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UCG基礎実験の実施経緯
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小規模UCG実験
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人工炭層
UCG実験

小規模現場実験

リンキング/垂直同軸方式UCG 水平同軸方式UCG

UCG基礎実験の目的︓地下深部の石炭層を対象とするUCG実証実験
や商業生産を実施するために必要な技術開発や基礎データの蓄積

着火試験と環境モニタリングシステム

人工炭層
UCG実験
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（⽂科省科研費）



リンキング方式UCG

垂直同軸方式UCG

UCG基礎実験で対象としたUCG方式

水平同軸方式

傾斜同軸方式

 一般的なUCGのボーリング孔配置
 注入孔/生産孔/リンキング孔で構成
 安定した炭層での大規模UCGに適⽤
 注入・生産設備が分散

 注入孔と生産孔を共有
（ケーシングと注入管の二重構造）

 注入・生産設備の集約化
 小規模、短寿命

水平同軸UCG

 注入孔と生産孔を共有
 注入・生産設備の集約化
 我が国の炭層条件に適合
 中規模、⻑寿命
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リンキング方式と同軸方式の比較

項目 リンキング方式UCG 垂直同軸方式UCG 水平同軸方式UCG

燃焼/ガス化
領域

大︓リンキング孔の⻑さ
と直径に依存

小︓水平炭層では⻑さに
限界

大︓同軸孔の⻑さと
直径に依存

生産ガス成分 一酸化炭素、メタン、水素、二酸化炭素 など

生産ガス発熱量* 8〜12 MJ/m3 6〜8 MJ/m3 9〜11 MJ/m3

反応石炭量 0.8〜1.5 kg/h 0.6〜0.8 kg/h 1.4 〜2.3kg/h

生産ガス量 1.3〜1.7 m3/coal-kg 1.4〜1.7 m3/coal-kg 1.3〜2.1 m3/coal-kg

生産熱量 11〜21 MJ/coal-kg 9〜14 MJ/coal-kg 12〜23 MJ/coal-kg

ガス化効率 52〜66 ％ 40〜45 ％ 61〜71 ％

注入酸化剤の
適正酸素濃度

60% 以上
⾼い程生産ガスの窒素濃度
が低く発熱量が大きい

50% 以下
⾼い場合、注入管が溶断し奥部まで酸化剤が届かない

その他 掘削費⽤が嵩む 注入孔と生産孔を共有できるため、掘削費⽤低減

*窒素を含まない補正発熱量 4

 基礎実験により様々な項目を比較検討した結果
➡ 水平同軸方式UCGが最も効率的なUCG方式であることを確認。

 水平同軸方式UCGによる実証試験実施に向けての課題の克服
• 燃焼/ガス化領域の可視化、注入管の溶断防⽌、水素増産、生産ガス量等の予測
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水平同軸UCG基礎実験 計測/観測項目＆データ解析

石炭採取
試料作製

センサ埋設
機器設置

ガス化実験
70~100時間

消火
空洞充填

解体調査
データ解析

 基礎実験の流れ

 基礎実験の計測/観測項目
• 酸化剤（空気/酸素/水）注入量と酸素濃度
• 生産ガス流量（超⾳波流量計・窒素濃度による算定）
• 生産ガス成分（マイクロガスクロによる連続観測、30分〜1時間毎）

水素、一酸化炭素、メタン、二酸化炭素、酸素、窒素、エチレン、エタン 等
• 燃焼/ガス化領域の可視化
- 炭層内温度（⾼温⽤熱電対埋設 28点）
- AE（燃焼の拡大に伴う微小破壊⾳）（6~８点、発生頻度計測と震源解析）

• 実験終了後の燃焼/ガス化領域の観察（空洞への石膏溶液充填と解体調査）

 基礎実験のデータ活用
• UCG実証試験等の条件設計（シミュレーション）
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水平同軸UCG基礎実験の概要（人工炭層実験）

UCG実験炉UCG実験炉

UCG実験概念図UCG実験概念図

人工炭層試料の構成人工炭層試料の構成
生産ガスのフレアリング

UCG実験機器設置状況UCG実験機器設置状況



水平同軸UCG基礎実験の成果

 生産ガスの成分
・水素、一酸化炭素、メタン、二酸化炭素、窒素が主成分の低カロリーガス
・発熱量は4〜10MJ/m3（参考︓天然ガス40MJ/m3，プロパンガス99MJ/m3）

