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プロジェクト概要 

作成日 平成１５年７月７日 
施策(プログラム)名  
事業名 
(プロジェクト名) 

バイオマスエネルギー高効率転換技術開発 
「バイオマスの低温流動層ガス化技術の開発」 

プロジェ
クト番号 

01040

担当推進部室／ 
担当者 

エネルギー・環境技術開発室 

事業の概要 流動層による低温（600℃）ガス化技術を開発する。低温ガス化は高効率が期待できるもの

の連続運転を阻害するタールが大量に発生する。炉内タール低減を目的に、タール吸収・

分解機能を有する多孔質粒子の探索・開発を行う。 

1.事業の目的・政策
的位置付けにつ
いて 

バイオマスの高効率転換技術開発は、地球規模の環境問題解決へ国際的にも大きく貢献で

きる技術開発要素を有しており、わが国の国際競争力を確保する上で極めて重要性が高い。

また、2010年のバイオマスエネルギー導入目標を達成するためには、早期の取り組みが必
要であり、緊急性が極めて高いものと判断される。従って、この分野における産学官によ

る共同研究開発体制のなかで本事業を緊急かつ優先的に行うことが環境調和型の健全な経

済産業活動に大きく貢献できるのもと考えられる。 

2.研究開発マネージ
メントについて 

【事業の目標】 

・生成ガス中タール濃度 10 mg/Nm3以下[バイオマス処理量 100 t/d規模（実機規模）、ガ
ス化温度 600℃、生成ガスドライベース] 
・冷ガス効率 75％以上[バイオマス処理量 100 t/d規模（実機規模）での計算] 
・ガス化炉におけるアルカリ挙動解析 

【事業の計画内容】 タール吸収・分解性能を有する多孔質粒子を流動層の流動媒体として用い、ガス化炉から
排出するタールの抑制技術を開発することによって、低温でのバイオマスガス化を実現す

る。気泡流動層（内部循環型）および循環流動層を対象に、小型ガス化試験装置（ベンチ

規模）でのガス化試験によって、低温ガス化に適した多孔質粒子の探索を行う。また、大

型ガス化試験装置（パイロット規模）のガス化試験も行い、タール排出抑制効果の確認、

冷ガス効率検討への基礎データを取得する。また、要素研究を大学で行い、タール吸収や

タール二次分解といった個々の現象を解明する。 

（単位：百万円） H13fy H14fy H15fy H16fy H17fy 総額 

（当初） 3 116 119 133 84 475特会 
（高度化） （実績） 3 115   

（当初） 3 116 119 133 84 475

【事業の開発予算】 

総予算額 
（実績） 3 115   

【開発体制】 経済省担当原課     資源エネルギー庁新エネルギー対策課 
運営機関        新エネルギー・産業技術総合開発機構 
委託先         出光興産株式会社 
            独立行政法人産業技術総合研究所 
再委託先        群馬大学、新潟大学、岐阜大学 

【 情 勢 変 化 へ の 
対応】 

『バイオマス・ニッポン総合戦略』の策定、RPS 制度におけるバイオマス発電の対象エ
ネルギーとしての明記が行われた。 
実用化をより確実にするため、生成ガス洗浄プロセスについて、再度調査を行い、必要で

あれば、テーマ化して開発を行う。 

【 今 後 の 事 業 の 
方向性】 

多孔質粒子とタールの接触状態を良好にすることによって、現在得られているタール濃度

値をさらに低減し、平成１５年度中に中間目標を達成する。 
多孔質粒子によるタール分解効果を高めるため、多孔質粒子の組成調整や金属担持等の改

良を行い、低温ガス化に適した多孔質粒子を探索する。 
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3.研究開発成果 ・溶媒吸収によるタールの捕集法、アミノカラムによるタールの捕集法、捕集タールの分

析方法を確定した。 
・気泡流動層型小型試験装置でのガス化試験において 20 g/Nm3以下のタール濃度目標に

対し、バイオマス/多孔質粒子接触条件、バイオマス粒径、多孔質粒径等に関する影響評価
およびタール低減への対策検討（炉の改造等）を行い、現在、52 g/Nm3までタールを抑え

ることが可能となった。多孔質粒子を用いない場合のタール排出量（210 g/Nm3）を基準

にすると、目標とするタール低減量（210―20＝190 g/Nm3）に対し、83%のタール除去率
を達成している。今後、層高変化による滞留時間延長等により、多孔質粒子とタールの接

触機会を増やし、平成１５年度中にタール中間目標値を達成する。 
・循環流動層タイプのガス化試験では、600℃でタール濃度 20 g/Nm3台の値が出ており、

目標値に近いタール濃度値を得ることができた。この程度まで、タール除去を行うと、残

ったタール（生成ガス中タール）は BTX主体の軽質タールであることがわかった。これま
でライザー中の粒子ホールドアップが 0.5%以下であったが、平成１５年度中に多孔質粒子
初期充填量の増加、ライザー内への邪魔板設置などによる粒子ホールドアップ増加により

