
- 0 - 

 
 
 
 
 

「天然ガスの液体燃料化（GTL）技術実証研究」 

 

 

中間評価報告書 

 

 

 

 

 

 

 

平成 22 年 2 月 

独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構 

 
 
 
 
 
 

 



- 1 - 

目次 
 

第１章 技術評価ガイドライン・・・・・・・・・・・3 頁 
第２章 プロジェエクトの概要・・・・・・・・・・・8 頁 
第３章 評価結果・・・・・・・・・・・・・・・・・27 頁 
注）第３章 評価結果は平成 21 年 2 月 16 日に独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機

構で開催された平成 20 年度第 2 回業務評価委員会 石油・天然ガス技術評価部会によって

審議された結果である。 
 

評価者： 
業務評価委員会 石油・天然ガス技術評価部会 
 
委員長 佐藤 光三 東京大学大学院 工学系研究科  

エネルギー・資源フロンティアセンター 教授  
有坂 一克 国際石油開発帝石株式会社 アブダビ事業本部  
   アブダビ第２ユニット ジェネラルマネージャー 
石井 義朗 国際石油開発帝石株式会社 技術本部  

技術基盤ユニットジェネラルマネージャー 
栗村 英樹 国際石油開発帝石株式会社 技術本部  

技術企画ユニット シニアコーディネーター 
古瀬 雅己 石油資源開発株式会社 探鉱本部 国内探鉱部  

解析総括グループ長 
中村 常太 石油資源開発株式会社 開発本部 操業管理部  

カナダグループ グループ長 
平原 章吾 出光オイルアンドガス開発株式会社 技術室 取締役技術室長 
村田 澄彦 京都大学大学院 工学研究科社会基盤工学専攻 准教授 
 

（以下、GTL 評価担当委員） 
秋鹿 研一  放送大学 東京世田谷学習センター所長 教授 

東京工業大学 名誉教授 
大塚 潔    東京工業大学 名誉教授 
冨山 明男  神戸大学工学部 教授 
御園生 誠  独立行政法人製品評価技術基盤機構 理事長  

東京大学 名誉教授 
諸岡 成治  福岡大学工学部 教授 

 
 
 



- 2 - 

 被評価者（担当課）： 
独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構  

石油開発技術本部 R&D 推進部 天然ガス有効利用研究チーム 
 
 評価事務局： 

独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構 
   石油開発技術本部 技術企画部 評価・普及課 
 



- 3 - 

第１章 技術評価ガイドライン 
独立行政法人 石油天然ガス・金属鉱物資源機構 技術評価ガイドライン（以下、「本ガイ

ドライン」）は、石油天然ガス・金属鉱物資源機構（以下、「資源機構」）が実施する技術開

発プロジェクトの技術評価を行うに当たって配慮しなければならない事項を取りまとめた

ものである。 
 

１．技術評価の目的 

技術評価の目的は以下の項目から成る。 

(1) 技術開発に対するニーズの反映 

技術開発プロジェクトの目標、成果、資源機構の業務における位置付けを明確にするこ

とにより、技術開発プロジェクトに対して確実に社会的ニーズや資源機構のニーズを反映

させる。 

 

(2) より効率的・効果的な技術開発の実施 

評価をする者（評価者）と評価を受ける者（被評価者）が意見交換を通じ研究開発・技

術開発の意義、内容、達成状況、今後の方向性等について検討し、より効率的・効果的な

技術開発を実施していく。 

 

(3) 国民への開示 

技術開発プロジェクトの意義や内容については、評価結果の公表を通じて一般国民に開

示していく。 

 

(4) 資源の重点的・効率的配分への反映 

評価の結果を事業や技術開発プロジェクトの継続、拡大、縮小、中止など資源の配分へ

反映させることにより、資源の重点化及び効率化を促進していく。 

 

２．技術評価の基本理念 

評価の実施に当たっては、以下の考え方を基本理念とする。 

(1) 透明性の確保 

プロジェクトの実施者は、積極的に成果を公開し、その内容について広く学識者、成果

の応用分野の有識者等の意見を聴く。評価事務局においては透明で公正な評価システムの

形成、定着を図るため、評価手続き、評価項目・評価基準を含めた評価システム全般につ

いて予め明確に定め、これを公開する。 

 

(2) 中立性の確保 

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。 
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(3) 継続性の確保 

技術開発プロジェクトにおいては、個々の評価がそれ自体意義を持つだけではなく、評

価とそれを反映したプロジェクトの推進というプロセスを繰り返していく時系列の繋がり

にも意義がある。従って、当該担当部・課にとって、評価結果を後の技術開発プロジェク

トの企画立案等に反映させ易い、継続性のある評価方法で評価を行うことが必要である。 

 

３．本ガイドラインの適用範囲 

本ガイドラインに係る技術評価の対象となる技術開発プロジェクトは以下のとおりである。 

① 石油・天然ガスの探鉱・開発・生産に係る技術開発プロジェクトのうち「大型な技術開

発」及び「公募型研究」 

② 金属鉱物資源の探鉱・開発・生産に係る技術開発プロジェクト 

③ 鉱害防止に係る技術開発プロジェクト 

 

４．評価の類型と実施時期 

評価は、技術開発プロジェクトの実施期間に対するその実施時期により、事前評価・中

間評価・事後評価に類型化される。 

原則として、技術開発プロジェクト開始前に事前評価を、プロジェクト終了後に事後評

価を実施する。プロジェクト期間が５年以上の場合及び後継プロジェクトの提案を予定す

る場合には、プロジェクト期間中に中間評価を実施する。 

後継プロジェクトが実施されることとなったプロジェクトについては、事後評価を省略

し、後継プロジェクト終了時にあわせて評価を実施することができることとする。 

 

５．評価体制 

(1) 評価者 

資源機構の外部に属する者で、当該技術開発プロジェクトの知見を有する専門家、自然

科学一般に深い見識のある者、社会科学一般に深い見識のある者、当該技術開発プロジェ

クトで開発された技術を利用する産業界に属する有識者や専門家等。 

 

(2) 被評価者 

・技術開発プロジェクト実施担当部・課 

 

(3) 評価事務局 

・評価部業務評価課 

・技術企画部評価・普及課 

 

(4) 評価委員会 

評価は、上記評価者で構成される下記評価委員会により実施される。 

① 業務評価委員会 石油・天然ガス技術評価部会 
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石油・天然ガスの探鉱・開発・生産に係る技術開発プロジェクトのうち「大型な技術開

発」及び「公募型研究」の評価 

② 業務評価委員会 金属資源開発・鉱害防止等技術評価部会 

金属鉱物資源の探鉱・開発・生産に係る技術開発プロジェクトの評価 

鉱害防止に係る技術開発プロジェクトの評価 

 

６．評価の方法 

(1) プロジェクト原簿 

プロジェクト原簿（別紙１）又はそれに相当するプロジェクト内容を記述した資料に基

づき評価を実施する。 

 

(2) 評価項目 

評価の類型に応じた「技術評価・評価項目」（別紙２・３・４）に従い評価を実施する。 

 

(3) 評価手法 

技術開発プロジェクトの類型、評価の類型に応じて適切な評価手法を用いる。複数の技

術開発プロジェクト間の相対的評価を行う場合等においては、評点法の活用が有効と考え

られ、技術開発プロジェクトの類型、評価の類型及び対象案件の態様に応じて適宜活用す

ることが望ましい。 

 

(4) 評価の簡略化 

評価の実施に当たっては、評価者及び被評価者の過重な負担を回避するため、メールレ

ビューを実施したり、評価項目を限定する等の簡略化を行うことができるものとする。 

 

７．評価結果等の取り扱い及び公開の在り方 

評価結果及びこれに基づいて講ずる叉は講じた措置については、機密の保持が必要な場

合を除き、個人情報や企業秘密の保護、知的財産権の取得等に配慮しつつ、一般に公開す

ることとする。 

 

８．評価システムの見直し 

いかなる評価システムにおいても、評価は評価者の主観的判断によってなされるもので

あり、その限りにおいては、完璧な客観性、公平性を求めることは困難である。したがっ

て、評価作業が終了する度ごとにその評価方法を点検、より精度の高いものとしていく努

力が必要である。また、本ガイドラインについては、こうした一連の作業を踏まえ、原則

として毎年度、見直すこととする。 

 

９．評価における留意事項 

(1) 評価者と被評価者の対等性 
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① 評価者と被評価者の関係 

評価作業を効果的に機能させるためには、評価者と被評価者の双方が積極的にその知

見と情報を提供し合うという協調的関係と、評価者もその評価能力を評価されるという

意味で相互に相手を評価するという緊張関係を構築し、この中で、討論を行い、評価を

確定していく必要がある。 

② 評価者に係る留意事項 

研究者が評価者となる場合、評価者は、評価作業を評価者自らの研究を妨げるもの

として捉えるべきではなく、自らの研究の刺激になる行為として、積極的に取り組む

ことが必要である。 

③ 被評価者に係る留意事項 

被評価者は、評価を技術開発プロジェクトの質をより高めるものとして積極的に捉

え、評価は評価者・被評価者両者の共同作業であるとの認識の下、真摯な対応を図る

ことが必要である。 

 

(2) 評価の不確実性 

評価時点では見通し得なかった技術や社会情勢の変化が将来的に発生し得るという点で、

評価作業は常に不確実性を伴うものである。従って、評価者はその精度の向上には必然的

に限界があることを認識した上で、評価時点で 良と考えられる評価手法をとるよう努め

ることが必要である。係る観点から、厳正さを追求するあまりネガティブな面のみを過度

に減点法で評価することとなると、将来大きな発展をもたらす技術を阻害する恐れがある

点にも留意する必要がある。 

また、技術開発にしばしば当初目的としていなかった成果が生じることがあるが、こう

した成果も積極的に評価することが必要である。ただし、これはあくまでも副次的結果で

あり、本来目指していた成果が十分得られなかったことを補償するものとして位置付ける

べきではない。 

 

(3) その他の留意事項 

① 所期の成果を上げられなかった技術開発 

技術開発は必ずしも成功するとは限らず、また、失敗から貴重な教訓が得られることも

ある。したがって、失敗した場合には、まずその原因を究明し、今後の技術開発にこれを

生かすことが重要であり、成果を上げられなかったことをもって短絡的に従事した研究者

や組織、機関を否定的に評価すべきものではない。また、評価が積極的な技術開発の実施

の阻害要因とならないよう留意しなければならない。 

② 数値的指標の活用 

論文の被引用度数、特許の申請状況等による成果の定量的評価は一定の客観性を有する

が、技術開発プロジェクトにおいては技術開発分野や内容により、その意味は大きく異な

り得るものであり、必ずしも成果の価値を一義的に表すものではない。したがって、これ

らを参考資料として有効に活用しつつも、偏重しないよう留意すべきである。 
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（別紙３） 

 

技術評価・評価項目（中間評価） 

 
１．プロジェクト実施の妥当性 

・プロジェクトの意義 
・資源機構が実施する必要性（資源機構のプロジェクトとして妥当であるか） 

 
２．プロジェクト目標の妥当性 

・技術開発目標は妥当か 
・技術的有望性は見込まれるか 
・ 終目標を変更する必要はあるか。変更された場合、その 終目標は妥当か 

 
３．プロジェクト計画の妥当性 

・目的達成のために妥当なスケジュール・予算となっているか 
・情勢変化への対応は妥当か 
（技術動向や社会・市場ニーズの変化等に対応して、計画を適切に見直しているか） 

 
４．実施者の事業体制・運営の妥当性（資源機構の事業体制・運営は妥当か） 

・技術開発実施者の選定等は適切に行われたか 
・関係者間の連携／競争が十分行われるような体制となっているか 
・意思決定、進捗状況、計画見直し等の検討は適切か 

 
５．計画と比較した達成度、成果の意義（中間評価・事後評価のみ） 

・計画と比較して目標は達成されているか 
・要素技術から見た成果は得られているか 

 
６．成果の実用化の可能性、普及、広報、波及効果 

・成果の実用化の可能性（開発された技術を利用するシナリオは描かれているか） 
・成果の公表、広報（論文発表、特許の取得等）は十分成されているか 
・成果の普及、波及効果は今後期待できるか 
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第２章 プロジェクトの概要 
１.技術開発テーマ/ サブテーマ名： 

