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第 1 章 提案公募事後評価、評価要領 

 

 

１．計画と比較した最終目標の達成度 

 設定した研究計画及び目標と研究成果を比較した場合、技術的な達成度はどの程度か。 

 

回答要領：コメント記入（評価における達成度の判断理由、重きを置いた要素、観点等を明

確にした上で達成度の度合いを記述。） 

 

  評点記入《判定基準》 

  ・目標をすべて達成、もしくは上回る成果を得た  → Ａ 

  ・目標を概ね達成した(一部未達)    → Ｂ 

  ・目標を一部達成した     → Ｃ 

  ・目標は達成できなかった    → Ｄ 

 

２．研究成果の意義 

 事業目的(※)に照らし､達成した研究成果に技術的意義があるか。 

 

  回答要領：コメント記入（判断理由を記述。） 

 

  評点記入《判定基準》 

  ・特筆すべき成果があり、極めて大きな意義がある  → Ａ 

  ・重要な成果があり、大きな意義がある   → Ｂ 

  ・一定の成果があり、意義はある    → Ｃ 

  ・意義のある成果はほとんどない。   → Ｄ 

※事業目的： 

【大型研究】 

我が国企業による天然ガス田開発を促進するために､天然ガス供給チェーン全体からみた技術

課題又は石油・天然ガスの炭鉱開発に関する技術課題のうち、基礎～応用段階における独創

的・革新的な技術課題(実用化された場合に関連産業への波及効果が相当程度見込まれるもの)

につき公募により研究開発を実施するもの。 

 

【特別研究】 

我が国企業による天然ガス田開発を促進するために､天然ガス供給チェーン全体からみた技術 

課題又は石油・天然ガスの探鉱開発に関する技術課題のうち､応用～実証段階における即効性が

期待され短期間での実用化が見込まれる技術課題につき公募により研究開発を実施するもの｡ 
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３．実用化・活用の見通し 

 研究成果の実用化の可能性はあるか。 

  【大型研究】 

回答要領：コメント記入（以下の評価結果を踏まえた上で総合的に評価） 

 研究開発の基礎となる技術開発の成果が確実なものとなっているか 

 実用化された場合の波及効果は依然相当程度見込まれるか。 

 

  評点記入《判定基準》 

  ・基礎技術が確立され、実用化のイメージが明確である → Ａ 

  ・基礎技術がほぼ確立され、実用化のイメージができる → Ｂ 

  ・基礎技術の確立は期待できる     → Ｃ 

  ・実用化の可能性はほとんどない（または波及効果はない） → Ｄ 

 

【特別研究】 

回答要領：コメント記入（以下の評価結果を踏まえた上で総合的に評価） 

 技術としての見極め（適用可能性の明確化）ができているか。 

 実用化の見通し（実用化までの期間、事業化とそれに伴う経済効果等）は立って

いるか。 

 

  評点記入《判定基準》 

  ・技術の見極めがつき、適用先が明確である         → Ａ 

  ・技術の見極めがつき、短期間での具体的適用の可能性が高い  → Ｂ 

  ・具体的適用の可能性はある       → Ｃ 

  ・実用化の可能性はほとんどない      → Ｄ 

 

4．その他 

 上記以外の指摘事項 

 

     回答要領：コメント記入（上記以外に指摘事項があれば記述。） 

以 上 
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第 2 章 平成 24 年度 事後評価実施テーマ概要及び評価結果 
 

 

１．特別研究「原油タンク清掃、油田掘削等において発生する Oily Sludge の処理における環境

配慮型処理システムの検証」（平成 21 年度採択・研究期間 2 年） 

 

（１）研究代表者：東洋エンジニアリング株式会社 

 

（２）研究概要： 

原油タンク、油田から発生する Oily Sludge の処理方法には、地中埋設、Landfarming

（土壌中のバクテリアによる油分分解）がある。地中埋設は無論のこと、Landfarming

も土壌、地下水汚染の可能性があり、適当な環境配慮型処理システムがあれば導入したい

というニーズがある。本研究の対象であるジェット・リサイクル・システム（JRS）は、

ジェットフレーム（高温、高速）による、短い時間での高率の油分回収（＞80wt％）、固

形残渣の無害化（含有油分＜1wt%）を実現する技術であるが、まだ商業化には至ってい

ない。 

商業化へのステップとして、現地における実機での実証運転を望んでいる産油国がある

ことから、現在日本にある Pilot 設備に対し、前記改善点を実現する為に必要な改造点を

検討・実施し、現地での実証運転を行なう。 

 