・酸化剤の酸素濃度が⾼い程発熱量も⾼い（窒素が相対的に少ない）
・ガス発電の燃料、水素製造などに利⽤可能
・CO2を排出

➡ CO2の分離/回収・カーボンリサイクルとの組み合わせが不可⽋

実験年度別生産ガスのガス成分と発熱量（窒素含む ）

石炭試料のC%と酸化剤酸素濃度

C%︓石炭に含まれる
炭素の割合（%）

C% 酸素濃度
(%) (%)

2016 78.4 50
2017 73.2 50
2018 55.3 45
2019 46.1 33
2020 61.5 33

年度
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 時間経過に伴う生産ガスの成分濃度の変化
 発達期︓注入した酸素の全てが消費されておらず、燃焼領域の発達が不

⼗分。反応石炭当たりの生産ガス量が暫時増加。水素や一酸化炭素など
可燃性ガス成分の発生が少ない。

 安定期︓酸素が全て消費され、燃焼・ガス化領域の発達が安定化し、生
産ガス量や成分濃度が安定。注入管を小刻みに移動させることで、成分
濃度の変化をより小さくできる。

 減衰期︓未反応石炭量の減少に起因して生産ガス量や可燃性ガス成分が
減少。

 安定期を⻑く継続させることが鍵 ➡ 酸化剤注入量の制御や注入管の移
動が効果的

STEP 3~16STEP 1~2 STEP 17~20

水平同軸UCG基礎実験の成果

実験中(2020年度）のガス成分濃度の変化

初期発達期

安定期

終末期

発達期 安定期 減衰期
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水平同軸UCG基礎実験の成果

同軸孔直上部温度の経時変化（2017年度） 同軸孔直上部温度の経時変化（2019年度）
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 燃焼/ガス化領域の拡大 － 温度変化から
• 同軸孔に沿って着火点から順次口元側に移動 ➡ 最⾼温度は1,200℃を超える
• 移動の速度は同軸孔の孔径、石炭の品位、酸化剤注入量等に影響

➡水平方向の移動速度は垂直方向の移動速度の２〜3倍程度早い（燃焼/ガス化空洞が紡錘形）

C%と燃焼領域水平移動速度の関係 C%と燃焼領域垂直移動速度の関係
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燃焼領域・ガス化領域の形状（同軸孔を含む横断面）

Ⅰ︓2018年度
同軸孔直径45mm
注入管溶断有り

Ⅱ︓2019年度
同軸孔直径76mm
注入管溶断有り

Ⅲ︓2020年度
同軸孔直径76mm
注入管溶断無し

水平同軸UCG基礎実験の成果

 燃焼/ガス化領域の拡大 － 解体調査から
• 1回の着火で拡大する燃焼/ガス化領域には限界がある

➡ 注入管を順次移動させることで拡大を継続させることができるが、⾼温による注入管の溶断により
不連続な拡大となる（燃焼/ガス化空洞が複数の⼭形を形成）

• 二重管方式の注入管（水冷方式）導入により、溶断を防⽌ ➡ 連続的な燃焼・ガス化領域を形成
• 燃焼/ガス化領域は同軸孔の直径に応じて拡大 ➡最大で同軸孔の直径の7倍程度の円形状（試料の大き

さにより制限されている）

溶断した注入管

二重注入管



 燃焼/ガス化領域の可視化
• 燃焼/ガス化領域の拡大・移動は熱電対による試料内

部温度の観測で把握可能
➡原位置では多数の熱電対を地下燃焼/ガス化領域

周辺に配置することは困難
• 試料内部の⾼温領域の移動は燃焼/ガス化領域の移動

を反映
• ⾼温領域の移動に伴い、発生するAEの震源も移動
• AEの発生箇所の移動を解析することで、燃焼/ガス

化領域の拡大/移動を可視化できる可能性
➡原位置でも実施可能

水平同軸UCG基礎実験の成果
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各実験ステップ毎の試料内部の温度分布（上）と

発生したAEの震源分布(下）

実験ステップの進⾏に伴うAE震源分布の重心位置の移動
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水平同軸UCG基礎実験の成果