【技術開発テーマ名】 
天然ガスの液体燃料化（GTL）技術実証研究 

【技術開発サブテーマ名】 
なし 

 
 ２.目的： 

商業規模の前段となる 500BPSD の実証規模での GTL 技術の確立、ならびに商業化

へ向けたスケールアップ手法の検討等を行い、商業規模（15,000BPSD/系列以上）で

技術的・経済的に利用可能な GTL 技術を開発することを目的とする。 

 
 ３.背景と意義・必要性： 

(1)背景と意義： 
アジアを中心とする世界のエネルギー需要が増大するなか、エネルギーセキュリテ

ィの確保は我が国にとって重要かつ喫緊の課題となっている。このような背景のもと、

世界に広く賦存する天然ガスを液体燃料化する Gas to Liquid（以下、GTL）技術は、

石油に代わる新たな液体燃料ソース(天然ガスからの油確保。一次エネルギー供給源の

多様化。)を確保するとともに、中東産油国への依存度の低減にも資する極めて有用な

技術である。 
GTL 技術により得られる製品（以下、GTL 製品）は、ゼロサルファー、ゼロアロマ、

高セタン価等の高品質燃料としての特性を有しており、これらの特性とマッチした利

用機器と組み合わせることにより、硫黄酸化物、窒素酸化物、粒子状物質（PM）、炭

酸ガス等の排出量を削減し、環境負荷を大幅に低減することが期待できる。 
また、本研究で開発する GTL 技術では、地球温暖化の主原因とされる炭酸ガスを原

料（改質材）として利用できるため、天然ガス中に含まれる炭酸ガスのみならず、様々

な場面で大気放出されている炭酸ガスを回収し、有効利用することが可能となる。 
こういった背景から、JOGMEC(石油天然ガス・金属鉱物資源機構。以下、「JOGMEC」

と記載。)は、民間会社 5 社(石油資源開発㈱(以下、「石油資源」と記載。)、千代田化工

建設㈱(以下、「千代田」と記載。)、コスモ石油㈱(以下、「コスモ」と記載。)、新日本

製鐵㈱(以下、「新日鐵」と記載。)、国際石油開発㈱(以下、「国際石油」と記載。))と共

同で、前・特別研究「天然ガスの液体燃料化（GTL）技術」(プラント規模 7BPSD)を
推進した（2001～2004 年度）。この研究では北海道苫小牧市勇払においてパイロット

試験を実施し、目標とする成果を達成した。 
  さらに、前・特別研究の 終評価(平成 17 年度第 1 回業務評価委員会 石油・天然

ガス技術専門部会。2005(H17)年 5 月 20 日(金)開催。) において、「独自 GTL 技術の

開発が概ね良好に達成され、実証プラント・商業プラント開発を進めるための下地が

整備されたと判断する。以上より、総合評価は優と判断する。」、「規模はやや小さいも
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のの、新高機能触媒の開発、反応器設計手法の実証に成功している。実用化のための

重要な技術的成果を得ており、実用化の見通しは高い。この成果および追加された FS
の結果に基づくと、本技術は、わが国のエネルギーセキュリティの上から優先度のき

わめて高い技術開発課題であると評価できる。」、「今後の世界的な、特にアジア地域で

の石油・天然ガス需要の逼迫を考えると、本 GTL プロジェクト推進の意義は大きい。」

との評価を得ている。 
また、本特別研究実施に関する事前評価(平成 17 年度 第 4 回業務評価委員会 石

油・天然ガス技術専門部会。2006(H18)年 3 月 17 日(金)開催。) において、「エネル

ギーセキュリティの観点から非常に重要な研究であり、実施することにはまったく問

題ない。技術的にはこれから行う部分が多く楽観できないが、それでも行う必要があ

る。」等の評価を得ている。 

 

(2-1)本研究の必要性： 
ビジネスの観点からは、本邦石油開発企業に対して、GTL 技術を利用したガス田開

発促進による収益改善、あるいは同技術所有を背景にした、新規権益の取得等の新た

なビジネスチャンスへ貢献できると考えられるが、現状はサソール、シェル等の海外

企業が先行しており、本邦企業が関与した形式は、海外企業の GTL プロジェクトへの

出資、EPC＊1 業務の受注などに限られている。また、メジャーは「合成ガス製造・Ｆ

Ｔ合成・アップグレーディング」の一気通貫の GTL 技術を有しており、同技術を基本

的には、ライセンシングしない方針である(特に FT 合成部)。従って、GTL ビジネス参

画を考えた場合は、GTL 技術を独自開発せざるを得ない。 

 

*1：EPC。Engineering , Procurement and Construction。設計・調達・建設を行う、一貫エンジニ

アリング・サービスのこと。 

 
一方、技術開発の観点からは、この技術を商業化するためには技術、経済性の観点

から 15,000BPSD 程度以上の「プラント規模」が必要となる。しかし勇払パイロット

規模(7BPSD)からのスケールアップ倍率が大きすぎるため、中間規模における実証試

験が必要である。 
後述(「6.国内外の(類似・周辺)研究動向」)するように、GTL 先行各社は商業プロジェ

クトの前に 100～300BPSD の実証試験を実施している。パイロットプラント規模

(7BPSD)から、実証規模、商業規模(15,000BPSD/系列以上)へのスケールアップを考え

た場合、300～500BPSD の実証プラント規模が適切と考えられる。本実証研究では、

投資家/産ガス国へのアピール効果を考え、500BPSD を選択した。 
 

以上から、本 GTL 技術を商業レベルまでに成熟させるために、本実証研究は必要であ

ると思われる。 
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(2-2)JOGMEC が実施する必要性： 

総合資源エネルギー調査会石油分科会石油部会燃料政策小委員会第二次中間報告書

(2004(H16)年 7 月 5 日)の「4-1.GTL(6)今後の課題」によると、 
「ＧＴＬ軽油の我が国への導入は、短期的には必ずしも中東依存度の低減につなが

らない可能性が高く、地球温暖化・自動車排出ガス削減対策の観点についても、現状

では、石油系軽油と比較し、大きな効果があるとは言えない。しかしながら、長期的

には、世界全体、特にアジア地域で軽油に対する需要が高まり、これに対応して、中

東のみならず東南アジアの中小規模ガス田からの供給が広がる可能性がある。また、

ＧＴＬは天然ガスだけでなく、同様の性質の燃料をガス化及びＦＴ（Fischer-Tropsch）
反応によって、石炭やバイオマス等からも生成することができ、長期的には燃料消費

地において生産ができることから、一次エネルギー供給源の多様化等の観点からは、

ＧＴＬの利用についての取り組みは引き続き重要である。今後の課題としては、ＧＴ

Ｌの製造コスト低減等のための技術開発が重要である。また、ＧＴＬは連産品である

ことから、構成比は低いものの、ＧＴＬ灯油やＧＴＬナフサの導入可能性についても、

今後、検討が必要である。例えば、ＧＴＬ灯油については、煙点が高いため、家庭用

灯油、ジェット燃料等に利用可能である。ＧＴＬナフサについては、硫黄分がないた

め、エチレン製造用・燃料電池の水素供給原料としても有望とする見方もある。また、

ＧＴＬは、硫黄分、芳香族分を含まないため、高品質な潤滑油の供給が可能とも言わ

れている。」との記述がある。 
本実証研究は、①政府のエネルギー政策と合致していること、また、本技術のよう

なプロセス開発は、②多額の研究開発費を必要とすること、更には、③石油開発会社

だけでなく、エンジニアリング会社、石油精製会社等の民間企業が所有する幅広い知

見・経験を統合した上で、本技術を成熟させる必要があること、④産ガス国に対し、

商業化を前提とした GTL プロジェクトの FS 検討を交渉する必要があることからも、

①②政府のエネルギー政策実行部隊であり、③エンジ会社と開発会社のオーガナイズ

実績があり、③前・特別研究におけるラボからパイロットプラントのプロセススケー

ルアップ実証に参加し、④GTL の各種 R&D および FS(プルタミナ社等)の知見を蓄積

していることから、JOGMEC が中心となって、プロジェクトを遂行することは必要と

思われる。 
また、JOGMEC は第 1 期中期計画「④石油・天然ガス探鉱・開発に係る技術開発の

推進」「a.戦略的・重点的な技術開発の促進」において、ii)産油・産ガス国との共同研

究等による関係強化を通じた、我が国企業等の石油・天然ガス開発権益の獲得や既存

権益の維持確保を図るため、産油・産ガス国における技術ニーズに基づく技術開発；

天然ガス田の商業的開発の可能性を高めるための天然ガス液体燃料化技術(GTL、DME
等)等の開発、と定めており、JOGMEC が中心となって、前・特別研究に引き続き、

特別研究「天然ガスの液体燃料化(GTL)技術実証研究」(プラント規模 500BPSD)を遂

行することは必要と思われる。 
さらには、JOGMEC 第 2 期中期計画(平成 20 年 4 月～平成 25 年 3 月)「②技術開発
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のプラットフォーム機能」において、「特に、我が国が強みを有する技術の活用、産

油・産ガス国との関係強化に資するか否か、我が国企業の上流プロジェクトへの参画

が継続・確保されることにつながる可能性が高いか否かといった観点を踏まえ、天然

ガス液化技術（GTL）等によるガス田開発、重質油田・超重質油田開発、CO2EOR な
どの増進回収法、大水深油ガス田開発に必要となる技術、メタンハイドレート開発を

当面の 重要課題」とする旨の記載があり、引き続き JOGMEC が実施することは必

要と思われる。 
 

(2-3)対象とする開発技術について： 

・合成ガス製造工程開発担当：千代田 
・FT 合成工程開発担当：新日鉄エンジニアリング(2006/07 に新日鐵より分社化) 
・アップグレーディング工程開発担当：新日石 

 
①合成ガス製造工程(千代田触媒)・FT 合成工程(新日鉄エンジニアリング-JOGMEC 触

媒)： 
(①-1) 前・特別研究の 終評価結果(平成 17 年度第 1 回業務評価委員会 石油・天然

ガス技術専門部会。2005(H17)年 5 月 20 日(金)開催。)： 
合成ガス製造・FT 合成に関しては、前･特別研究の 終評価において「独自 GTL 技術

の開発が概ね良好に達成され、実証プラント・商業プラント開発を進めるための下地

が整備されたと判断する。以上より、総合評価は優と判断する。」との評価を得ている。

特に、競争性においては、「既存 GTL 技術に比べ開発技術は CO2 を活用できる点にお

いて優位性を有しており、実用化の可能性は十分高い。」、経済性においては、「経済性

評価の結論は高く評価したい。」とのコメントを得ている(同評価部会議事録より抜

粋。)。すなわち、合成ガス製造部・FT 合成部の競争性・経済性に関する評価は、上記、

終評価において結論を得ている。 
 
(①-2)JAPAN-GTL(当時呼称：JOGMEC-GTL)競争力調査(2005 年 6 月～7 月)： 

JAPAN-GTL 技術開発の将来性を更に厳しく見定めるべく、JAPAN-GTL の競争性・

経済性に関する包括的評価を米国コンサルタント会社 A 社を通じて行った。

「JAPAN-GTL プロセスは、メジャープロセス(Shell,Sasol 等)と同等もしくは優位性

がある」との結論になっている。本評価は、5～10 年後時点での、先行技術と

JAPAN-GTL に関する競争性・経済性に関する比較も含んでおり、今後、商業化へ向

けた、継続的な JAPAN-GTL の技術開発(実証化研究など)を進めることにより、メジ

ャーと伍してゆけることを示唆している。 

 なお、 新の経済情勢下での競争力を確認しておくために、2007(H19)年に、本調査

の改定を行っている。後述の「8.(4-2)中間評価時の実績 f)その他 (f-1)JAPAN-GTL
競争力調査リバイス」を参照願いたい。 
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②アップグレーディング工程(新日石触媒)： 
新日石の水素化分解触媒・プロセスの競争性・経済性調査に関し、この分野の評価