 

（３）石油・天然ガス技術評価部会審議内容（概要） 

・ 難易度の高い技術である。研究開発中に様々な課題が露呈し、それらの解決に時間を要

することがわかり、最終的に目標の達成には至らなかった。運転試験を通して明らかに

なった様々な問題点を、原料供給フィーダの改造、チャンバー内の温度均一性向上、油

水分回収装置改造、脱硫塔新設、固形分分離サイクロン改造等、多くの要素機器の改良

を行うことによってクリアし、1t/d の連続運転と様々な性状のスラッジへの対応という

目標を達成する成果が得られている。一方、油田掘削現場等を移動しながらスラッジの

処理を行なっていく可搬型のシステム構築という目標に関しては、４台のトレーラーに

分割搭載して可搬なシステムが構築できるという成果は得られているものの、分解組立

に関するコストが高く、実用化の見通しが得られていない。 

・ ジェットリサイクルチェンバーの運転に関しては、連続運転の見通し、様々な性状のス

ラッジへの対応等、一定の技術的な成果が得られている。一方、可搬性、環境性に優れ

たスラッジ処理システムとして、中東産油国での実証試験を通して、早期の実用化を図

っていくという事業目的に対しては、可搬性、生成水の処理、経済性等の点から、実用

化が見通せない状況であり、特別研究の事業目的に沿った成果が得られているとは言い

難い。 

・ 通常スラッジ処理には、機械・薬品・バイオ・熱等がスラッジ性状に合わせて利用され

ているが、本研究では様々な性状のスラッジを一纏めに処理しようとしたために技術

上・運転上の難しさがあったのではないか。もっとターゲットを絞り明確化すれば良か

ったのではないかと思われる。対象となる規模、処理にかけられる時間とコスト、環境

によって有利なプロセスは変わってくる。一方、全てを一纏めに処理するという考え方

自体は面白いので、これに適する条件を探求すればいいのではないか。 

・ 厳しい評価になるが、本技術のように熱化学を使えば高速に処理できるので、このよう

な技術はぜひ採用したいとも考える。絞り込めばもっと課題は易しかったのかも知れな

いが、手を広げすぎた感がある。ジェットリサイクル自体の性能は達成されているにも

関わらず、後段の排ガス処理・油水分離等、今回の開発対象になっていなかった課題が

目立ってしまった。もっとサイクロン装置本体の小型化に全力投球すべきであったが、

現地で油水分離まで行おうとしたことから、結果的に装置が大型化してしまったのだと
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考えられる。また「多様なスラッジ」を対象にするとのことであったが、その定義が曖

昧だったとも思われる。本処理装置自体に限って言えば高い評価に値するものである。 

・ ジェットリサイクル自体の処理能力はどの程度か。処理量を上げるためには何をすれば

良いか。 

⇒（資源機構補足説明） 

最大で 1.2 トン／h である。処理量を上げるためにはチャンバーを大きくすることが必要

であり、例えばチャンバーを 2 倍にすることで処理量が 3 トン／h になるようなスケー

ルメリットは期待できる。処理量をどのように上げていくかというのは一つの開発課題

だった。処理量の他に可搬性も要求される条件であった。 

・ 研究当初から可搬性を研究目標に入っていたのか？スラッジを一定の箇所に移動させて

処理するという可能性は考えられなかったか。 

⇒（資源機構補足説明） 

当初から可搬性を研究目標に含めていた。装置を可搬性にすることにより、極力サイト

に近い場所で処理することを考えていた。 

 

・ JRS 自体の課題（スラッジの処理、温度コントロール）は達成され成果が得られている

にも関わらず、その後の課題（エマルジョン、NOx、Sox 等）が未達だった。本研究で

本当に必要な課題だったのかは疑問。 

 

 

 

（参考）技術評価者による評価（評点法） 

 

技術評価者 1 技術評価者 2 

達成度 意義 実用化 達成度 意義 実用化 

Ｃ Ｃ Ｄ Ｂ Ｃ Ｄ 
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２．特別研究「石油鉱業で必要とされる高分解能及び高精度 MEMS 型加速度センサ素子の開発」