 水素の増産
• UCG生産ガスから水素を分離/精製し、エネルギー源として活⽤

➡ 水素成分が多い程経済的に有利
• 酸化剤に水（水蒸気）を添加することにより水素増産を確認

C + H2O → CO + H2 （水蒸気ガス化）
CO + H2O → H2 + CO2 （水蒸気シフト反応）

• 水の添加は二重注入管の先端から水を放出することで実現
• 水添加量 注入酸素量︓水 ＝ １︓1.0〜1.5 （モル比）
• 2016〜2018年はブロック炭、2019, 2020年は人工炭層

人工炭層では試料作製時に水をより多く添加しているので、試料の含水量が多い ➡ 水素生産量が多い

実験年度毎の1時間当たり水素生産量
（2020年度は酸化剤に水を添加した結果）

実験年度毎の水素累積生産量

二重注入管による水（水蒸気）の注入

二重注入管

酸化剤

水 水蒸気

⾼温の燃焼領域



水平同軸UCG基礎実験の成果

注入酸素量と反応炭素量の関係 反応炭素量と生産ガスの関係

︓2016~2019年度実験結果
︓2020年度実験結果

（窒素を含まない発熱量）
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 基礎実験の結果から、反応⽯炭量、生産ガス量、生産ガス発熱量などの予測が可能

反応⽯炭量・生産ガス量の予測

・反応炭素量(kg/h) ＝0.85×注入酸素量(m3/h)

・反応石炭量(kg/h) ＝反応炭素量(kg/h) /C%×100

・生産ガス量(m3/h) ＝2.7×反応炭素量(kg/h)

＝2.3×注入酸素量(m3/h)

生産ガス発熱量の予測

（窒素を含まない量）
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水素製造

コージェネレー
ション

電気

熱

水素⾃動⾞

燃料電池

CO2（カーボンリサイクル）

電気

熱

現場実証実験条件のシミュレーション

毎時
発電量
kWh/h

70

精製
水素量*
Nm3/h

20 (33)or

石炭の発熱量30MJ/kg，C%＝70%

* (カッコ内）はCOと水蒸気
のシフト反応により生成す
る水素の量を加えた値。CO
の80%が反応すると仮定。

反応石炭量
kg/h

反応炭素量
kg/h

生産ガス量
Nm3/h

発熱量
MJ/Nm3

時間熱量
MJ/h

水素濃度
％

CO濃度
％

38 24 120 7.0 840 21 17

総注⼊量
Nm3/h

純酸素
Nm3/h

空気
Nm3/h

（酸素）
Nm3/h

(窒素)
Nm3/h

酸素濃度
％

83 13 70 28 55 34
注入条件

生産条件

利⽤条件

 基礎実験の結果から、目標とする利用条件が決まれば、生産条件、注⼊条件が決定できる

発電効率30%
1kwh＝3.6MJ

UCG実証試験概念図



検討すべき課題

 安全/確実な深部炭層着火法の開発
• 湧水の可能性のある孔内での着火 ➡ ポンプによる排水・加圧/乾燥
• 湿潤した石炭でも着火できる強⼒な熱源
• 数百メートル離れた⾒えない箇所での着火装置への点火と石炭への着火の確認

 水素分離/精製効率の向上
• 酸化剤を純酸素とCO2の混合気体に変更することで生産ガス中の窒素成分を排除（純酸素

の使⽤は同じ効果をもたらすが、酸素代が嵩むことと燃焼温度が上がりすぎる懸念）
• 分離回収する二酸化炭素の循環活⽤
• 水素分離・精製の前段でのCO改質とCO2の分離回収を⾏うことにより、水素濃度が80%

程度に増加 ➡ 水素分離/精製効率が向上（CO2分離回収後の処理流量の大幅削減）
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 燃焼/ガス化領域の拡大（線から⾯）
• 同軸孔周辺で燃焼/ガス化領域は最大どの程度まで

拡大するのか︖
➡ 炭層厚さを最大とする円形のケースでは2mの

炭層の場合同軸孔1m当たりの生産ガス最大量
は約16,000Nm3/h（実証規模の13倍）

• 更なる拡大が必要な場合には、右図のような分岐孔
を利⽤する複合同軸方式による面でのガス化を検討 分岐孔を利⽤する複合同軸方式