に実績のある米国コンサルタント会社 A 社を通じて、同技術を評価した。新日石の水

素化分解触媒及びプロセスに関する、開発段階を考慮した技術の成熟度を検討した結

果、新日石の水素化分解触媒・プロセスは競争力があり、経済性ありとの評価を得た。

 
なお、新日石選定理由およびアップグレーディング評価に関する記述は「９．技術

開発体制(2)」を参照されたい。 
 
上記①、②より、本実証研究に適用する技術(合成ガス・FT 合成・水素化分解)が、国

内外（主に、Sasol、Shell 等のメジャー）の技術に対し、競争性・経済性を有する結

果となっている。 

③特許侵害防止調査(2005 年 9 月～2006 年 1 月)： 

「商業化を前提とした実証プロジェクト(本実証研究のこと)」にて使用される新規

GTL 関連技術が、先行他社特許を侵害しており、本実証研究が実施できない事態が

ないか、また、将来問題となりそうな特許が存在するか否かを調べた。事前に問題

を回避する手段を検討するために、この分野の調査に定評のある、B 社に委託して調

査を行った。 

概略の結論としては、「商業化を前提とした実証プロジェクト」の実施については

問題ないと思われるというものである。また、「商業化プロジェクト」の実施につい

ては、実施国、ある特定の特許について、プロジェクト実施時に精査すべきという

結論である。 
 

 

  6.国内外の(類似・周辺)研究動向(2008(H20)年 9 月 30 日時点) 
(1)国外： 
 GTL の商業プロジェクトに実績があるのは、Sasol と Shell である。また

ExxonMobil、ConocoPhillips、BP は、数百 BPD 規模の実証プラント研究を実施

している。以下、各社の研究履歴と動向を記述する。 
 
・Sasol、SasolChevron： 
・1950 年代より Sasol（南アフリカ）は、石炭から GTL を製造。 
・Sasol は、100BPSD(南ア)の実証プラントプロジェクトを実施。 
・1999 年に Chevron(米国)と提携。 
・2006 年 6 月にカタール(Oryx-I プロジェクト)にて、34,000BPSD の GTL プラント

竣工式。しかし、FT 系のトラブルのため、2007 年より稼動。 
・ナイジェリアにおいて、34,000BPD のプラントを建設中。2011 年生産開始予定。

・Shell(英国・オランダ)： 
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・1950 年代よりラボ実験開始。 
・20BPSD(オランダ)の実証プラントプロジェクトを実施。 
・1993 年マレーシアのビンツルにて、12,500BPSD の GTL プラントを稼動。その後、

14,700BPSD に拡張し、生産・稼働中。 
・2009 年カタール(Pearl プロジェクト)にて、70,000BPSD×2 プロジェクトの計

140,000BPSD の GTL プラントを建設中。2010 年、2011 年に生産開始予定。 
・現在、マレーシアのビンツルプラントは生産プラントとしてのみならず、Shell の

「GTL センター」と位置づけられ、カタールプロジェクトのバックアップ施設とし

て、各種実証(水処理等)・改良検討およびオペレーター養成施設としても使用されて

いる模様である。 
 
・ExxonMobil(米国)： 
・1950 年代よりラボ実験開始。 
・200BPSD(バトンルージュ、ルイジアナ州)の実証プラントプロジェクトを実施。 
・2011 年にカタールにて、154,000BPSD の GTL プラント稼動を予定していたが、

カタール政府との協議により、2007 年 2 月に GTL プロジェクトを中止した。 
・同社は現在 GTL プロジェクトは静観の模様。しかしながら、同社として過去に実績

のある MTG(Methanol To Gasoline)の経済性検討をアフリカ等で始めている模様。

 
・ConocoPhillips(米国)： 
・2003 年より 200BPSD×2 系列(ポンカシティ、オクラホマ州)の実証プラントプロジ

ェクトを実施。 
・2012 年にカタールにて、80,000BPSD の GTL プラント稼動を予定していたが、カ

タール政府より、ガス埋蔵量評価等の一環として延期プロジェクトとして指定され

た。 
・同社は現在、GTL プロジェクトは静観の模様。 
 
・BP(英国)： 
・2002 年より 300BPSD(ニキスキ、アラスカ州)の実証プラントプロジェクトを実施。

・2011～2012 年にコロンビアにて、GTL プラントを稼動予定(Condor GTL Project)
の模様。しかしながら、現時点では進捗なし。 

・アラスカのプラントを用いて、継続的に触媒改良等を行っている模様。 
 
GTL 商業プロジェクトの動向を整理すると、次表のようになる。2006 年以降中止・

延期されたプロジェクトがいくつかあるが、2010 年前後に GTL 商業生産開始が計画

されていることがわかる。 
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表 6-1：主な GTL 商業プロジェクト計画(2008 年 9 月時点) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
また、各社の技術の特徴を表にまとめると次表のようになる。GTL プロジェクトを先

導もしくは、志向している会社は、Sasol の合成ガス製造部を除き、合成ガス製造・

FT 合成・アップグレーディングまでの「一気通貫」の GTL 技術を所有していること

がわかる。 
表 6-2：各社の GTL 技術 

酸素製造プラント 合成ガス製造 FT合成 アップグレーディング

SasolChevron 要 ATR(Topsoe) Slurry(Co,Sasol)
iso-cracking/

iso-dewaxing(Chevron)
Shell 要 POX(Shell) Fixed(Co,Shell) hydrocracking(Shell)
ExxonMobil 要 ATR(XOM) Slurry(Co,XOM) hydro-isomerization(XOM)
ConocoPhillips 要 CPOX(CP) Slurry(Co,CP) hydrocracking(CP)
BP 不要 CR(BP) Fixed(Co,BP) hydrocracking(BP)
JAPAN 不要 Steam/CO2(Chiyoda) Slurry(Co,NSE) hydrocracking(NOC)

*ATR：Auto Thermal Reforming。自己熱改質。 
*POX：Partial Oxidation。部分酸化。 
*CPOX：Catalytic Partial Oxidation。接触部分酸化。 
*CR：Compact Reformer。反応は水蒸気改質。 
 
・JAPAN-GTL に対抗する規模として、PertoSA/Statoil/Lurgi のコンソーシアムが南

アフリカで 1,000BPSD 規模のプラントを稼動しており、日本側と同様に、商業プロ

ジェクトを模索している。また、 近、CBM(Coal Bed Methane)を原料として利用す

る CBM-GTL プラント建設計画に関する報道(Pacific GTL(オーストラリア/クイーン

ズランド州、17,000BPSD))があった。クイーンズランド州では、UCG(Underground 
Coal Gasification。地下における合成ガス化技術。 )による、UCG-GTL の実証

(10BPSD)が Linc Energy より実施されている。さらには、新規技術(マイクロチャネ

ルリアクター)を適用し、随伴ガス利用 GTL をターゲットした研究（Velocys(米国)。
エンジニアリング担当は TEC、オペレーション担当は MODEC のコンソーシアム。）

Country/Year 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Qatar ☆Sasol(Oryx-I) ？SasolChevron(Oryx-II)

34,000 BPD 66,000BPD

??SasolChevron(Oryx-III)

130,000 BPD

○Shell ○Shell

70,000 BPD 70,000BD

ExxonMobil
(cancellation)

ConocoPhillips

(Cancellation)

Marathon

(Cancellation)

Nigeria ○SasolChevron

34,000BPD

Algeria ?Statoil/PetroSA

34,000～40,000BPD

Columbia BP

(15,000～30,000BPSD)→Appraisal Engineering

 Reservoir Evaluation (moratorium)

Country/Year 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Qatar ☆Sasol(Oryx-I) ？SasolChevron(Oryx-II)

34,000 BPD 66,000BPD

??SasolChevron(Oryx-III)

130,000 BPD

○Shell ○Shell

70,000 BPD 70,000BD

ExxonMobil
(cancellation)

ConocoPhillips

(Cancellation)

Marathon

(Cancellation)

Nigeria ○SasolChevron

34,000BPD

Algeria ?Statoil/PetroSA

34,000～40,000BPD

Columbia BP

(15,000～30,000BPSD)→Appraisal Engineering

 Reservoir Evaluation (moratorium)
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も開始されている。 
(2)国内： 
・合成ガス製造、ＦＴ合成においてラボレベルの実験は大学・企業に散見される。こ

こでは、ベンチプラントレベル以上の、実証フェーズに近い技術について注目し、

記載する。 
・H15-19JOGMEC 提案公募型大型研究「天然ガスを原料とする新規 GTL 用合成ガ

ス製造プロセス(A-ATG＊1)の開発(実施先：日揮㈱、大阪ガス㈱)」において、高次脱

硫触媒と高性能改質触媒によって、天然ガス、酸素と水蒸気を改質触媒上にて酸化

反応と改質反応を行い、合成ガスを製造するプロセスの開発をパイロットプラント

(日産 65 バーレル GTL 相当規模)を用いて実施していた。従来よりも高 SV＊2を達成

することができ、反応器をコンパクトにすることが可能である。65BPD 規模の 2,000
時間の連続安定運転実績。 

*1：A-ATG。Advanced Auto Thermal Gasification。日揮㈱/大阪ガス㈱が提唱するシステム。 

*2：SV。Space Velocity。ガス空塔速度。 
・H18-19JOGMEC 提案公募型特別研究「接触部分酸化法による合成ガス製造プロセ

スの工業化に関する研究(実施先：千代田)」において、天然ガスと酸素を 1 段の直

接接触部分酸化反応(D-CPOX(*3))で合成ガスを製造するプロセス開発を、ベンチプ

ラント(日産 1 バーレル GTL 相当規模)を用いて実施していた。従来技術よりも高

SV を達成することができ、反応器をコンパクトにすることが可能である。 
*3：DCPOX。Direct Catalytic Partial Oxidation。非平衡反応。これに対し、ATR、AATG は平衡

反応の経路を経る。 

 

7.研究目標 

(1)技術開発内容と技術開発目標( 終目標)： 

表 7-1：技術開発内容と技術開発目標( 終目標) 
技術開発内容 技術開発目標( 終目標) 

(a)実証規模での GTL 技術の確

立 

①合成ガス製造工程 

計画されている所定条件にて合成ガスを製造す

る。(詳細は守秘情報ゆえ削除) 

 

②FT 合成工程 

計画されている所定条件にて FT 合成を行う。 

(詳細は守秘情報ゆえ削除) 

 

③アップグレーディング工程 

計画されている所定条件にてアップグレーディ

ングを行う。 

(詳細は守秘情報ゆえ削除) 
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(b)商業規模で適用可能な運

転操作技術の確立 
実証プラントの運転を通じて蓄積したノウハウを

ベースに、商業プラントを想定したスタートアッ

プ、シャットダウン、緊急時対応操作等の運転操

作技術を盛り込んだ、運転マニュアルを作成する。

(c)商業規模へのスケールア

ップ手法の確立 

実証研究で取得したデータを整理・活用し、商業

規模へ向けたスケールアップ手法を確立する。 

適用可能天然ガス条件は、炭酸ガス濃度 0～40％と

する。 

 

 (2)技術開発目標( 終目標)設定根拠： 
(a)実証規模での GTL 技術の確立： 

①合成ガス製造工程： 
(詳細は守秘情報ゆえ削除) 
 
②FT 合成工程： 
(詳細は守秘情報ゆえ削除） 

 
③アップグレーディング工程： 
(詳細は守秘情報ゆえ削除) 
 
(b)商業規模で適用可能な運転操作技術の確立： 
 本 GTL プロセスは大きく 3 種類の工程で構成されており、この規模でスタートアッ

プ、シャットダウン、緊急時対応操作等を効率的に行う運転操作技術を確立すること

は、将来の商業プラントの運転には非常に有益である。このため、実証プラントの運

転実績を反映した運転マニュアルを作成することが必要である。 
 
(c)商業規模へのスケールアップ手法の確立： 
 本技術を商業化するためには、技術並びに経済性の観点から 15,000BPSD 程度のプ

ラント規模にスケールアップする必要がある。そのために必要なスケールアップ手法

を確立する。また、結果として、プラントの基本デザインパッケージ*6を策定する。 
 
*6：デザインパッケージ。ライセンサーからオーナーに提示されるドキュメントである。構築された

プロセスの概要をとりまとめたドキュメントであり、「プロセス説明」、「基本プロセスフローと

主要プロセス条件」、「機器サイジング」、「材質」、「主要機器リスト」、等が記載されている。 

 
(詳細は守秘情報ゆえ削除) 
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  8.計画(期間、年度ごとの目標と予算)と実績： 

(1)技術開発予算： 

(1-1)事前評価時： 

事業費ベース：36,000 百万円(資源機構負担率：2/3) 

表 8-1-1：事業費ベースの年度展開 
年度 2006(H18) 2007(H19) 2008(H20) 2009(H21) 2010(H22) 合計 

(事前評価時) [億円] 15.3 135.7 126.5 39.4 43.1 360.0 

予算科目：(未定) 