一層のタール排出抑制を行い、中間目標値を達成する。 
・気泡流動層（内部循環型）大型試験装置でのガス化試験の結果、多孔質粒子のタール低

減効果が確認された。また、多孔質粒子を流動媒体とすることで、燃焼室での層

内燃焼率を大幅に向上させ、それによって燃焼熱を有効にガス化熱源に利用

でき冷ガス効率の向上が図れる事実が今回の試験で確認できた。  
・要素研究では、木質バイオマスの熱分解特性、多孔質粒子の保持特性、流動層内アルカ

リ挙動等について基礎的知見を得、上記各試験結果の検討に寄与した。 
 特許  2件（出願準備中）、   発表 26件 
4. 実用化、事業化 

の見通し 
熱電供給における事業規模のイメージは、バイオマス供給量 50～100t/d で発電量 2,000
～4,000kWを想定している。燃料として木質系バイオマスを用いるが、実用化に際しては、
取引価格の安いものから優先的に使用されると考えられる。すなわち、建築廃材、おが粉、

バーク、皮付きチップ、背板といった順番になっていく可能性が高い。 
事業化を行う際は、ガス化・洗浄・発電といった技術的要素に加え、木質系バイオマス

の供給やプラントの経済性も把握する必要がある。そこで、正味現在価値法を用いて、「バ

イオマスガス化事業」の経済性について試算した。600℃で多孔質粒子を用いた場合と
800℃で珪砂（非多孔質粒子）を用いた場合について、採算性があると判断される場合の
バイオマスの購入上限価格を比較した。600℃で多孔質粒子を用いる場合と 800℃で珪砂を
用いる場合の設備費、設備補修費、ランニングコスト等は同じと仮定した。 
試算の結果、年間使用できるの多孔質粒子の費用に上限はあるが、それ以下では、多孔質

粒子を用いた場合のほうが、より高いバイオマスを購入しても事業は成り立つと判断され、

バイオマス利用がより促進されものと考えられた。今回の試算の場合、多孔質粒子を用い

た場合に有利となる多孔質粒子費用の上限は、約 7,000万円/年であるが、これ以下に多孔
質粒子費用を抑えることは、十分可能と考えられる。この費用以下では、低温ガス化に伴

う効率向上による売電代・売熱代の収入アップは、多孔質粒子代による支出を上回り、低

温ガス化が有利であるとの結果であった。多孔質粒子の低コスト化・長寿命化を図れば、

その代金は安くなり、さらに経済的に有利となる。 
評価履歴 なし 

実施時期 平成１５年度中間評価実施予定 

5.評価に関する事項 
【評価実施時期】 
【評価項目・評価基準】 評価予定 

評価項目・評価基準 標準的評価項目・評価基準 
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バイオマスエネルギー高効率転換技術開発 
「バイオマスの低温流動層ガス化技術の開発」（中間評価） 

評価概要（案） 
１．総論 
１）総合評価 
カーボンニュートラルであるバイオマスを原料とした低温で効率的なガス生産は、
化石燃料資源の温存と CO2 放出削減の両面から社会的要請のある研究開発として位
置付けられる。したがってＮＥＤＯ の関与により、適切な民間企業および大学等に
よる共同開発を行うことは有意義である。 
これまでに、多孔質粒子の介在によりガス化炉のタール形成が抑制されることを
確認し、循環流動層では中間目標のタール濃度の水準を達成しているが、技術開発
の主目的に挙げている多孔質粒子の開発は、目的達成のためのアプローチが不十分
である。本プロジェクトでは、現段階で開発の主眼点はガス化技術およびガス化装
置の開発には置かれていないと認識されるため、必要とする高機能の多孔質粒子の
特性などの開発が重要課題と位置付けられる。 
今後は、プロジェクト全体の研究開発目標に則して、プロジェクトにおける各グル
ープの研究目標と、プロジェクトに対する役割を果たすべく、各グループ間で研究の
進展状況を常時検討、評価しながら、プロジェクトを合理的に推進する必要がある。 
 
２）今後に対する提言 
本プロジェクトの目標が多孔質粒子（吸着剤）の開発であるので、多孔質粒子の系
統的探索、吸着および再生（燃焼）挙動とそのメカニズムの解明、ベンチ装置による
吸着、再生試験による多孔質粒子の性能評価および最適多孔質粒子候補のパイロット
プラントを使用した試験などの研究開発目標と研究開発項目に応じて計画を進めて
いくことが重要である。 
多孔質粒子のプロセスへの適用性を念頭において、ベンチスケールおよびパイロッ
ト試験の位置付けと役割の明確化、反応解析やアルカリ挙動解析等の役割と研究目標
設定、パイロットスケールによる 600℃ガス化炉での多孔質粒子の性能評価などを行
うことが重要である。また、気泡流動層タイプと循環流動タイプを検討した成果とし
て、それぞれの利点と欠点について、対象とするバイオマスの種類や性質との関連で
明確にすべきであろう。 
 