（平成 21 年度採択・研究期間 2 年） 

 

（１）研究代表者：曙ブレーキ工業株式会社 

  

（２）研究概要： 

石油鉱業において反射法地震探査は、油ガス田の探鉱や 4 次元反射法の活用による貯留

層モニタリングなどの目的のために、石油鉱業においては不可欠の技術としてその位置が

確立されている。本研究においては、近い将来、反射法地震探査での波動場の計測におい

てジオフォンに取って代わる可能性のある高分解能で高精度の MEMS 型加速度センサ素

子（以降 MEMS センサ）の開発を行う。本特別研究においては、昨年までの研究で習得

した MEMS センサ設計ノウハウを十分活かし、また研究成果をベースに現在までに開発

作成した-110dB/√Hz の精度を持つ片持ち梁を利用した MEMS センサに対して、基本設

計を見直し、両持ち梁構造を持たせると同時に、MEMS 素子サイズを大きくし重りの質

量増加による分解能と精度の向上を行い、さらにセンサ回路を完全デジタル化することで、

最終的に世界最高の-140dB/√Hz の精度を持つ MEMS センサの開発を目指す。 

反射法地震探査の発展の歴史は、データ取得能力の向上の歴史でもあった。2020 年に

は石油鉱業においては 100 万チャネルの反射法地震探査の実現を予測している例もある

が、100 万チャネルの場合には、受振器のコストがほぼ直接的にシステム全体のコストと

なるであろう。ジオフォンではこの様な状況の解決が困難であったが、大量生産によるコ

ストダウンが可能であり、品質管理が容易な MEMS センサの利用が必要不可欠であると

考える。 

 

 

（３）石油・天然ガス技術評価部会審議内容（概要） 

・ 技術的意義は非常に大きいと考えられる。先の大型研究の成果の段階でかなり明るい見

通しが得られたと思われるが、今回は、MEMS 素子の設計の改良によってほぼ世界トッ

プレベルの性能（精度）を達成するとともに、作成した素子の仮製品を大型研究で開発

した探査システムで実フィールドでテストした結果、既存の Geophone や MEMS 素子と

ほぼ同じレベルの性能結果が得られるなど、技術的にはほぼ実用化のレベルに達する成

果が挙げられているといえる。さらに今後、ストリーマーや OBC など、海域での受信セ

ンサーとしての実用化も図られるならば、将来その需要度は増すことが期待される。 

・ 石油探査以外では実用化の見通しは明るい。探査以外でも石油・ガス開発の現場で使用

しうることが考えられる。それらの使用を通して、更に発展改良されれば、目標の石油・

ガス探査に用いられるものに成長するものと期待される。 

・ 商品化するには、精度面では、今回の研究・開発過程で明らかになった課題をもとにさ

らに改良して新規商品としてのアピール性を高めるとともに、適用条件範囲の拡大・耐

久性・利便性など実用面での改良・完成を図っていく必要があろう。海外メーカーの既

存 MEMS 素子は、精度面でも実用面でも問題や制約があることから、安価で普遍的なシ

リコンを材料とする国産の MEMS 素子が、長年使われてきたジオフォンの材料面での欠

点（永久磁石に多くのレアメタルを使用するなど）を補い、精度等の性能面でもそれに

とって代わるセンサー素子として、新しい探査システム・処理システムとともに、世界

に普及する可能性も高いと考えられる。また、是非そうするために、今回の研究成果を

実用化・商品化につなげるべく、フォロー・バックアップしていくべきである。 

・ 異業種の先端技術を活用して石油の探鉱開発に活用した成功例であり、この方向性は今

後も進めてほしい。大型研究から特別研究という順当な流れで開発された。ノイズレベ

ルやコスト消費電力に未達部分はあるが、解決の見通しもついており、達成度は高いと

思われる。今後もノイズレベルを下げる必要が本当にあるのか再度確認した上で、商品

化を目指してもらいたい。実施許諾等の方策も検討すべき。 
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・ 高周波域がジオフォン等に比べて低目だが影響はないか？ 