 

(1-2)中間評価時： 

事業費ベース(実績)：16,455 百万円(2006,2007 年度実績)(資源機構負担率：2/3) 

表 8-1-2：事業費ベースの年度展開(*) 
年度 2006(H18) 2007(H19) 2008(H20) 2009(H21) 2010(H22) 合計 

(中間評価時) [億円] 14.1 150.5 (77.5) (57.0) (56.2) (355.3) 
(*)2006、2007 年は実績。2008-2010 年は契約額(複数年契約)。 

予算科目：独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構運営費 独立行政法人石油天然ガス・

金属鉱物資源機構石油・天然ガス勘定運営費交付金 天然ガスの液体燃料化(GTL)技術実証研究 
 
 上記(1-1)と比較し、ほぼ計画通りの予算実施であることがわかる。 
 

(2)技術開発スケジュール： 

 (2-1)事前評価時： 

技術開発期間：2006(H16)年度～2010(H22)年度。5 年間。 

スケジュール：各項目の実施工程は表 8-2-1 の通りとする 

 

表 8-2-1:技術開発スケジュール(事前評価時) 
＜年度＞ 2006(H18) 2007(H19) 2008(H20) 2009(H21) 2010(H22)

(a)実証規模での GTL 技術

の確立*1 
     

 基本設計／詳細設計      
建設／試運転      
実証運転      
GTL 製品の市場適合性確認      

 

競争力強化研究      
(b)商業規模で適用可能な

運転操作 技術の確立 
     

(c)商業規模へのスケー

ルアップ手法の確立 
     

(d)商業プロジェクトの検討      

                          ★2008(H20)年度：中間評価

*1：2010 年４Qの装置の解体・撤去を含む。 
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(2-2)中間評価時(実績)： 

表 8-2-2:技術開発スケジュール(中間評価時) 
＜年度＞ 2006(H18) 2007(H19) 2008(H20) 2009(H21) 2010(H22)

(a)実証規模での GTL 技術

の確立*1 
     

 基本設計／詳細設計      
建設／試運転      
実証運転      
GTL 製品の市場適合性

確認 
     

 

競争力強化研究      
(b)商業規模で適用可能な

運転操作 
 技術の確立 

     

(c)商業規模へのスケー

ルアップ手法の確立 
     

(d)商業プロジェクトの検討      

                                       

中間評価時 

 上記(2-1)の計画時とスケジュールは変更なく、かつ、計画通りに進捗していること

がわかる。 

 

(3)実施内容： 

 
(a)実証規模での GTL 技術の確立： 
(a-1)実証研究設備の設計／製作／建設： 

勇払パイロット研究で確認した GTL プロセスの基本性能をベースに、合成ガス工

程、FT 合成工程、アップグレーディング工程から構成される 500BPSD 規模（製

品生産能力ベース）の実証研究設備を設計し、製作／建設を行う。建設着工及び

運転開始にあたっては、設計データ等を基に、所定の官庁申請および届出を行う。

(a-2)実証研究設備の試験運転／データ採取： 
実証プラント完成後、試運転を経て 2 年間の実証運転を行う。実証運転では、合

成ガス製造／FT 合成／アップグレーディングの各工程の触媒およびプロセスの

基本性能を確認するとともに、長期運転により安定操業が可能であることを確認

する。 
(a-3)GTL 製品の市場適合性確認： 

アップグレーディング工程の性能確認の一環として、実証プラントから得られる

GTL 製品の市場適合性（石油製品の品質規格や国内の使用実態への適合性）の確

認を行う。また、実証運転を通じて大量の GTL 製品（ナフサ、灯油、軽油）を確

保することが可能であるため、GTL 製品の特性を活かした利用方法の検討・実証
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を行い、GTL 技術が確立されたことを対外的にアピールする。 
 

(a-4)競争力強化研究： 
実証運転を通じて確立した各技術の相対的競争力を維持するために、実証規模で

の技術確立と並行して、合成ガス製造／FT 合成／アップグレーディングに関する

触媒研究、プロセス検討を継続する。 

 
(b)商業規模で利用可能な運転操作技術の確立： 

実証プラントの運転を通じて、スタートアップ・シャットダウン等の安全／安定

操業の技術ノウハウを蓄積し、商業プラントで利用可能な運転操作技術を確立する。

 
(c)商業規模へのスケールアップ手法の確立： 
実証プラントより得られるエンジニアリングデータを蓄積し、シミュレーションモ

デルの構築・検証等を行って、商業規模へのスケールアップ手法（設計技術）を確立

する。 

 
(d)商業プロジェクトの検討： 
 
 本技術を速やかに商業化するためには、実証研究と並行して早い段階から産ガス国

にアプローチし、事業環境の調査を行うことは有益である。また、本技術の事業性を

検討する上で経済性評価も必要である。 
調査想定国：東南アジア（インドネシア、マレーシア、ミャンマー等）、豪州、中東（カ

タール等）。 
①天然ガス資源及び投資環境等の調査 
本 GTL 技術を適用できる可能性のある天然ガス資源を有する国を対象に、ガス田の

詳細情報等の収集、GTL 商業プロジェクトに関連する税制、規制、政策、契約条件

等の投資環境調査を行うと共に、GTL 製品の利用状況・販売価格等に関する情報の

収集による GTL 製品の市場性調査を行い、商業プロジェクトの実施可能性を調査す

る。 

②商業プロジェクトの経済性評価 
本 GTL 技術を適用した商業プロジェクトの早期立ち上げを目指して、①で収集した

情報をベースに経済性評価を行い、プロジェクトの実現可能性を確認する。 

 
(4)年度ごとの実施内容(中間評価実施予定年度までの、2006(H18)～2008(H20)の内容

を記載)と実績 
 
(4-1)事前評価時： 
(a)実証規模での GTL 技術の確立： 
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・2006(H18)年度： 
(a-1)基本設計/詳細設計：基本設計、詳細設計の実施。一部長納期品の調達。 
(a-2)建設/試運転：（次年度実施予定。） 
(a-3)GTL 製品の市場適合性確認：製造目標値を確定し、既存の GTL サンプルを用い

て製造目標への適合性を検討する。 
(a-4)競争力強化研究： 
(a-4-1)合成ガス： 

・実証化装置充填用市販脱硫触媒の性能検証と選定。 
 
(a-4-2)FT 合成： 
・勇払 FT 触媒をベースに触媒の大量製造技術の確立。触媒寿命の定量評価。 
・コールドモデル試験・流動シミュレーション検討。 
・外部分離システムと平行して、触媒の内部分離システムの検討、ベンチ試験。 
 
(a-4-3)アップグレーディング： 
・実証化装置充填用アップグレーディング触媒の性能検証と選定。 
 
・2007(H19)年度： 
(a-1)基本設計/詳細設計：(実施済み。) 
(a-2)建設/試運転：建設の実施。実証プラントの基礎工事、機器納入および据付工事等

の実施。 
(a-3)GTL 製品の市場適合性確認：既存の GTL サンプルを用いて製造目標への適合性

を検討する。 
(a-4)競争力強化研究： 
(a-4-1)合成ガス： 
・実証化装置充填用合成ガス製造触媒（工業触媒）の製造。 
 
(a-4-2)FT 合成： 
・触媒の大量製造技術の確立を継続。触媒寿命の定量評価の継続。 
・コールドモデル試験継続・流動シミュレーションモデルの高度化検討。 
・外部分離システムと平行して、触媒の内部分離システムの検討。ベンチ試験継続。

実証試験に向けた技術検討。 

 

・アップグレーディング： 

・実証化装置充填用アップグレーディング触媒（工業触媒）の検討＆製造。 

 
・2008(H20)年度： 
(a-1)基本設計/詳細設計：(実施済み。) 
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(a-2)建設/試運転：建設の終了。試運転。 
(a-3)GTL 製品の市場適合性確認：生産した GTL サンプルの性状分析。 
(a-4)競争力強化研究： 
(a-4-1)合成ガス： 
・実証化装置充填用合成ガス製造触媒（工業触媒）の性能確認。 
 
(a-4-2)FT 合成： 
・触媒の大量製造技術確立、製造触媒の寿命評価継続。2010(H22)年度の試験運転に

向けた準備、検討。 
・流動シミュレーションモデルの実証規模を想定した改良検討。 
・2010(H22)年度の試験運転に向けた試験計画等技術検討。 

 

(a-4-3)アップグレーディング： 

・実証化装置充填用アップグレーディング触媒（工業触媒）の製造＆性能確認。 

 
(b)商業規模で利用可能な運転操作技術の確立： 

・2006(H18)年度：基本運転方法（起動、停止、緊急シャットダウン）の検討。実証

プラントの設計と並行して、起動、停止、緊急シャットダウン時

の運転操作の検討を行い、適宜実証プラントの設計に反映させる。

・2007(H19)年度：実証プラントの運転マニュアルの作成。検討した運転操作技術を

さらに詳細化し、実証プラントの安全かつ効率的な運転、実験計画

に適った運転を確実に行うにあたり必須となる運転マニュアルを作

成する。 
・2008(H20)年度：運転マニュアルの改訂。競争力強化研究およびスケールアップ手法

の確立のために構築改良したシミュレータ等による検討結果を踏ま

えて運転条件や操作方法・手順 

等の見直しを行い、運転ニュアルのブラッシュアップを行う。 

 

(c)商業規模へのスケールアップ手法の確立： 

（詳細は守秘情報ゆえ削除） 
 
(d)商業プロジェクトの検討： 

・2006(H18)年度：天然ガス資源及び投資環境等の調査内容、調査方法の策定。 
・2007(H19)年度：2006(H18)年度の成果に基づき、候補となる産ガス国への訪問等に

より、天然ガス資源及び投資環境等の調査を実施する。 
・2008(H20)年度：2006(H19)年度の成果に基づき、候補となる産ガス国への訪問等に

より、天然ガス資源及び投資環境等の調査を実施する。 
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(4-2)中間評価時(2006(H18)年度-2008(H20)年度)の実績： 
(a-1)基本設計/詳細設計： 
(a-2)建設/試運転： 
[技術資料参照：1] 
・VE(Value Engineering)を実施し、150 件の項目検討を通じ、数億円の削減を行った。

・基本設計/詳細設計は計画通りに終了した。 
・更地化工事を行った。 
・安全関連、環境関連法規に関係し、官公庁・自治体協議、許認可申請・届出を行っ

た。（適用法規数：全 18 法規、折衝官庁数：28 官庁(重複含む)） 
・P&ID HAZOP Study(プロセス/プラントの安全性評価の手法)、設計図書照査、承認

を行った。 
・3D CAD Viewer System を用いた 3D Model Review で、実証プラント(DP)の配管

レイアウトを確認した。 
・また、2008(H20)年 9 月末時点において、プラント工事 

進捗計画値 89%に対し、実績 92%と、プラント建設は、計画通りに進捗している。

 
(a-3)GTL 製品の市場適合性確認： 
[技術資料参照：2.(4)] 

GTL 製品(ナフサ、灯油、軽油)のうち、もっとも価値のある GTL 軽油に注目した。

このうち、JIS2 号軽油の規格を目標値とした。 
 
(2)GTL 軽油の JIS2 号軽油規格適合性： 

JIS2 号規格に適する GTL 軽油を調製できた。 
 
(3)GTL 軽油の実用性能： 
・概ね実用上問題ないことがわかった。一部、ゴムの膨潤性についてはニート GTL の

場合は継続検討が必要であることがわかった。 
 
・低温性能(寒冷地始動性)： 
動粘度下限と低温性能(目詰まり点と流動点)をクリアできた。添加剤なしで実車

-10℃クリアの見込み。 
・潤滑性能： 
 ニート GTL では ISO 基準不合格。添加剤(LI)添加で合格。 
・部材適合性： 
ゴム：ニトリル系ゴムの膨潤性低い。噴射ポンプ燃料漏れの可能性あり。 
ナイロン 66：一般軽油とほぼ同等の物性低下。 

 金属：一般軽油並みであり、問題なし。 
・酸化安定性(加速試験)： 
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 不溶解分、全酸価等、問題なし。 
・セタン価：セタン価 75 以上と高い。 
 
(a-4)競争力強化研究： 
(a-4-1)合成ガス： 
 (1)実証化装置充填用市販脱硫触媒の性能検証と選定： 

・一般的な市販の水素化処理触媒と脱硫触媒の組み合わせで、Stem/CO2 リフォーミン

グ触媒の許容硫黄濃度以下まで低減できることが確認できた。実証プラント投入脱

硫触媒を選定した。 

 

