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まえがき＝石炭のなかで褐炭は瀝（れき）青炭などの高
品位炭に比べて炭化の度合いが浅いうえに，脱水や脱炭
酸が十分には進行していない。また水分含有率が30～65
％と高く，酸素分も20～25％程度と多く含まれている。
したがって，同じ質量の石炭と比較すると，水分が多い
褐炭は実質的に含まれる有機質（熱量に転換するもの）
の割合が小さくなるため発熱量が低くなる。また，乾燥
すると自然発火を起こしやすく，ハンドリングが難しい
石炭である。こうしたことから，褐炭は埋蔵量が豊富（石
炭全体の可採埋蔵量の23％に当たる約2,000億トン）で
あるにもかかわらず，生産量はこの20年以上ほぼ 9 億ト
ンレベルで推移しており，消費も増えていない。
　一方で，褐炭は地質年代的に比較的新しく，地表近く
に埋蔵するのが一般的である。このため剥土比が低く，
露天堀りが可能で経済的にも有利な条件で採掘できると
いう利点を持っている。また褐炭には低硫黄，低灰分の
ものが多く，瀝青炭や亜瀝青炭と比べるとその環境適応
性が注目されてきている。
　こうした側面を踏まえて，各国では褐炭を改質し，高
カロリー化・安定化させることで褐炭を有効活用する技
術開発が急がれている。
　当社の開発した改質褐炭（Upgraded Brown Coal，
以下UBCⓇ 注）という）プロセスは，褐炭の持つ多量の
水分を効率的に脱水することにより発熱量を上げること
を特徴とする。
　本稿では，UBCプロセスの活用のなかで，UBC粉を
利用した山元直結発電に焦点を当てて述べる。

1 . UBCプロセスの開発

1. 1　開発経緯
　当社は1970年代より褐炭を対象とした液化プロセスの
開発に取り組み，1981年からは独立行政法人 新エネル
ギ ー・ 産 業 技 術 総 合 開 発 機 構（New Energy and 
Industrial Technology Development Organization， 以
下NEDOという）の委託を受け，豪州ビクトリア州にお
いて日本の他社数社との協働でパイロットプロジェクト
を実施した。その結果当社は，褐炭に関する多面的な知
見を得，それがUBCプロセスの開発へとつながった。
液化プロジェクトの終了後，当社はUBCプロセスの開
発に取り組み，2006年から2011年までインドネシアで実
施した大型実証プロジェクト 1 ）により技術が完成する
に至った。
　技術確立までの実績の概要を次節で述べる。
1. 2　プラントの建設・運転実績
　1990年初頭，当社加古川製鉄所内にベンチスケールプ
ラント（製品ベース0.1t/d）を建設し，UBCの技術的メ
リットを確認した。その後，褐炭産出国であるインドネ
シア国において試験用プラント（パイロットプラント－
製品ベース 3 t/d），および大型実証プラント（デモンス
トレーションプラント－製品ベース600t/d）の両プロジ
ェクトを実施し，UBCプロセスの技術的有効性，経済
的有効性を実証した。インドネシアでの実証試験はわが
国経済産業省・JCOALの補助事業として，また，イン
ドネシア政府機関の鉱物・石炭技術研究・開発センター

（Mineral ＆ Coal Technology Research ＆ Development 
Center （tekMIRA））の協力のもとに実施したものであ
る。パイロットプラントと大型実証プラントの概要を表
1 に，また概観を図 1 に示す。
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1. 3　UBCプロセスの概要
　UBCプロセスの概略フローを図 2 に示す。原料褐炭
を粉砕機（Coal Mill）で 5 mm以下に粉砕し，熱媒体と
なる軽質油と混合・攪拌（かくはん）してスラリーを作
る。このスラリーを蒸発器（Evaporator）で加熱する
ことにより褐炭中の水分を蒸発させる。140～150℃， 3
気圧程度の比較的穏やかなプロセス条件のもとで高水分
を含有する褐炭を効率的に脱水処理する。褐炭から蒸発
した水分蒸気は気液分離器（Flash Drum）でスラリー
と分離する。この副生蒸気を圧縮機（Recycle Vapor 
Compressor）で圧縮して高温蒸気とし，蒸発器の熱源
として再利用することによって潜熱を有効利用し，熱効
率の向上を図っている。 気液分離器で分離回収した石
炭・軽質油スラリーは遠心分離機（Decanter）で軽質
油と石炭ケーキに固液分離し，軽質油はスラリー化のた