⇒（資源機構補足説明） 

調査の目的によるが、地表で地震探査を行う場合高周波側はより減衰するので、低周波

を活かせる MEMS で十分な場合もある。一方、坑井間のデータ取得等では MEMS 以外

を使うこともある。内部で十分議論していないが、今回の結果を受けて実施許諾による

販売展開も検討していきたい。 

・ 目の付け処は良いと認識する。高精度と低コストによる工業製品としての商品化を目指

したとのことだが、大量生産の実現性やスペックの観点から他社製品との競争力比較は

どのようになるか。スペックの比較については第三者による性能比較を実施してはどう

か。現場での繰り返し使用にどこまで耐えられるかも一つの課題になるので、出来れば

他社製品との比較も行い競争力の確認をしていただきたい。 

⇒（資源機構補足説明） 

大量生産については 100 個程度を生産して性能とコスト検討を行っているところ。第三

者評価については、日本の調査会社にセンサを預けて比較することを協議している。耐

久性確認の必要性については同感であり、今後長期モニタリングの試験を行いたい。 

・ 実用化について回路の大きさや耐久性の見通しはどうか？低周波をどの程度の深度まで

取ることができるか？ジオフォンや他社 MEMS との同時比較が必要だと思われるので

検討願いたい。 

⇒（資源機構補足説明） 

開発したセンサの大きさは、既存のジオフォンと同等あるいはそれより小さい。今後さ

らに小型化することは可能と考えている。耐久性については現状では地表での利用を想

定しており、温度域 0～50℃においてフラットな特性を確認している。さらに高温条件で

は改良が必要になる可能性はあり、今後考えていきたい。低周波成分や他機器との比較

についてはご指摘のとおり大切なことだと考えており、今後検討していきたい。 

・ 市場規模はどれ位なのか。 

⇒（資源機構補足説明） 

地震探査の受振器としては、ジオフォンが主流であったが、低周波側のデータが取れる

ことで MEMS 加速度センサが注目されて、MEMS 加速度センサの利用が増えている状

況。近い将来 100 万チャンネルのセンサを使った調査になるとの予測もあり、今後発展

していくことが期待できる。 

 

 

 

（参考）技術評価者による評価（評点法） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

技術評価者 1 技術評価者 2 

達成度 意義 実用化 達成度 意義 実用化 

Ｂ Ｃ Ｂ Ｂ Ａ Ａ 
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３．特別研究「FLNG フローティングホースの実用化研究」（平成 21 年度採択・研究期間 2 年） 

 

（１）研究代表者：古河電気工業株式会社 

  

（２）研究概要： 

天然ガスの安定供給確保のため、これまで開発対象とされていなかった海洋ストランデ

ィトガス田が注目されている。このガス田は離岸距離が大きく水深が深いものが多いため、

洋上にて液化天然ガス（Liquefied natural gas、以降 LNG）を生産、貯留、出荷できる

浮遊式生産設備（Floating LNG、以降 FLNG）による開発が検討されているが、荒れた

海気象下で LNG 輸送船（LNG carrer、以降 LNGC に出荷できるシステムは、現状では

まだ開発されていない。そこで、荒れた海気象下においても LNG を洋上出荷することが

可能なフローティングホース方式を提案し、平成 18 年度～20 年度の大型研究公募事業に

て検討を進めてきた。本方式はタンデム配置が可能となり、タグボートによる作業も不要

となるため、荒れた海気象下においても稼働率や安全を確保することが可能となる。本研

究では、前述の大型研究公募事業にてアメリカ船級協会（American Bureau of Shipping、

以降 ABS）より AIP（Approval in Principle）を取得した 8inch ホースを、FLNG に必

要とされる 16inch ホースに発展、拡張させて認証取得をめざすとともにフローティング

ホース方式に必要な設備の検討を行う。 

 

 