(2)実証化充填用合成ガス製造触媒(工業触媒)の製造： 

(2-1) 合成ガス製造用触媒の大量製造委託: 

・GTL 実証運転用触媒を触媒メーカーに委託し、大量製造を行なった。 

 

(2-2) 大量製造・合成ガス製造用触媒の物性測定と性能評価試験の実施: 

・触媒物性値測定: 

・物性値(製造委託メーカー分析値)/全ての物性値(比表面積、担持金属量、不純物濃

度、触媒強度、嵩密度)が規定値に適合した。 

・物性値(子安チーム分析値)/触媒性能へ特に影響を及ぼす物性(比表面積、担持金属

量、含有不純物)が所定の物性であることを確認した。   

・触媒性能(初期反応活性及び活性安定性)： 

・初期反応活性 /大量製造触媒をランダムにサンプリングしても、触媒間のばらつき

は少なく、ラボスケールで製造した試作触媒と同等の十分な活性を示すことが明ら

かとなった。  

・活性安定性 / 実証運転条件で約 2,000 時間に渡るベンチプラントでの寿命試験を実

施したが、初期活性低下、温度上昇、差圧上昇もなく非常に安定に運転を行うこと

が出来た。 

・抜出し触媒解析(カーボン量) / 寿命試験後の触媒のカーボン量は非常に少ないレベ

ルであった。また実測カーボン量は反応モデルから推算した値と良く一致した。 

・抜出し触媒解析(触媒残活性) / 寿命試験後に抜出した触媒の残活性は反応モデルに

よる推算値と良く一致した。この触媒残活性から、大量製造触媒の商業運転条件に

おける寿命を推算した。 

 
(a-4-2)FT 合成： 

 (詳細は守秘情報ゆえ削除) 
 

(a-4-3)アップグレーディング： 

・実証化装置充填用アップグレーディング触媒（工業触媒）の性能確認と製造： 
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・ナフサ留分触媒と MD 留分触媒については、 適運転条件を見出した上で、水素化精

製・水素化異性化型触媒の試験製造品を適用し、性能・物性および長期にわたる安

定性も確認した。 

・Wax 分処理についても、 適運転条件を見出した上で、水素化精製・水素化異性化型

触媒の試験製造品を適用し、性能・物性および長期にわたる安定性も確認した。 

・以上の確認が完了したことから、これら触媒の新潟充填用触媒製造に移ることとし

た。 

 
(b)商業規模で利用可能な運転操作技術の確立： 
・プラント試運転、実証運転を行うべく、運転操作の検討を行い、運転マニュアルを

作成した。 
 
(c)商業規模へのスケールアップ手法の確立： 
(詳細は守秘情報ゆえ削除) 

 
(d)商業プロジェクトの検討： 
 (1)天然ガス資源及び投資環境等の調査 
・GTL 商業化の対象となるガス田の一次調査・スクリーニングを実施した。 
・GTL 製品の市場性調査を実施した。 
 
(2)商業プロジェクトの経済性評価： 
・Pre(Pre)-FS：既存スタディをベースに、商業プラント（15,000BPD 規模)の経済性

評価を実施した。  
(3)事業化総合評価： 
・GTL の LCA 評価の現状を調査した。 
・GTL の優位性について整理した。 
・GTL 商業プロジェクトに係る動向調査： 
・GTL 関連学会への参加等を通して、GTL に係る各種情報を収集し、他社動向等を把

握した。 

 

(e)特許調査・出願検討： 

(詳細は守秘情報ゆえ削除) 

 

(f)その他： 

(f-1)JAPAN-GTL 競争力調査リバイス(2007(H19)年 2 月～6 月)[JOGMEC 独自]： 

・2007(H19)年は、前述の 2005(H17)年評価時と比較し、プラントコスト、ガス価格、

原油価格、EPC 価格等が上昇している経済情勢下ということもあり、第 3 者による

経済性評価のリバイスをかけるべく、米国コンサルタント A 社と C 社に委託した(中
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-別添 1)。このときの経済情勢を反映した、楽観視できない結果となっている。 

(f-2)JAPAN-GTL のプロモーション： 

・2007(H19)年 1 月より、主に JOGMEC が露払い的な役割として国営石油会社および

ガス/CBM 資産を有する企業等を訪問し、JAPAN-GTL のプロモーションを行ってい

る(中-別添 2)。その中で、JOGMEC はタイ PTT と 2007(H19)年 9 月 3 日より 2008(H20)

年 12 月 31 日まで、ペトロベトナムとは 2007(H19)年 11 月 27 日より 2009(H21)年 12

月 31 日までの予定で簡易 GTL-FS(*)を実施している。 

(*)JOGMEC-PertaminaFS (PhaseI：2001(H13)年 12 月～2003(H15)年 5 月、PhaseII：

2003(H15)年 9 月～2004(H16)年 9 月)の結果、 新の JAPAN-GTL の商業プラント構成

を反映したプラントコスト(組合成果)、および、エンジニアリングアナロジー(プラン

ト規模等の簡易計算)を用いて GTL プロジェクトの経済性検討を行ったもの。なお、こ

の FS では、TRC 開発技術課 1 名(上流検討)、川崎本部プロジェクト企画部１名(経済性

検討)、原課である TRC 天然ガス有効利用研究チーム 2 名(GTL プラント関係検討)、技

術統括参与 1 名(FS 統括)と、必要に応じて JOGMEC 他部署と連携して行っている。ま

た、プロモーションの際には、例えば、本研究のメンバーである民間会社の得意地域

等には、同社のアドバイス・サポートを受けて実施している。 

 

(5)今後の計画(2009(H21)年～2010(H22)年)： 
(a-1)基本設計/詳細設計： 
(a-2)建設/試運転： 

[技術資料参照：1.] 

・2009(H21)年度はおもに次の項目を行う： 

・定格条件運転において、3工程＋ユーティリティーが稼動し、想定収率を得ることに

よるプロセスの実証を行う。 

・また、CO2濃度を変化させた運転確認を行う。 

・さらには、性能＆設計の妥当性検証（商業機設計に向けて）も行う。 

・2010(H22)年度は 2009(H21)年度の結果、および産ガス国の要望等を踏まえ、運転計

画を検討・決定する。 

 現時点では、一定条件の運転を想定。 

 
(a-3)GTL 製品の市場適合性確認： 

・第 3者機関による、実証サンプル(GTL 油)を用いた、JIS 規格項目および実用性能項

目に関する評価を行う。 

 
(a-4)競争力強化研究： 

(詳細は守秘情報ゆえ削除) 

 
(b)商業規模で利用可能な運転操作技術の確立： 
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・実証運転結果を反映し、運転マニュアルをリバイスし、完成させる。 

 
(c)商業規模へのスケールアップ手法の確立： 

 (詳細は守秘情報ゆえ削除) 

 
(d)商業プロジェクトの検討： 

(1)天然ガス資源及び投資環境等の調査： 

・GTL 商業化の対象となるガス田の二次調査・スクリーニング、投資環境調査、産ガス

国への訪問調査等を実施し、ガス田の絞り込みを行う。 

(2)商業プロジェクトの経済性評価： 

・2008(H20)年度中に、GTL 商業プラントの PFD (Process Flow Diagram)の作成及び建

設・運転コスト等の算出を行い、Pre(Pre)-FS の結果をアップデートする。 

・2009(H21)年度以降実証プラントの運転データ等に基づき商業プラントのコスト見直

しを行い、その結果に基づく Pre-FS を実施する。

(3)事業化総合評価： 

・GTL 事業性に関する総合的な評価を行う。 

(4)GTL 商業プロジェクトに係る動向調査 

・GTL 関連学会への参加等を通して、GTL に係る各種情報を収集し、他社動向等を把握

する。 

 

(e)特許調査・出願検討： 

(詳細は守秘情報ゆえ削除) 

 

(f)その他： 

・引き続き、JAPAN-GTL プロモーションを、組合/共同研究 6 社/JOGMEC で連携して

行い、商業 GTL1 号機の国・場所を探索し、商業プロジェクト確立を目指す。 

 
(6)中間評価： 

平成 20 年度第 2 回 業務評価委員会 石油・天然ガス技術評価部会にて評価予定

(2009/02/16 開催)。 

 

(7)次期評価： 

 次期評価は、研究終了後に実施予定。 

 
 



- 27 - 

第３章 評価結果 
石油・天然ガス技術評価部会評価 
委員会による審議の概要は以下の通りであり、「本研究プロジェクトの継続、解体に関す

る意見が多数提起されたことを踏まえて、資源機構で検討して、委員に説明する機会を設

けて頂きたい。」との要請があった。 
（以下、○石油・天然ガス技術評価部会委員コメント、●資源機構コメント） 
○実証プラントを見学して、スケールの大きさに驚かされた。リフォーマーは勇払パイロッ

トプラントと同じものを約 40～50 本並べていたが、加熱の仕方等が設計上工夫されてい

る。FT の方は 1 本の大きなリアクターであり、これがどのように作動するかが一番の関

心事である。アップグレードについては、石油会社の有する水素化分解の技術を応用すれ

ば、それほど問題にならないのではないかと思っている。現時点で検討課題と認識してい

る点を 2 つ挙げたい。一つ目は実証試験終了後にプラントを解体する計画になっているが、

本当に解体するのかということであり、終了後どうするのか考えて頂きたい。2 年間きち

んと稼動して、その間に商談に持ち込めれば一番良いが、そうなるとも限らない。もう一

点は、もう少し宣伝に力を入れては如何かということであり、例えば、この GTL 製造油

によって新潟の市バスが動く等、ニュースになる具体的なデモンストレーションが必要で

はないかと思う。宣伝に関して、もう一つは、なぜ固定床からスラリー床に変更したか、

どのように稼動しているか、触媒性能がどうか等について、できるだけデータを開示して

国際会議で発表した方が良いのではないかと思う。 
○プロジェクト実施の妥当性という観点から、目的・意義は事前評価時から変わっていない。

但し技術的には相当の不安があり、実際にプラントを立ち上げてみないと判断できない部

分も多いのではないかと思われる。プロジェクト目標の妥当性に関して、有望性は見込ま

れるものの、勇払パイロットプラントでも予期せぬ問題が発生したが、7 バレルから 500
バレルにスケールアップした場合に、どのようになるのか想像できず、計画通りいかない

かもしれない恐れもある。計画の妥当性では、実証プラントを現場見学した際に、予算等

の関連で当初計画からやや遅れているのではないかとの印象を受けたので、１年後にもう

一度見直す必要があるのではないかと思っている。計画と比較した達成度については、ほ

ぼ問題ない。本来、実証プラントで実際に製造した油を用いて、製品評価を実施すべきで

ある。競争力強化の点では、FT に一番関心があり、この規模のプラントで FT の実証が

行われたことはなく、何が起こるか分からない。勇払パイロットプラントの時と比べると、

相当有望な触媒になっているという感触を得た。今後の計画については、妥当と思われる。

建設・試運転について、ユーティリティを含めた全ての工程が完成するのを待っているの

は分かるが、できるものから実施して、問題箇所の抽出を早く行った方が良いのではない

か。商業プロジェクトの検討は、一つの懸念材料であり、どこのガス田を使うか決まらな

いと実際の検討は難しく、緊急の課題として対象ガス田を早急に決めるべきである。総合

評価として、社会情勢は変化しているものの、計画変更の必要はないと考える。我が国の

エネルギーセキュリティの確保を考えた場合、本技術は是非適用が望まれるものであり、

成功して欲しい。但し魅力ある技術とならなければ、国内の石油会社も産ガス国もなかな
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か振り向いてくれないのではないか。今年度と来年度の 2 年間の計画だけで本当に良いの