めの熱媒油として再利用する。石炭ケーキは，乾燥機
（Dryer）を用いて石炭ケーキに残留した軽質油をさら
に回収する。乾燥機の油分回収率を高めるために乾燥機
内に循環ガス（Recycle Gas）を流して軽質油分の乾燥
を促進した後，油蒸気を含んだ循環ガスを冷却，凝縮し
て軽質油を回収し，再利用する。これにより残留油分が
0.5％まで低減された水分ゼロのUBC粉を得る。
　高水分褐炭の脱水プロセスとして，UBCプロセスは
他にも以下の特徴を有する。
 （ 1 ）高いエネルギー効率

　油中スラリー脱水方式は，他の改質プロセスに比
べて，脱水時の温度および圧力条件がマイルドであ
るうえに，蒸発器において高い伝熱係数が得られ，
さらに脱水時に発生した蒸気を圧縮して熱源として
再利用し，蒸気の潜熱を回収することにより高いエ

図 2  UBCプロセスフロー
Fig. 2  Process flow of UBC

図 1  600t/d UBC大型実証プラント外観
Fig. 1  Outside view of 600t/d demonstration plant

表 1  パイロットプラント，デモンストレーションプラントの概要
Table 1  Outline of pilot plant and demonstration plant
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ネルギー効率を実現できる。
 （ 2 ）安価な機器の採用が可能

　熱交換器，遠心ポンプ，気液分離器等は汎用的で
安価な機器が使用できる。

 （ 3 ）低環境負荷
　高いエネルギー効率により，他の改質プロセスに
比べてCO 2 排出量が少ない。また，化学反応を伴わ
ないプロセスのため，有害な有機性汚染排水を生成
しないので排水処理の負荷が小さい。

　製品の活用としては二とおりのルートがある。一つは
乾燥機を出たUBC粉をさらに成型機に通してブリケッ
ト状にするもので，これは製品を長距離，安定的に輸送
する場合に適用される。もう一つは，UBC粉を隣接す
る発電所に直接投入するもので，水分がゼロにできる
UBCプロセスの特色を最大限に活用し，高効率の発電
を可能にするものである。本稿ではこの活用について述
べる。

2 . 現状での褐炭の限定的用途

　上述のとおり，褐炭の可採埋蔵量は約2,000億トンあ
るが，地域的に見ると，ヨーロッパ，オセアニア，アジ
ア，北米の順で埋蔵量が多くなっており，アフリカ，中
東，中南米には褐炭の賦存が見られない。現状，褐炭の
利用という点では，地域・国として見ても非常に限られ
た範囲で使用されているのみであり，それも決して効率
が良いとはいえない状況下での利用となっている。
　褐炭は高水分を含有するために離れた消費地まで輸送
するには輸送効率が悪く，また輸送中の自然発火が懸念
される。このため，山元でそのまま生焚き（なまだき）
発電に利用しているのが実状である。褐炭生焚き発電は
建設費の高い特殊なボイラを使用する必要があることに
加えて，燃料となる褐炭の発熱量が低いために発電効率
が低いことから発電コストも高くなる。
2. 1　現状の褐炭生焚き発電システム
　オーストラリア，ドイツ，ポーランド，インドなどの
褐炭産出国で実績のある褐炭生焚き発電では一般に，ボ
イラでの燃焼前にフラッシュミル乾燥方式によって褐炭
中の水分を脱水している。このような褐炭生焚きボイラ
としては一般にタワーボイラが使われており，その概略
フローを図 3 に示す。この方式は，ボイラの最高温度と
なる火炉上部から約900℃の燃焼排ガスを抽気して石炭
ミルに導入し，ミルで粉砕された石炭粒子はこの燃焼排
ガスによって乾燥ダクト内に搬送される。乾燥ダクト内
を通過する際に褐炭中の水分は 2 ～10秒で急速加熱・蒸
発し，粉砕された褐炭は乾燥される。燃焼排ガスの熱量
は水分の蒸発に使われてその温度は急速に低下し，石炭
から蒸発した水分とともにボイラに戻される。
　最終的に燃焼排ガス中の水蒸気は潜熱を回収されない
まま煙突から大気に放出されており，この大きな熱損失
が要因となって送電端発電効率は20数％から30％程度に
とどまっている。また，この高水分のためにボイラでの
熱密度が低く，一般の瀝青炭焚きボイラに比べてサイズ
が大きくなって建設費が高くなる。