（３）石油・天然ガス技術評価部会審議内容（概要） 

・  計画として１６インチ FLNG 用フローティングホースの公的機関による認証取得、緊急

離脱システムの開発、８インチ FLNG 用フローティングホースのフィールド試験、なら

びに FLNG 用フローティングホースを用いた LNG出荷のオペレーションガイドライン

の作成を挙げていたが、これらの計画はすべて達成できたと判断される。１６インチ

FLNG 用フローティングホースが ABS 船級協会の AIP 認証を獲得したことから、その

技術の高さがうかがえる。本研究の基礎となった 8 インチホースに比べ疲労寿命を向上

させたことも含め、技術的な達成度は高い。 

・ ８インチならびに１６インチFLNG用フローティングホースのABS船級協会によるAIP

認証を取得できたことで、新しい LNG 出荷方法の開発に道を開いた技術的意義は高いも

のがある。ローディングアーム方式を主流とする LNG 出荷方法に比べて、FLNG 用フロ

ーティングホース方式の LNG 出荷方法は、より荒天時の運用を可能とし、LNG 出荷の

稼働率向上に寄与するところが大である。 

・ 本提案の LNG フローティングホースについて技術の見極めはついたと考えられ、荒れた

海上での FLNG からの出荷の必要性が今後高まれば、実用化の可能性は高いと思われる。

また、LNG 船からの緊急時の LNG 移送手段など FLNG 以外の応用も考えられ、その検

討が今後望まれる。 

・ １６インチ FLNG 用フローティングホースの実用化を確実なものにするためには、早急

のフィールド試験の実施が望まれる。また、FLNG 用フローティングホースの活用領域

を、LNG出荷以外にも広げる販路拡張も視野に入れることが望まれる。１６インチFLNG

用フローティングホースの技術開発では、世界の第一線に躍り出たわけであるが、この

技術がガラパゴス技術とならないように留意することも重要である。ローディングアー

ム方式が主流の LNG 出荷システムにあっては、競合も仲間に入れたフローティングホー

ス方式の LNG 出荷システムの JIP 共同研究を立ち上げるとか、日本として、フローティ

ングホース方式による LNG 出荷プロジェクトのコミッショニングを引き受けるとかの

方策を、視野に入れる必要が感じられる。 

・ 2 年間で目標は十分に達成している。4 本のホースを使うということだが、これらが絡み

合うことはないか。緊急時にシャットダウンした場合、ホースに残留した LNG はどうな

るのか？ユーザー側も考慮し先行した研究であり、事業化研究を経て実用に向けて成果
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を期待する。 

⇒（資源機構補足説明） 

乗り上げるということは実際に起きた。ただし流れがなくなれば元に戻り絡み合うこと

はない。緊急時は FLNG をリール側へ巻き取った後で抜き取るオペレーションになる。 

・ 研究目的は理にかなっている。長期的な視野で実用化までの研究スコープが設定されて

おり、推進体制についてもバランスの良い補完関係が構築されている。プロジェクトの

進捗も順調であった。当初技術面では、剛性面・強度面の数値解析からねじり変形に弱

いことや、-165℃の LNG を管内に流すことによる温度ストレス耐性が懸念された。その

中で ABS 認証取得に向けて各種試験が行われたが、その中には LNG よりも低温の液体

窒素（-198.2℃）を使用する温度ストレス耐性検査も含まれている。ABS 認証申請の結

果、ストレス耐性の懸念は低減されて、8"ホースについて AIP 認証取得に至り、16"につ

いても取得に向けて課題解決まであと一歩と認識、なんとか認証獲得にこぎつれば実証

試験・事業性判断までつなげていけるのではないか。【注：16”ホースの AIP 認証取得に

ついては、JOGMEC より、既に取得済みであることを説明】 

・ 今後産油国での適用を目指すとのことだが、具体的にどのような進め方を考えているの

か。 

⇒（資源機構補足説明） 

FLNG の話が挙がった時に国営石油会社へ紹介を行ったこともあり担当者レベルでは好

評であった、当初は 16”管開発前であったため開発が進むまで見送った経緯がある。そ

の後プロジェクト自体が停滞しているが、タイミングを見て後追いではなく先行して普

及活動を行いたい。JIP を立ち上げて仲間を増やすこと一つのやり方として考えたい。こ

れまで学会発表は行ってこなかったが、今後は併せて進めていきたい。 

・ 距離が離れると、船側でクレーンの操作等が難しくなり実用化の妨げになる可能性はな

いか。 

⇒（資源機構補足説明） 

ご指摘のとおり。ローディングアームの場合は横付けであるが、当初は船首から接続す

ることも考えた。結論として何らかのクレーンが必要になるので、この部分がネックに

なる可能性があるのは事実。 

 

 

 

（参考）技術評価者による評価（評点法） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

技術評価者 1 技術評価者 2 

達成度 意義 実用化 達成度 意義 実用化 

Ａ Ａ Ｂ Ａ Ａ Ｂ 
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４．特別研究「リモート油田開発における随伴ガス液体燃料化プラントの早期事業化に向けた検