か。途中で何らかの問題が発生することを想定して、1 年から 2 年の延長は必要ではない

か。また 2 年後に実証プラントを解体するのではなく、プロジェクトの継続を含めて、何

等かの活用法を考えるべきである。 
○ポイントとして、これまでの実績、今後の計画、研究終了後の 3 つに分けてコメントし

たい。これまでの実績に関しては、計画通り進み、予算もほぼ計画通り執行されており、

その中で削減も行われている。実証プラントも問題なく仕上がっており、全て順調と言え

る。今後の計画が一番重要で、真価を問われる時期に来ている。きちんとしたデータを採

って、優位性を示す根拠を示して欲しいが、今後の計画は具体性に欠けている。個々の試

験で何を明らかにし、どういうデータを採るのか、何を採ればスケールアップに役立つ知

見が得られるのか、スケールアップ技術を検証する為には何が必要かを、事前に明確にし

た上で実証試験を行って欲しい。あれだけの実証プラントを解体するのは無駄である。商

業プラントを造るまでは、運転訓練センターや触媒改良用テストファシリティとして、活

用していく道を考えるべきではないか。また今後、実証試験が想定したように順調に進む

か分からない。成果を出すことが重要であり、成果を出すまで続けることが大事である。

計画見直しを臨機応変に行う必要があり、1 年から 2 年の延長があっても良いのではない

かと考える。 
○意義について、短期的な変動はあっても、長い目で見れば重要性は変わっていない。我が

国のエネルギーセキュリティ、エネルギー多様化の観点からも、優先順位の高い技術開発

課題である。今後どのように繋げて発展させていくかが重要であり、その為には、高いレ

ベルの技術として完成させることである。シェル、サソールの技術との違いが明確になり、

優位性のある日本発の技術に仕上げられるかが、後に繋がるかどうかの決め手になる。本

プロセスがどのようなガス田に向いていて、どのような用途に向いているかを含めて、技

術の優位性が確立できれば、2 年後にすぐに商業化できなくても、もう 1 年待つという話

も出てくるが、成功裏に運転できたというだけでは、なかなか後の展望が開けないので、

プラント運転中でも技術のレベルアップの為に、触媒技術、装置技術も含めて、次のステ

ップにいけるように努力することが大事ではないか。建設計画自体は、順調に進んでいる

と思う。 
○他の委員と同様であるが、あえて付け加えるとすれば、多くの情報を駆使して技術を蓄積

しており、商業化に結び付けられることを希望するものの、結局、研究に関与した技術者

がいなくなってしまうと、技術の維持が難しくなる。なるべく技術者がそのまま維持でき

る状態で、次のステップに進むことを望む。 
○これまでの委員の意見を総合すると、実施意義は依然とあり、これまでは大体計画通り順

調に実証プラントができ上がってきているということになる。また、共通して指摘のあっ

た点としては、実証試験が終了した段階で解体するということで進めて良いのか、実証運

転に際しては様々なことが発生すると想定されるが、それらへの対応策は大丈夫かという

疑問や、実証試験時にスケールアップ等を見据えて具体性をもったデータの採り方を検討

すべきである、ただ実証プラントを運転するのではなく技術優位性を確立するところまで
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視野にいれて進めて欲しいとのコメントがあった。さらに、今後の継続性を考えた場合に、

もう少し宣伝を行うべきではないかという指摘もあったが、これらの点について機構側の

見解は如何か？ 
●実証運転時の対応策、スケールアップデータの解析方法、運転技術の優位性、優位性を示

すための検討課題等の指摘事項については、今後 GTL 組合と相談して、プラント運転計

画に反映させていきたい。 
●（GTL 組合からの参考意見）スケールアップの 大の課題は FT にあるが、これに関し

ては、シミュレーターを開発中であり、それとの相関データとして何を採るべきかを組合

内の技術委員会で検討して、 初の 1 年間の運転計画を提出する予定にしている。合成ガ

スについては、スケールアップよりも、様々な種類のガスにどのような対応していくのか、

燃料ガスの変化に対してどのような結果が現れるのかについて、１年後に触媒を抜き出し

てカーボンの量を調査すること等を含めて、具体的な検討事項が担当者より提起されてい

るので、それらを基に、今後１年間の運転計画を立てる予定にしている。 
○商業プロジェクトの検討は、サイトスペシフィックに実施すべきではないかという指摘に

ついては如何か？ 
●現在は、ある程度バラエティのあるガス田を幾つかマトリックスでケース分けして、大ま

かな経済性の検討を行っており、サイトが決まれば、経済性検討の精度が上がっていくこ

とになる。現在の 5 ヶ年計画には実証プラントの解体作業が含まれており、今後 2 年間で

実証運転を行っていくが、トラブルが発生し、仮に必要なデータが採れない場合には、本

委員会を再度開催して、延長を含めて審議頂きたいと考えている。そのようなことが起こ

らないように、GTL 組合関係者を含めて、 大限努力していきたいと考えているが、500
バレル規模でのアンノンファクターが顕在化した場合には、対応策を検討し、解決方法に

よっては延長する必要が生じるかもしれない。その場合には本委員会で再度了承を頂いた

上で、対応させて頂く所存である。現時点で予め 1 年から 2 年延長するというのは 5 年

間という枠をはめた研究開発になっているので難しいということを理解頂きたい。因みに

本プラントを運転できる状態に維持する為には年間 20 億円程度必要であり、敷地も暫定

的に借りていることから、いつまでも借りている訳にもいかない。これらのことを勘案す

ると、現段階で１年間延長ありきという提案は、機構としてできない状況であることを理

解頂きたい。来る 3 月からコミッショニングに入り、4 月 16 日に竣工式を行って実証運

転に入る予定となっている。実証運転開始後は、プロモーションで訪問している各国の大

使館関係者や専門家を招待して、2 年間で可能な限りビジュアルな体験ができるようにプ

ロモーション活動を行う予定である。経済的にリーズナブルになる時期は予測できないが、

我々としては是非ともこの 2 年間に商業化の目途を少なくとも一つはつけたいと思って

いる。上下流一体型プロジェクトが一番の目標だが、場合によっては三番目のライセンシ

ング供与も含め、実プロジェクトを一つ立ち上げたい。それによって、関係者と技術の維

持を図りたいと考えている。 
○解体するかどうかに関しては、現時点では判断するのは難しいと思うが、２年間は短く、

１年間試験を行ったら解体の準備ということになると思う。その時点で、本委員会を開催
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して軌道修正ができるのか、あるいは、先を見通して、方向性を考えて現時点から折衝を

始める等、何らかの行動をとるべきなのか。いつの時点が軌道修正できるデッドラインな

のか。 
●GTL を 500 バレル製造できるのかどうか分からないと、その先のことは決められない。 
○優位性を示せるというのが前提の話で、示せないといけないと思うが、原子力分野では、

国が指導的に造った試験設備があり、それを用いて開発を進めていたが、 近国が資金を

出さなくなったために持続できなくなり、改良スピードが落ちている。一度造った施設を、

再度造り直すと、コストと時間が相当掛かるので、できたものをうまく延命させて多目的

に使える道筋を 初から仕組んでおいた方が、長い目で見た場合にはコストパフォーマン

スも良いのではないか。結果が出てから考え始めたのでは遅すぎる。パスを 2 つぐらい考

えて、両方の活動を開始しておいた方が良いと思われる。 
○現在の計画である 2 年間では、今後の利用の仕方が短く、もっと様々なことができるの

ではないかということか。 
○楽観的過ぎないかという意味であり、例えば 2 年後に商業化の建設ができるかというと

難しい。計画通りいかなかった場合にはシャットダウンということになるが、本計画が所

期の通りうまくいった場合には、2 年後にある程度現存の装置を動かしながら商業化の為

のデータ採取をするとか、何年か延長してその先の商業化に繋げるということもおそらく

必要になるのではないか。その辺りの判断を早めにする必要があり、どちらかに舵を切っ

てしまうと、他のオプションがなくなってしまうのではないか。 
○現場を見学したが、勇払パイロットプラントのパーツを大きくしたということであり、本

当に商業化する為には、スチームを利用する等、もっとシステム全体のエネルギー効率を

追求する形になると思うが、本設備を改良することにより、小型の生産設備にして事業を

行うことはできないか。また、ガスは購入するのか、譲ってもらうのか、GTL 製造油は

渡すのか、捨てるのか、GTL 製造油は利用して使えるのではないかとも思うので、その

辺について説明頂きたい。 
●2 年間の期間に限定すれば、商業化は難しい。あくまでもこの 2 年間は研究期間である。

それ以降の話は、体制を組み替えて実施ということになるのではないか。この研究期間に

おいて、ガスは天然ガス供給会社から買って、GTL 製造油をその会社の原油タンクに返

している。GTL 製造油の性状分析等は今後行う予定である。 
○他の委員と同様の意見であるが、1 年から 2 年の延長が必要と思うのは、本研究が商業化

を含めて 2 年間で成功するか考えた場合、GTL 技術そのものを完成させるためには 2 年

間では短いと考えられる。 
○本実証研究での当初計画は、運転等がうまくいけば所期の目的は達成され、延長は考えて

いないということであるが、外部から見ると日本としての GTL 技術を商業化までもって

いくということであれば、ここで終了してしまうのは、いかにも勿体ないと思う。今後の

舵取りが必要であるとすれば、手続き上のデッドラインはどうなるのかという質問があっ

たが、現時点の計画はこうなっているが、例えば日本の GTL 技術という観点から見た場

合には、計画を変更することも考えられ、その場合には何時までどのようなことを実施し
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なければならないかといったことを報告頂くことは可能か。 
●民間会社に 3 分の 1 負担頂き、国に 3 分の 2 継続的に予算を出して頂けるのかという点

が、非常に大きなファクターとなる。全体として 5 年計画の中で、残り 2 年間に必要なデ

ータを採る予定にしており、実証試験の結果が出てきていない現状では、我々として延長

の提案をするのは非常に難しい状況にあることを理解頂きたい。 
○実証プラントが動いていない現状で延長は考えられないということは理解できるが、むし

ろうまくいった時の方が１年間の延長が必要になるのではないかと思われる。 
○そういう方向にも舵が切れるように準備しておかなければならないという意味であり、現

時点で延長することを決めて欲しいとは言えず、資源機構サイドとしても主張できないの

は理解できる。 
○舵を切るのがまだ間に合うというタイミングで、再度検討ということで大丈夫か。 
●予算的には、平成 21 年度と 22 年度の 2 年間の実証試験分は確保されている。平成 23 年

度予算は、来年の 5 月ごろから折衝が開始されることから、今年の後半の状況を見ながら

準備を始めることになる。これは、あくまでも資源機構サイドの都合で、民間企業と一緒

にやっている事業であるので、その辺はまた別の話になる。 
○解体の予算を執行し始めるのは、平成 22 年度か。 
●（GTL 組合技術部参考意見）本実証プラントは、高圧ガス及び消防法の適用を受けてお

り、自主点検検査を受ける必要があるため、その手当てを考えると、今年の 7 月ぐらいに

は方向性が決まらないと対応できない。平成 22 年度予算は、プラント継続運転に必要な、

高圧ガス点検費用等を考慮しておらず、解体予算しか計上していないので、これらの予算

への振替が間に合うのかという検討も行わなければならない。 
○GTL 組合に参加されている民間企業の意向が大きく、会社サイドが止めるということで

あれば仕方ないと考えるが、後になって、どうしてあのようなプラントを造っておいて 2
年で止めたのか、無駄遣いではないか、と言われ兼ねない懸念もあると思うので、業務が

増えて大変かもしれないが、委員の方々からも継続、解体に関するコメントを頂いたので、

どちらになるにしても、検討して回答頂くように資源機構にお願いすることにしたい。 
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（参考）石油・天然ガス技術評価部会 ＧＴＬ評価担当委員評価 