　これに対して当社が開発したUBCプロセスでは，事
前処理として効率的に脱水する技術を用い，高水分の褐
炭を水分ゼロの高発熱量石炭（UBC粉）に改質するこ
とができる。そのUBC粉を高効率発電システムに供す
ることにより，従来の褐炭生焚き発電システムに比較し
て，発電コストを低減しつつCO 2 排出量を大幅に低減で
きるものである。
　当社は，NEDO平成24年度「石炭高効率利用システム
案件等形成調査事業」の委託業務として「インドにおけ
る改質褐炭（UBC）ベース低CO 2 排出型発電プロジェ
クトの案件形成調査」2 ）を実施した。その委託業務にお
いて明らかになったUBCベースの山元直結発電の優位
性を 3 章に記す。
2. 2　インドの褐炭生焚き発電
　NEDO調査事業の対象としたインド褐炭の性状の平均
値は，水分52％，灰分4.5％，揮発分25％，固定炭素18.6
％，発熱量2,830kcal/kg （高位）であり，従来法の対象
とした褐炭生焚き発電所は，出力210MWの亜臨界タワ
ーボイラで，送電端効率は29.15％ （HHV＝高位発熱量
ベース）である。
　これに対して，褐炭をUBCプロセスで改質し，UBC
粉を最新鋭の1,000MW高効率発電プラントに投入した
場合の優位性を検討した。その概要を次章で紹介する。

3 . UBCベースの山元直結率発電

3. 1　UBC製造試験および燃焼試験
　インド褐炭のUBCプロセスへの適応性を確認するた
め，褐炭サンプルのラボ試験に加え，インドネシアにあ
るパイロットプラントにおいて製造試験を実施した。ま
たパイロットプラントで製造した10トンのUBC粉を日
本のボイラメーカに送り，燃焼試験を実施した。
　その結果， UBCプロセスによるインド褐炭の改質に問
題はないうえに，UBC粉の燃焼性は良好で超々臨界

（ultra super critical，以下USCという）ボイラでも問題
なく使用できること，さらに灰中未燃分が少ないことも
利点として確認できた。

図 3  褐炭生焚きボイラ（タワーボイラ）概略フロー
Fig. 3  Schematic flow of lignite fired boiler (tower boiler)
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3. 2　発電プラントへのUBCプラントの組み込み
　図 4 にUBCプラントを発電プラントに組み込んだ場
合の概略フローを示す。UBCプラントで製造された
UBC粉は約60℃に冷却された後にUBC粉サイロに貯蔵
され，そこからUBC粉供給ビンを通してそのままボイ
ラに投入される。そのため，発電プラント側では通常は
必要となる石炭粉砕ミルが不要となる。また，UBCプ
ラントではエネルギーとして蒸気と電力を必要とする
が，蒸気は発電プラントから一部が抽気され，また電力
は所内動力の一部として供給されることにより，全体を
統合したシステムとしてエネルギー効率の最適化を図っ
ている。
3. 3　発電効率の改善効果
　水分52％のインド褐炭をUBCプロセスにより水分ゼ
ロに改質し，熱量を2,830kcal/kg（HHV）から5,900kcal/kg