討」（平成 22 年度採択・研究期間 2 年） 

 

（１）研究代表者：日揮株式会社 

  

（２）研究概要： 

エネルギーの有効利用並びに地球環境保全の観点から、原油随伴ガスのフレアリングが

近い将来に規制される可能性が高く、フレアリングの削減は、資源開発を行う上で緊急の

対応が必要な課題である。AATG プロセスを適用した原油随伴ガス液体燃料化プラント

は、これらの課題に対して技術的、経済的に有効なツールであり、環境調和型技術として

期待されている。したがって、本邦石油会社が石油・天然ガス権益を獲得する際の重要な

差別化技術となるため、世界に先駆けて早期に事業化する必要がある。今回の研究では新

たなフェーズとして、石油開発事業者を含めた新たなメンバーに協力を求めて、リモート

油田の随伴ガス処理事業として、具体的なシナリオを想定した事業性評価を行う。また、

商用プラントの実現に必要なスケールアップ実証を行う場合に、速やかに実施できるよう

にするために、スケールアップ実証装置も兼ねたセミコマーシャルプラントの試設計と使

用する工業触媒の評価試験を行う。これらを実施することにより、リモート油田開発にお

ける随伴ガス液体燃料化プラントの早期事業化に貢献することを目標とする。 

 

 

（３）石油・天然ガス技術評価部会審議内容（概要） 

・リモート油田開発における随伴ガス液体燃料化プラントの早期事業化という観点からは、

本研究の技術的達成度は必ずしも充分とは言えない。しかし、ＡＡＴＧ工業触媒の評価

試験では一定の成果を上げており、また、酸素製造プロセスとして洋上でのＡＳＵ方式

の優位性を見いだすなど、早期事業化のために必要な意義深い成果を挙げていると言え

る。 

・ AATG 工業触媒の評価に関しては、6mm の工業触媒を用いれば商業装置に適用できる耐

久性を持つことを明らかにしている。セミコマーシャルプラントの試設計に関しては、

セミコマーシャルとして具体的なアンモニア製造プラントの既設リフォーマを AATG 設

備に置き換えた場合には、年間 4-5 億のコスト削減効果、投資回収 10 年程度が見込まれ

ることを示している。また、事業性評価では、洋上に適用した場合、現在燃焼させてい

る随伴ガスが無償の場合には原油価格 70USD/B で IRR10%以上が見込まれること、洋上

施設への適用性に関してネックとなる技術的課題はないこと等を明らかにしており、す

べての研究項目について、目標通りの十分な成果をあげている。 

・ 随伴ガスから合成ガスを製造するＡＡＴＧ工業触媒について一定の性能が得られており、

また、酸素製造プロセスとしてＡＳＵ方式の優位性を見いだしており、その意味では達

成した研究成果に技術的意義はある。 

・ JOGMEC の提案公募事業の中で開発を進めてきた我が国独自の AATG プロセスの実用

化に向けて、残されていた技術的検討をクリアし、商用化への具体的パスを示しており、

十分な成果が得られていると考えられる。 

・ 研究開発の基礎となる技術開発の成果は確実であるが、成立条件が限定的であるので、

洋上随伴ガスを液体燃料化するプラントを実用化するためには、多様な原料ガスでの触

媒評価、さらには洋上での実証試験などが是非必要である。今後、海底油田開発は益々

重要になってくるので、本研究のような洋上でのリモート油田の随伴ガス液体燃料化プ

ラントが実用化された場合には、波及効果は大きい。また、本研究成果はシェールガス、

メタンハイドレートなどの液体燃料化にも応用可能なので、実用化しようとするモチベ

ーションは非常に高いのではないか。 

・ 商用化を目指す場合に、もう一段階スケールアップした規模での実証が必要となる。セ

ミコマーシャルプラント試設計として、既存のアンモニアプラントのリフォーマを置き
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換えた場合のコスト試算が示されているが、年間の運転費削減額 5 億円程度に対して、