項目 コメント 

１．実施

妥当性 

● 世界的に自然エネルギー利用技術開発が求められているが、たとえ革新的技

術が開発されてとしても、エネルギー密度が低い（エントロピーの大きい）

ハンデのため主要エネルギー源になることは現実的でない。安全な原子炉技

術と化石資源の有効利用技術開発は、日本にとっても世界にとっても現実的

であり、重要である。GTLはその1つとして、エネルギー源の分散化、安全保

障として、重要である。日本にとって、GTLの本格的技術開発は初めてであり、

リスクも大きい。プロジェクトについては、1企業でなく、資源機構が主導す

る、グループ企業で行うことは必須である。 

 ● 本プロジェクトの意義は、エネルギーセキュリティの観点から重要であり、

事前評価時から変わっていない。技術的には、依然として、これから実証プ

ラントを立ち上げてみなければ判断できない部分が多く楽観は出来ないが、

それ故、資源機構のプロジェクトとして実施するのが妥当である。 

 ● 当初計画に従ってGTL技術実証研究が極めて順調に進捗しており、資源機構が

本研究を実施する意義はより高くなったと判断する。 

 ● 本研究は、基本的に、事前評価における際と同様の高い意義があり、また、

規模、長期性などＪＯＧＭＥＣが実施するプロジェクトして妥当性がある。

当初とくらべ、現在は原油、天然ガス価格等、市場の変化はあるが、長期的

な見通しは変わっていない。 

 ● 天然ガスから液体燃料を製造する技術の重要性は、事前評価時と変わらず、

本研究は資源機構が実施するプロジェクトとして妥当である。 

２．目標

妥当性 

● 商業化前段階として、500BPSD規模のプラントを計画し、それを担う3プロセ

スの各々について目標が設定されている。それらの値は、前phase（勇払）で

の実績と同じかそれ以上の目標値となっている。勇払終了後も続けられた研

究（FT）、勇払で行わなかった研究（UG）で成果が得られたためであり、評

価できる。いずれも根拠のある目標であるが、スケールアップされたFT反応

器については反応、物質移動、熱移動のシュミレーションに基づく目標であ

り、この数値が得られれば、本研究の大きな成果として評価できる。 

 ● 技術開発目標は、いずれの製造工程においても妥当である。 

技術的有望性は見込まれるが、実証してみなければ判らない。 

現段階では 終目的を変更する必要性は無いが、実証試験時にさまざまな予

期せぬ問題が発生することが有り得る。その場合には、期限内の 終目的は

変更せざるを得まい。 

 ● 大枠としての目標設定は妥当であり， 終目標を大きく変更する必要はない。

ただし，個々の目標の中で実際に実施する小項目の内容とその達成目標をよ

り具体化する時期にあるので，今後の開発スケジュールの早い段階で細分化

実施項目・目標を文書化し確認していただきたい。 
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 ● 基本的な意義に当初と変化はなく、妥当である。また、技術としての有望性

が依然として非常に高い。 終目標を変更する必要は特にないが、実用化プ

ラントを目指すためには、触媒改良、運転条件の影響、操作性の検証等につ

き検討し、技術レベルを実践的にさらに向上することが望ましく、実証実験

を通しての改善が期待される。 

 ● 技術的、経済的に利用可能なGTL技術を開発する目標は、事前評価時と変わら

ず、妥当である。これまでの連続運転時間、累積運転時間等の研究成果から、

技術的有望性が見込まれるため、 終目標を変更する必要はない。 

３(1)．計

画の妥当

性 

● 2007年度支出実績が予算を超えているが、08年度に節約しており、2010年度

までの全予算は事前評価時の経費予測とほぼ同じになっており、妥当である。

原油高騰や不況の影響もあるはずであるが、進捗におおきな影響がないこと

は評価できる。 

 ● スケジュールは、事前評価時と同様であり、妥当である。事前評価時の予算

に比べ、２００８年度の予想実績が５０億円程度少なくなっている事による、

建設／試運転とその後に続く実証運転スタート計画の遅れがやや懸念され

る。 

近の社会情勢の激変（世界的金融不安、経済不況）に伴い、社会・市場ニ

ーズも大きく変化すると思われる。これに対する予測は容易な事ではないが、

１年後にプロジェクト計画見直しが必要になるかも知れない。 

 ● 予算執行・工程共に計画通り進捗していることがスケジュール･予算の妥当性

を示している。これまで行ってきたプラント設計・建設は目標達成のための

手段であり，実証研究の真価が問われるのは今後2年間の実証試験結果とそこ

で得られる運転経験である。この意味で，技術開発予算の実績が計画時に比

べ今後2年間の実証試験時に増加配分されている点は高く評価できる。今後の

スケジュールに関しては，試験結果に応じて臨機応変に対応すべきであり，

場合によっては本GTL技術の優位性の立証を明確にできるまで多少（１～２年

程度）の研究期間延長も視野にいれてよいと判断する。また，プラント解体

をスケジュールに組み込むより，実証研究終了後の利用方法・体制を検討す

べきである。 

 ● スケジュール、予算に特段の問題はないと思われる。原油、天然ガス等の原

料、また製品の需要など市場は相当変動しているが、長期的にみれば、当初

の評価通りに妥当である。但し、短期的には各種の影響があり、これらに対

し、次のステップを見据えての弾力的な対応、展開も求められよう。 

 ● スケジュール・予算は、事前評価時と同様に妥当である。油価の変動および

プラントコストの変動に対応してValue Engineeringを行い、本来の設備の機

能を損なわずにコスト削減を実施していること等は、妥当な対応であると判

断される。 
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３(2)．今

後の計画

の妥当性 

a. 実証規模で

のGTL技術

の確立 

● 2009年度に改質、FT、UGの3プロセスを連続して3000時間以

上運転し、 終段階で触媒の抜き出しや製品の採取、評価

を行う計画は妥当である。この結果をよく検討し、2010年

度の運転計画を決め、更なる信頼できるデータを得ること

は妥当である。 

    プラント建設はほぼ終了している。大型であるので慎重な

スタートアップ計画を進めていることは妥当である。 

    第3者に製品評価を依頼することは妥当である。 

    何が競争力強化になるのか、どこが弱く改良すべきか、を

実証運転を通して獲得できるであろう。できればサンプル

取り出しなどで触媒の経時変化の検討が出来ればより好ま

しいであろう。 

   ● 必要事項は網羅されていると判断されるので、計画は妥当

である。 

    ４月の半ばに試運転開始と聞くが、三つの工程とユーティ

リティ全てが同時期に運転が完成するとは思えない。三つ

の工程が密接に連動している事は判るが、可能な工程から

試運転を開始し、問題抽出を始めたらどうか。 

    ＦＴ合成では、２００９年度は触媒寿命試験だけでなく、

次年度に計画されている幾つかの項目も同時にスタートし

たらどうか。 

   ● 評価資料に記載されている研究計画自体に問題はないが，

以下に示すように，幾つかの研究項目・実施項目を追加な

いしは詳細化すべきと考える。 

    実証運転計画・試験計画及びその目標も妥当である。なお，

商業化へ向けてのプロモーションを考えた場合，少なくと

も実証運転を終える1年後には，運転操作室，運転装置，運

転用ソフトウエア，運転マニュアル，プラントの各機器・

設備，配管など全て英語と日本語のバイリンガル，ないし

は英語で表記しておくべきである。 

    確認作業計画自体に問題はないが，潤滑性とある種のゴム

との適合性に関する問題を解決することを計画に組み込む

べできである。 

    各種試験が計画されているが，各試験の具体的計画が不明

である。例えば，「ある予測技術の予測精度向上のための

データを取得し，モデルを改良する」等のあいまいな計画

では，“モデル改良に必要なデータは入手されるのか？”，

“改良とは具体的に何を意味するのか？”，“何をもって
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モデルが改良されたと判断できるのか？”など多くの疑問

が残る。各実施項目を実施前により具体化（ドキュメント

化含む）して頂きたい。 

   ● 現在のところ、確立へ向け順調に進捗しており、今後の計

画は妥当である 

 b. ● 基本運転マニュアルの研究、異常時のシャットダウンマニ

ュアル研究を計画していることを評価できる。これに加え

て、商業規模になった場合の追加プロセス（排熱の動力へ

の回収など）についても簡単な概念を研究することも望ま

れる。 

  

商業規模で

利用可能な

運転操作技

術の確立 

● 商業プラント運転技術を想定した運転マニュアルには，通

常運転状態から逸脱した場合の操作対応が当然含まれるべ

きである。これら異常過渡時や事故時の対応を含めた運転

操作技術として頂きたい。（2年目の実施項目に軽微な機器

故障などを模擬した試験などを含めることも考えられる。）

   ● マニュアル等の整備をさらに進めれば確立できるものと期

待される。 

   ● DPの結果を反映させた運転操作技術の確立に関しては、現

在の計画で問題はない。 

 c. ● 2度目のスケールアップになるので、より精度の高いシミュ

レーションが期待できる。 

  

商業規模へ

のスケール

アップ手法

の確立 
● 実証プラント運転で取得できる、運転特性の把握、必要デ

ーターと課題の抽出とシミュレーターのチューニングを計

画しており、商業規模プラント設計に沿った内容となって

いる。特に問題は無い。 

   ● スケールアップのための各種シミュレーション技術の開発

及び開発に必要となる実験が計画されており，計画自体に

問題はない。ただし，シミュレーションによるスケールア

ップ外挿の妥当性の判断基準を明確にして頂きたい。 

   ● 市場動向を踏まえ、今後吟味が必要になると思われるが、

現段階では特に問題はない。 

   ● DPの成果に基づいた各工程のシミュレーション、プロセス

デザインパッケージを完成させる計画に問題はない。 

 d. ● 需要調査、特許調査の計画は妥当である。産ガス国との交

流を活発にすることを期待する。 

  

商業プロジ

ェクトの検

討 ● 計画は妥当であるが、商業プロジェクトの経済性評価も事

業化総合計画も、ガス田が決まらなければ評価できない。
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商業ＧＴＬ１号機の国・場所の探索と選択は、緊急の課題

である。その為にも、ＧＴＬ実証プラントの成功は必要不

可欠である。 

   ● 商業化を目指してのプロモーションや広報の計画に問題は

ない。できるだけ早期に相手国を 低でも一つ確保するよ

う努力して頂きたい。 

   ● 前記のとおり、商業プラントを実現すべく、本プロセスの

特長、国内外の市場動向を踏まえ、また、本プロセスの経

済性につき十分な吟味を行いつつ、早急に成案を得るよう

努力されたい。国のエネルギー保障にとって優先すべき課

題である。 

   ● DPの結果に基づいたPre-FSの実施、経済性検討、特許出願、

商業プラントの建設場所の探索、プロモーション、成果の

学会発表等の計画に問題はない。 

４．実施

体制運営

妥当性 

● 改質とFTについては、勇払で実績を上げた企業が担当するのは妥当である。

UGを担当する企業の選択は慎重に進められており、参加決定後の提案技術も

レベルが高いと評価できる。 

設計、建設は順調に進んできたことから、民間6社と資源機構の連携は十分機

能していると理解できる。 

実証運転計画の中で3プロセスの運転条件を変えることなどが予定されてい

るが、その際、予期せぬ事態が起きた場合、運転要員のみならず、各プロセ

スを開発した企業間の緊急意思決定、連携がうまく機能するか試される。 

 ● 事前評価時と同様、妥当だと判断する。 

 ● 現地視察において，事業体制・運営の妥当性，関係者間の連携とそれに基づ

く意思決定が極めて良好になされていることを確認できた。進捗状況も適切

に管理されており，計画通り進捗しているため大きな計画見直しはなされて

いないようである。しかし，後述するように解体まで含めた計画に関しては，

見直すべきであると考える。 

 ● 選定過程の詳細は知らないが、選定基準は妥当であり、結果的に適切なチー

ムとなっていると思われる。また、見る限り、連携はうまくいっている。 

 ● 現在までの達成度から、本研究の技術開発実施者の選定、関係者の連携、意

志決定等は適切であると判断できる。実施・運営体制は妥当である。 

５．対計

画の達成

度・成果

意義 

a. 実証規模で

のGTL技術

の確立 

● 前phaseでの７BPSDから500BPSDへのスケールアップに際

し、詳細検討が行われている。改質では反応器の数を増す

ことによる加熱炉の設計技術、FTでは反応器を大型にする

ことに対応するシミュレーション技術の獲得は重要な知的

資源となる。 
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    シミュレーションによる設計で建設された大型FT反応器が