（HHV）まで上昇させることにより，USC発電設備の導
入が可能となる。
　従来の褐炭生焚き発電と比較した場合の発電効率の改
善は表 2 のとおりである。ケース 1 ，すなわちUBC設

備と亜臨界発電を組み合わせたケース（発電設備を従来
法と同等の亜臨界条件とした場合）における発電効率は
32.60％となり，従来法からの改善率は11.8％となる。一
方ケース 2 ，すなわちUBC設備と超々臨界発電を組み
合わせたケース（主検討ケース）における発電効率は
34.45％となり，対従来型からの改善率は18.2％となる。
ケース 1 ， 2 ともにUBC設備の稼動に必要な蒸気および
動力は後続の発電プラントより供給を受ける条件である。
　ケース 3 ，すなわちUBC製品（粉）を超々臨界発電
に投入し，UBC設備を稼動させるのに必要となる蒸気
および動力は別供給されるものと想定した場合の発電効
率は40.63％となり，従来法からの改善率は39.4％とな
る。
3. 4　褐炭使用量および排出CO 2 の削減効果
　1,000MW発電を想定した場合の従来法からの褐炭使
用量とCO 2 排出の削減効果は表 3 に示すとおりである。
ここでは，送電端での出力が同じとして比較している。
発電効率が上がり，（同量の発電を行うための）使用褐
炭量が少なく済むという効果から，CO 2 排出量が削減さ

図 4  UBCベース発電プラントの概略フロー
Fig. 4  Schematic flow of UBC based power plant

表 2  発電効率の改善効果
Table 2  Effect of improving power generation efficiency
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れる効果を生み出す。従来型の発電に比べて年間褐炭使
用量が約100万トン，CO 2 排出量が約100万トン，ともに
約16％の削減効果が期待できる。

4 . UBCベースの山元直結発電システムの利点

　褐炭生焚き発電に比較して，事前処理としてUBCプ
ロセスを活用した山元直結発電の利点をまとめると以下
のとおりである。
 （ 1 ）高効率発電が実現される

・高カロリーUBC粉を燃料として使用（全水分50％
以上の褐炭が全水分 0 ％に）

・高カロリーUBC粉は超々臨界ボイラ（USC）にて
問題なく燃焼

 （ 2 ）CO 2 排出量が少ない
・褐炭使用量が少ないため

 （ 3 ）操業費用が低い
・高効率発電（高効率発電設備の導入が可能）

 （ 4 ）鉱山寿命の延長
 （ 5 ）発電設備の投資額が低い

・通常大規模かつ高コストであるタワー型ボイラが不
要

・石炭微粉化設備が不要（燃料がUBC粉のため）
また，

・同等品位の一般炭に比べて水分が 0 ％のため，より
高い発電効率を有する

・より高い燃焼性を有するため，灰中未燃分が低い
という利点を有し，一般炭の代替になり得る。

むすび＝UBCプロセスは，褐炭という埋蔵量は膨大な
がら現状では限定的にしか利用されていない，いわば未
利用資源を有効活用するものである。
　世界のエネルギー需要が伸び続けているなか，高品位
炭の枯渇が懸念されている。かかる状況下，現状では未
利用の状態にある褐炭をUBCプロセスにより有効活用
することの意義は大きく，褐炭をそのまま使用して発電
を行う褐炭生焚き発電（限定的な地域で実施されている）
の場合と比べて発電効率が上がり，その結果CO 2 排出の
削減が可能となる。今後，インドなどの褐炭の賦存する
国において本技術の普及が大いに期待される。
　本稿で紹介したUBCプロセスの開発は，経済産業省/
JCOALの補助を受け，インドネシア政府機関の鉱物・
石炭技術研究・開発センター（tekMIRA）の協力の下
になされたものであり，またUBCベース山元直結発電
の検討はNEDO補助事業として実施された。ここに感謝
の意を表す。
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表 3  褐炭使用量およびCO 2 排出の削減効果
Table 3  Reduction of lignite consumption and CO 2  emission