建設費 53 億円と、投資回収期間が 10 年を超えており、完全に商業ベースで進めるため

には補助金等何らかのメリットが必要となる。現在、焼却されている随伴ガスの燃料化

は、今後の資源価格の上昇、温暖化対策の観点から、価値を高めていくものと考えられ

ることから、実用化を目指す意義はあると考えられる。 

・ ＡＡＴＧ工業触媒の評価実験に用いた原料ガスはメタンであるが、もし随伴ガスにメタ

ン以外のガス、例えばエタン、プロパンなどが含まれていた場合にも、同じ結果が得ら

れるかどうか、検討する必要がある。特にススの発生はガス種に強く依存するので検討

が是非必要である。 

・ 実用化に当たっては、本研究で合成ガス製造プロセス用に実験されたＡＡＴＧ工業触媒、

また酸素製造プロセスとして評価されたＡＳＵ方式をＦＴ合成プロセスと組み合わせて、

洋上での実証試験は必須である。 

・ アンモニアをエネルギーキャリアとして使う構想がある。天然ガスのエネルギーのうち

70%がアンモニアでは保持されている。天然ガスから GTL になったときにエネルギーは

どれ位保持されるのか？またこのようなデータは公表されているのか。 

⇒（資源機構補足説明） 

エネルギー保持率を熱効率のことと考えるならば、化学プラントの場合 60%位である。 

・ アンモニアの場合 2,000t/d で 70%位と高い効率が得られる。一方で、アンモニアの燃焼

効率は 80%程度と低いことが課題になる。 

・ 5,000BPD を船に乗せるということだが、新潟実証プラントの 10 倍の規模のものを船に

乗せるという感覚が想像しがたい。アイディアとしては面白いが。 

⇒（資源機構補足説明） 

AATG の場合、GHSV が 3,000 から 30,000 へと 10 倍（反応器サイズが 10 分の 1）にな

るのに伴い、反応器自体は 5,000BPD 相当で径 3m 程度に小さくなる。しかし、ユーテ

ィリティを小さくすることは難しい。 

 

 

（参考）技術評価者による評価（評点法） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

技術評価者 1 技術評価者 2 

達成度 意義 実用化 達成度 意義 実用化 

Ｂ Ｃ Ｃ Ａ Ａ Ｂ 
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５．特別研究「接触部分酸化法による水素/アンモニア製造に適した合成ガス製造方法の検討」（平

成 22 年度採択・研究期間 2 年） 

 

（１）研究代表者：千代田化工建設株式会社 

  

（２）研究概要： 

我が国のエネルギーセキュリティー向上のため、中東に依存しないエネルギー源を確保

すること、とりわけ、東南アジア等の小規模未開発天然ガス田にも適用可能な低コストの

プロセスを開発し、その有効利用を図ることが求められている。中小ガス田の有効利用に

は、以下の用途が想定される。 

① 燃料用途：GTL、メタノール（エネルギーセキュリティー向上） 

② 新エネルギー用途：水素（低炭素社会向け，CCS 可能な海外で製造した水素のみを

日本に輸送することで、CO2 のないエネルギー供給が可能となる。） 

③ 肥料用途：アンモニア（食糧増産向けとして近隣地域社会に貢献） 

上記用途に対して、H14～H21 年度の大型研究・特別研究にて開発した、既存法に対

して大幅な製造能力の向上、装置のコンパクト化が可能な合成ガス製造技術である

D-CPOX を、高価な酸素分離装置利用のケース①に加え、空気利用が可能なケース②③に

適用することで、より低コストのプロセスを開発することを提案する。 

本提案では、空気の利用に伴う、(1)D-CPOX の反応特性把握と触媒改良、(2)②③を対

象とした D-CPOX プロセスの経済性の確認、(3)反応器設計を行う。 

 

 

（３）石油・天然ガス技術評価部会審議内容（概要） 

・   本開発は独創的な技術に関するものであり、性能や耐久性の高い触媒開発、高処理ガス

量に対応するための触媒形状、爆発混合気の暴走反応抑制など困難な技術的課題が多か

ったが、着実な解決策を積み上げ目標を達成している。 

・ 研究計画表の各項目に対する達成度は次の通りである。 (1) D-CPOX 触媒の適用拡大 

①高濃度 N2 共存条件での反応特性の把握および触媒改良： 反応特性は把握されたが、

触媒改良は実施されなかった。 ②フォーム触媒の工業生産方法： 十分な成果が達成さ

れている。(2) 反応器設計技術の高濃度 N2 共存条件対応 ①爆発データ拡充： N2 共存

の影響について有益な実験的知見が得られている。 ②爆発シミュレーション： 高濃度

N2 共存条件には対応できなかった。 ③高濃度 N2 共存に対応した反応器構造の概念設

計： N2 共存に対しては未実施。(3) プロセス開発／プロジェクト開発 ①水素/アンモ

ニア製造に適した D-CPOX プロセスの構築： 十分な検討が行われている。 ②ビジネ

スモデル/プロジェクトの検討： 十分ではない。 

⇒（資源機構補足説明） 

達成度評価にある「実施されなかった」というコメントに対して背景をご説明したい。 (1)