試運転で順調に稼動するかは注目される。また、初期での

温度上昇、SV変化などの試運転結果は重要なデータとなろ

う。試運転計画スケジュールは妥当である。 

    低温スラリーFTプロセスでwaxを多く生産し、水素化分解す

ることにより、ディーゼル用軽油を多く生産することは市

場にマッチしている。クリーンディーゼルは世界的に需要

が増加すると考えられ、計画は妥当である。 

    ３つのプロセスとも、特徴のある新技術であり、長期間の

運転実績が得られれば、他のGTL技術の対抗できる競争力と

信頼が得られるであろう。 

GTLと他の化石資源有効利用技術との競争は市場や国際政

治に左右されるが、国としては将来のエネルギー安全保障

のために、ある程度の保護は必要と考えられる。 

   ● 基本設計／詳細設計は計画通りに終了している。 

建設はほぼ計画通りに進んでいるが、試運転は２００９年

度にずれ込みそうである。 

    潤滑性とゴムとの適合性の課題抽出は評価できる。ただし、

市場適合性の研究は、実証運転のＧＴＬ製品で行うべきで

あり、製品の課題はアップグレーディングと関連して検討

すべきである。 

    触媒の評価とプロセス検討については、合成ガス、ＦＴ合

成、アップグレーディングともに実証運転に向けた十分な

知見を得ている。特に、ＦＴ合成触媒の触媒寿命は勇払Ｐ

Ｐでの結果よりかなり改良されている。ＦＴ合成触媒の物

理的強度評価試験と触媒分離システム技術の確立は、実証

プラント全体の中でも特に重要であり、今後も引続き研究

が必要となろう。 

   ● 全て計画通り進捗しており，H21年より予定している実証試

験を計画通り遂行できる段階に到達したことは高く評価で

きる。また，予算執行も経費削減努力をしつつ計画通り進

められていることも評価できる。 

    設計・用地確保・官公庁許可申請・物品調達・建設の全て

を計画通り進行しており，その達成度は高く評価できる。 

    潤滑性とある種のゴムとの適合性に問題がある点を除け

ば，市場適合性は確認されており計画通り目的が達成され

ている。ただし，ユーザー側からみれば多少とも問題があ
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る製品の利用は差し控える傾向が強いので，この問題の解

決は極めて重要である。 

    触媒に関してはFT用触媒の活性比に多少改善の余地がある

事を除けば計画通り実施されている。但し熱収支も含めて

のプロセス検討に関する情報が不足しているため，システ

ム全体のエネルギー及びエクセルギーバランスからみても

競争力のあるプロセスとなっているか否かは判断し難い。 

   ● スタートに若干の遅れがあったと聞いているが、現在は、

ほぼ計画通りに進んでおり、試運転は予定通り行われるも

のと期待できる。 

    国内軽油、灯油等の需要に適合する製品品質が、若干の調

整が必要であるとしても十分期待できる。調整は対応可能

であろう。 

    まずは、一貫したＦＴ技術として、このプロセスを高い技

術レベルのものにする必要があるが、その可能性はある。

そのため、触媒改良等をさらに続けることが望まれる。同

時に実証プラント運転を通してのプロセス技術においても

優位性を実現して頂きたい。 

原料、製品の両面から、本プロセスを活かしたビジネス戦

略の早急な確立が期待される。 

   ● 設計、建設、試運転等の実績、商業化に関する検討等の研

究は、いずれもほぼ計画通りに進捗しており、有用な結果

が得られている。 

    基本設計／詳細設計、プラント工事は計画を上回っている。

問題はない。 

    JIS２号軽油に適合する調整方法を確立できたこと等から、

軽油の実用性能としては問題がない。  

    合成ガス、FT合成、アップグレーディングに関する触媒研

究、ならびにプロセス研究を実施している。合成ガス用の

触媒は、大量製造してもばらつきが少なく、試作触媒と同

等の十分な活性を示している。その他の触媒も十分な活性

と安定性を示しており、実証プラントで使用する上で問題

がない。これらの成果は、競争力強化の観点から評価でき

る。 

 b. 商業規模で

利用可能な

運転操作技

術の確立 

● 基本的な運転操作技術の訓練計画は十分練られている。商

業規模になった場合、排熱有効利用などユーティリティ関

連ラインが増えるなど、より複雑になるであろう。現段階

では基本操作で十分と考えられる。 
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  ● オペレーションマニュアルをほぼ完成させているので問題

は無い。 

   ● 起動・定常運転・停止・緊急シャットダウン等の運転操作

の検討，マニュアル作成が計画通り実施されているようで

ある。ただし，検討した運転操作や作成したマニュアルに

は，機器の軽微な故障，軽微な事故，重大事故などを想定

した対策が盛り込まれているか否かが評価資料からは判断

できない。 

   ● 実証プラントの運転を通して、運転条件、マニュアル等が

確立されるものと期待される。 

   ● 運転条件の検討、運転員教育、マニュアル作成等が計画通

りに進行中であることから、運転技術の確立に向けて問題

となる点は見あたらない。 

 c. ● 7BPSDから500BPSDへのスケールアップの検証が本研究で得

られる。これをもとに商業規模へのスケールアップ手法を

発展できる。 

  

商業規模へ

のスケール

アップ手法

の確立 ● 商業機設計のためのシミュレーションが出来るよう準備さ

れているので、特に問題は無い。 

   ● 現在利用できる評価技術を活用したスケールアップ検討用

評価技術の開発が計画通り実施されている。また，既に一

部の評価技術は実証プラントの運転条件の決定や触媒寿命

評価，スケールアップ予備検討などに活用されていること

も評価できる。 

   ● その可能性が十分あるが、ラボ、パイロット、実証プラン

トの比較を通してさらに確実なものにすることが必要であ

ろう。 

   ● 商業規模プラントへのスケールアップができるように、実

証プラントの運転計画がなされているので、スケールアッ

プ手法の確立に問題はない。 

 d. 商業プロジ

ェクトの検

討 

● 産ガス国への予備的接触も行われている様子であるが、実

証プロセスの運転成果が産ガス国での商業プロジェクト採

用に大きな影響を与えると考えられる。それを考慮すると

試運転期間が2年で終了するのは短すぎし、商談の条件を狭

めるおそれがある。 

   ● 経済性評価とプロモーション、商業時のＧＴＬプラントコ

スト等の検討は妥当である。 

   ● 検討自体は適切に進められている。昨今の原油・資源価格

の乱高下，経済破綻などにより商業プロジェクト評価はか
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なり難しいと思われるが，評価方法自体は今後も活用でき

ると判断する。また，プロモーション先の選定，実際のア

クションも適正に行われている。 

   ● 商業プラントを実現すべく、本プロセスの特長、国内外の

市場動向を踏まえ、早急に成案を得るよう努力されたい。

国のエネルギー保障にとって優先すべき課題である。 

   ● GTL製品の市場性調査（プラントコスト、製品需給）、LNG

との比較、特許調査等に関する検討が進められており、問

題は見あたらない。 

●  論文発表、特許取得は産ガス国の注目を引くためにも重要である。一方、

税金の投入に理解を得るためにマスコミへの公表も重要であろう。前者は

計画されているが、後者の活動はより活性化すべきであろう。このプロセ

スが石炭、バイオマスガス化を経る燃料合成にも対応できることの広報も

重要である。 

６．成果

の実用

化、普及、

広報、波

及効果 

● 成果の発表、広報はそれなりに成されていると思う。成果の普及、波及効

果は偏に実証プラントの成否に掛かっている。成果の実用化の可能性は、

社会情勢の変化にも左右されるが、大いに期待したい。 

 ● プロモーション先検討結果及び積極的に行われた広報活動の結果から判断

すると，商業プラントを設置できる相手国数は極めて少ないようである。

これは，本ＧＴＬ技術が現時点では実証されていないので無理もないと思

われるが，逆に本実証プラントにより先行ＧＴＬ技術に対する優位性を立

証しなければ実用化の道が絶たれることを意味する。従って，成果の普及・

実用化の可能性は十分あると判断するが，あくまで実証試験の結果次第で

ある。 

 特許申請は積極的に行っているが研究発表は少ないように思える。優位

性を示す実証試験結果を取得した段階で国際会議でのシリーズ講演などに

より広くＰＲされること，及び学術論文化も考えられたい。 

 ● 成果の発表はこれから。実用化の可能性は高いが、普及は、短期的に変動

する原料、市場の動向に依存する。しかし、長期的にみれば、特徴あるト

ップレベルの国産ＧＴＬ技術を有することは、エネルギー源の確保・多様

化により国のエネルギー保障に極めて大きな貢献をするもので、普及の可

能性も波及効果も大きいといえよう。目的達成には、本プロセスの特徴（二

酸化炭素含有ガス田の利用可能、製品が硫黄フリーな液体燃料など）を活

かすことのできる原料、市場の選択を適切に行い、商業化の可能性を積極

的に探ることが肝心である。 

 ● 論文等の発表による広報活動、特許の取得は、十分になされている。産ガ

ス国の政府、国営石油会社等との情報交換は、継続的・定期的に行われて



- 41 - 

いる。本邦の石油開発会社が本研究成果を利用することは、ガス生産に関

する権益取得をバックアップすることになるが、本プロジェクトのシナリ

オとして妥当である。 

７．総合

評価、そ

の他 

● 原油高騰、世界不況、温暖化ガス対策など世界情勢が大きく変動する中で、

化石資源の有効利用はブレない目標として認められるべきであろうし、そ

れを具現化しているプロジェクトとして評価できる。事前の目的も年を経

て変わることがない。 建設と並行して進められている各社の技術向上努力

も認められる。 計画、建設は順調に進んでいる。 2010年度で研究を終了

し、施設を解体する計画となっているが、将来的に考えた場合の損失は大

きい。プロセス技術は長期運転により1段と向上するはずであり、生産実績

を伸ばすことにより、産ガス国との商談も行いやすい。新たな予算を組む

必要もあろうが、2011年度以降も、国の資源安全保障の１環として、実証

サイトでの研究を継続すべきであろう。 

 ● 本プロジェクトは、現時点で、ほぼ計画通りの成果を上げている。社会情

勢の変化を勘案しても、開発意義は失われておらず、計画変更の必要性も

無いと判断する。我が国のエネルギーセキュリティの確保を考えると、Ｊ

ＡＰＡＮ－ＧＴＬを成功させ、国内石油開発会社によるガス田の権益取得

をバックアップすべきである。ＪＡＰＡＮ－ＧＴＬが本邦石油開発会社に

魅力ある技術とならなければ、海外の産ガス国も興味を示すまい。ＧＴＬ

プロセスの中で、特にＦＴ合成実証プラントは、我が国にとって経験の浅

い技術であり、スケールアップによる予想外の問題が発生する恐れが有る。

その為にも、実証プラントプロジェクトを、少なくとも１～２年間は延長

すべきと思う。ＧＴＬ実証プラントは、天然ガスの化学的利用技術および

石油精製技術の粋を集めた拠点ともいえる。２年後に解体するのでなく、

何らかの活用法を考えるべきである。 

 ● 中間評価時点までは全て計画通り進捗しており，極めて妥当と判断する。

今後の計画に関しては，妥当ではあるが個々の実施項目の内容に具体性を

欠くものが多いので，実施前に具体化・詳細化を進めていただきたい。 

新潟県，新潟市，大学などとの連携を強化し，ＧＴＬ技術に対する関心・

認知度を高め，本実証研究終了後もプラントや得られた成果・技術が伝承・

成長する環境を整備していただきたい。 

 ● 本研究プロジェクトの意義はいまも非常に高い。これまでのプラント建設

は適切、順調に行われている。触媒性能の確認、シミュレーション技術の

改良等も着実に進められている。但し、今後、実証プラントの運転を通し

て、原料組成や温度、圧力等の運転条件が触媒性能を含むプラント全体の

性能へ与える影響を確認し、さらなる性能向上を図ることが必要である。

 先行する海外のプラントに対して、本プラントは独自性、特長があるの

で、それらを活かすことのできる原料源、需要先を確保して、商業プラン
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トを実現すべく努力して頂きたい。そのためには、実証プラントをなるべ

く長期間運転して、触媒等の要素技術を含む総合的なプロセス技術の一層

の改良を積極的に図り、経済性の向上に努めるべきである。優れた技術に

なればエネルギー源確保のための交渉力としても力になる。 

 本ＧＴＬ技術は、二酸化炭素含有ガス田を利用して二酸化炭素負荷の小

さいディーゼル燃料を製造するもので、二酸化炭素の排出削減にとって、

また、エネルギー国家保障にとって、将来的に重要な技術であることは間

違いない。 

先行する技術がある中で、本技術が競争力を持つためには、ＧＴＬ技術と

して世界のトップレベルにあることと、本技術の特徴を活かしたビジネス

モデルを構築することが鍵であろう。そうなれば、本技術が、国のエネル

ギー保障にとって重要な貢献をすることは明らかである。高い志と長期の

展望のもとに進めるべき国のプロジェクトであると考える。 

 ● 本研究は、上述のように適切な体制と予算で実施されており、計画の進捗

状況に問題はない。近年のエネルギー情勢の変化を勘案しても、開発意義

は失われておらず、研究計画を変更すべき問題点はない。本技術の商業化

によって、エネルギーの自主権益比率の向上に資すると期待できる。 

 

以 上 

 