２．各論 
１）事業の目的・位置付け 
バイオマスからの低温条件での効率的なガス生産は化石燃料資源の温存と CO2 放
出削減の両面から重要であり、社会的要請のある研究開発としてＮＥＤＯが関与する
プロジェクトとして妥当である。 
ただし、本プロジェクトでは、現段階で開発の主眼点はガス化技術およびガス化装
置の開発には置かれていないと認識されるため、必要とする高機能の多孔質粒子の特
性などの開発が重要課題と位置付けられる。また、ガス化炉形式に関しては、気泡流
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動層への応用を主として、循環流動層への適用を考慮した多孔質粒子の開発を進める
ことが望ましい。さらに、最終研究目標もプロジェクト全体の目標に明確に対応した
目標に変更する必要がある。 

 
２）研究開発マネジメント 
他にあまり例のない 600℃という低温で高効率ガス化を試み、生成するタール除去
のために有効な多孔質粒子を開発することは意義がある。 
技術開発の主目的としてガス化に際して生成するタールを吸着･分解する多孔質粒
子の探索･開発を挙げているが、現段階ではその主目的に対するアプローチが不十分
である。また、気泡流動層と循環流動層の２形式のガス化炉を用いてパラレルに検討
を進めているため、各開発主体の相互の議論を活発に行いながら、タール吸着機構な
ど両者の違いの比較検討を今後も継続していくことを期待する。 
プロジェクト全体の研究開発目標に則して、プロジェクトにおける各グループの研
究目標と、プロジェクトに対する役割を果たすべく、各グループ間で研究の進展状況
を常時検討、評価しながら、プロジェクトを合理的に推進する必要がある。 
 
３）研究開発成果 
成果判断の基準となるタール濃度･成分の分析手法を確立し、多孔質粒子の介在に
よりガス化炉のタール形成が抑制されることを確認し、循環流動層では中間目標のタ
ール濃度の水準を達成している。しかし、既存のガス化燃焼炉など内部循環型気泡燃
焼炉は既に実用化済みのものであり、装置側の課題は提案対象外とされている上に、
肝心の多孔質粒子の探索･開発のためのデータが少ない。 
今後は、多種類にわたる多孔質粒子を用いて特性の評価、改良により重点をおいた
研究開発を行うべきである。特に、多孔質固体の細孔構造特性と揮発分保持特性の関
連を明確にすることが重要である。一方、気泡流動層と循環流動層の２形式のガス化
炉を用いてパラレルに検討を進めているが、２形式の結果の相互関係に関する考察を
十分に行うことを望む。 

 
４）実用化・事業化の見通し 
本プロジェクトは、ガス化炉の全く新しいプロセスの開発を目指しているわけでは
ないので、より優れた多孔質粒子の開発に成功し、小規模実機までのスケールアップ
が達成され、かつ経済性が成り立てば実用化できると判断される。技術面では、ター
ル分の効率的分解除去を行える優良な多孔質粒子の開発が焦眉の急である。多孔質粒
子の改良点を明確にすること、大学委託研究成果を効果的に反映させることなど一層
の努力が必要である。経済性面では、廃棄物となる間伐材の利用可能性の検討も含め
て、木質バイオマスの利用のためのコストを明確化することが重要である。 
本プロジェクトの目標は多孔質粒子（吸着剤）の開発であるので、多孔質粒子の系
統的探索、吸着および再生（燃焼）挙動とそのメカニズムの解明、ベンチ装置による
吸着、再生試験による多孔質粒子の性能評価および最適多孔質粒子候補のパイロット
プラントを使用した試験などの研究開発目標と研究開発項目に応じて計画を進めて
いくことが重要である。 
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評点結果 
 

1 .4
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1 .3

2.0

0.0 1 .0 2.0 3.0 

４．実用化・事業化の見通し  

３．研究開発成果  

２．研究開発マネジメント  

１．事業の位置付け・必要性  

平均値

 
 

評価項目 平均値 素点（注） 

１．事業の位置付け・必要性について 2.0 Ｂ Ｂ Ｂ Ａ Ｂ Ｂ Ｃ Ｂ
２．研究開発マネジメントについて 1.3 Ｃ Ｃ Ｂ Ｂ Ｃ Ｃ Ｃ Ｃ

３．研究開発成果について 1.6 Ｃ Ｂ Ｃ Ｂ Ａ Ｂ Ｃ Ｃ

４．実用化・事業化の見通しについて 1.4 Ｃ Ｃ Ｂ Ｂ Ｂ Ｃ Ｃ Ｃ
（注）A=3、B=2、C=1、D=0として事務局が数値に換算し、平均値を算出。 
 
 ＜判定基準＞ 
(1)事業の位置付け・必要性について (3)研究開発成果について 
・非常に重要          →A
・重要             →B
・概ね妥当           →C
・妥当性がない、又は失われた  →D

・非常によい         →A 
・よい            →B 
・概ね妥当          →C 
・妥当とはいえない      →D

(2)研究開発マネジメントについて (4)実用化・事業化の見通しについて 
・非常によい          →A
・よい             →B
・概ね適切           →C
・適切とはいえない       →D

・明確に実現可能なプランあり →A 
・実現可能なプランあり    →B 
・概ね実現可能なプランあり  →C 
・見通しが不明        →D

 