①高濃度 N2 共存条件での触媒改良は、温度低下による炭素析出を避けるため O/C を上

げる必要あり、N2 添加による選択制向上が現実的ではないため触媒改良を実施せず O2

利用型での長期安定性を優先した。(2)②爆発シミュレーションは、N2 添加時には燃焼限

界であり、爆発現象のモデル化や数値化が技術的に困難であることがわかったため対応

を見送った。(2)③高濃度 N2 共存に対応した反応器構造の概念設計については、酸素分

離は不要になるが、空気ブロア等による電力消費や容器サイズが増大し、運転のコスト

アップが見込まれるため現実的でないとの判断から対応を見送った(すなわち、酸素製造

装置利用系の方が良い)。 

・ 従来、実用化が難しいと言われていた D-CPOX 法をベンチスケールながら、高圧

(1.5MPa)、3,000 時間の安定反応実績を有したことは技術的には大きな意義がある。 

・ 触媒の耐久性向上、フォーム触媒の工業生産方法の確立、反応シミュレータの高度化、

原料ガスへの水素,C2, C3 成分添加の影響把握、起動・停止方法の検討、安全施策の検討
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など、純酸素を用いる D-CPOX の実用化に向けて大きな技術的進展があったと考えられ

る。また水素およびアンモニア製造への適用について、本方式が優位となる条件が明確

化された点で意義がある 

・ ベンチスケールでは十分な成果であったが、次のパイロットスケール(20BPD)の検証は

必要であろう。その意味で、具体的適用の可能性はあると思われるものの、まずは、適

用先を見つけることが重要と思われる。 

・ アンモニア製造への適用に関し、本方式は既存法と比べ機器コストでは有利であるがエ

ネルギー消費は若干多く、総合的な優位性は必ずしも明確ではない。また本方式は水素

貯蔵・輸送のためのケミカルハイドライド製造に適しているとの結果であるが、その実

用化の時期は明確でない。しかし、合成ガス製造の反応器が大幅に小型化される本方式

を GTL 等で実用化する可能性は十分にあると考えられ、より大きなスケールでの実証が

今後望まれる 

・ 化学工場が日本から海外に移転していると聞いている。また、日本のガスは LNG なので

高い。そうなると、このような化学変換系の国内実証はますます実施が難しくなるので

はないか。国が主導して、日本国内の研究特区に安いガスを供給し、天然ガス利用化学

変換系の研究・実証支援を考えてはどうか。 

・ 良い結果が得られたとのことだが、次のステップは現実的に実施されそうか。 

⇒（資源機構補足説明） 

担当としては行いたいが、小型で高反応速度のため多量のガスを消費することを考える

と、これ以上の規模を国内で行うのは難しいと考えている。 

・ 本プロセスでは反応速度が非常に高いがどこに工夫したのか？ 

⇒（資源機構補足説明） 

多量のガスが流れるので、酸素の偏流が生じれば触媒劣化や炭素析出の原因になるので、

均一な混合が一つのポイント。また圧損も一つのポイントであり、空隙率の高い触媒を

製造することで高速流体を流すことができる。高 GHSV における炭素析出の可能性に関

しては、不均一な混合や触媒表面反応から酸素供給が追い付かない場合に析出可能性が

あるが、直接の関係はわかっていない。 

・ アンモニアの場合 N/H 比（1/3）から初めに空気量が決まる。エンタルピーがプロセスを

通じて保持されるので、どこかで外熱の供給が必要なのでは。 

⇒（資源機構補足説明） 

外熱供給は必要ない。N2 の量から酸素が決まり、若干、酸素供給量を増やすことで、結

果発熱反応による、熱が多く供給されることになる。 

 

 

 

（参考）技術評価者による評価（評点法） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

以上 

技術評価者 1 技術評価者 2 

達成度 意義 実用化 達成度 意義 実用化 
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