいなところは、もとも

とクレジットからつくってきたファンドみたいなものが、クレジット価格の下落によっ

てプロジェクトが停滞していると。今進んでいるのは、ＥＯＲ（Ｅｎｈａｎｃｅｄ Ｏｉ

ｌ Ｒｅｃｏｖｅｒｙ、石油増進回収法）で、石油増産をすることが可能であるアメリカ

だとか中国、もしくは中東みたいなところが興味を持ってやっているという状況で、各

国、2020年ごろを目指しているというものの、札を張っているといいますか、主要なプ

レーヤーはどこになるのかというのを様子を見ながら進めているというような状況かと

我々も認識してございます。 

 そういった中で、ただ、ＩＥＡの試算によりますと、比較的大きな市場規模を将来的

にＣＣＳが担う可能性もゼロとは言えないという状況で、せっかく高い技術を持ちなが

ら、市場化するときに中国なり韓国なり、ほかの国にとられてしまうということは避け

なければならないということと、また委員御指摘のとおり、逆に温暖化に仮に使えなく

なった場合にどうするのだということで、横展開といいますか、そういったことの使い

方というものも模索していきながら、ＣＣＳのＣＯ₂ の固定化技術や分離・回収技術を

使えば、ＣＣＵというか、ほかの国では農業に使ったりとかということもありますので、

そういったこともいろいろ考えていかなければいけないと考えてございます。本日はあ

りがとうございました。 

○説明者（石炭課長補佐） 

 前半の３件に関しまして、森委員、菊池委員等から御指摘のありました、成果が少し

辛いのではないかという実態につきましては、テーマの重要性ですとか、成果に関して

は、総括的なコメントでいただいているように、我々はいい評価をいただいていると思
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っております。ただ、実際の評点として余りよろしくないという点は、委員長からもお

話のあったように、設定の問題というのもあるのではないかと考えています。また、こ

れらプロジェクトは、調査研究、基盤研究的な内容であるため予算規模が後半の３件に

比べ小さいことも関係しているかと思います。また、今、地球環境連携・技術室からも

話がありましたように、ＣＣＳ施策全体が今後、全体の施策として進んでいく中で、今

回は各プロジェクト全体内容のうち基本的な前半部分をやって、さらに今後、対応方針

のところでも述べましたように、継続してさらに発展させていきたいと思っております。

そのため、対処方針の通り、まずは事業者で成果の拡充等について検討するとともに、

それと並行して、ＣＣＳ施策全体の中で更なる調査研究、実証プロジェクト等の必要性

について、我々サイドでも考えていきたいと思います。 

○平澤委員長 

 ありがとうございました。 

 ２分ほど過ぎましたので、ここで小委員会を閉じたいと思います。 

 最後に、その他の案件に関して。 

○岡本技術評価室長 

 次回ですが、３月26日午前９時から別館６階 626会議室にて予定しております。よろ

しくお願い申し上げます。 

 以上です。 

○平澤委員長 

 どうもありがとうございました。 

 

                                 ――了―― 

 


