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１．事業の位置付け、必要性 
   事業の背景、実施項目と目的 

背景 

実施項目 
と 

目的 

１．コールバンクの拡充 
  コールバンクの維持・管理を推進するとともに、今後とも日本では多種の

石炭を使用することが予想されるなか、さらに炭種数を拡充し微量元素の
データも加える。 

２．石炭中微量元素の分析方法の確立・規格化 
  規格化された方法によりコールバンクデータベースの拡充する。 

３．石炭燃焼排ガス中の微量成分測定方法の開発と規格化 
  揮発性の高いホウ素及びセレンに注目しこれらのガス中測定方法を確立・

規格化し、日本発の技術として世界へ発信する。 
４．石炭燃焼プラント内ホウ素及びセレンの挙動調査【H２３年度～】 

  上記で開発した手法を活用しプラントでの実測等により微量元素挙動を解
明する。 

５．情報収集 
  水銀を中心に排出抑制技術や規制動向等の調査を行う。 

１．100炭種の石炭を保管し一般分析値とともに試料を提供するコー
ルバンクが存在し、その活用は日本のCCT技術の発展、石炭研
究者間の交流に寄与してきたが、微量元素のデータはない。 

２．石炭中微量元素の分析方法の国内・海外規格はない。 
３．石炭燃焼排ガス中の微量成分測定方法は規格として存在しな

いかあっても精度が低い。 

事業原簿 １頁 
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１．事業の位置付け、必要性 
   「エネルギーイノベーションプログラム」内の枠組み変更 

旧枠組み 

計画変更（2010年3月） 

「戦略的石炭ガス化・燃焼技術開発（STEP CCT）」  
石炭利用プロセスにおける微量成分の環境への影響低減手法の開発 

次世代高効率石炭ガス化技術開発 

(1) 微量成分の高精度分析手法の標準化に資するデータ蓄積  
(2) 高度除去技術  

研究開発項目① 

研究開発項目② 

「ゼロエミッション石炭火力技術開発プロジェクト」  
① ゼロエミッション石炭火力トータルシステム調査研究 
② ゼロエミッション石炭火力基盤技術 

研究開発項目(1) 革新的ガス化技術に関する基盤研究事業 
研究開発項目(2) 次世代高効率石炭ガス化技術開発 
研究開発項目(3) 石炭利用プロセスにおける微量成分の環境への影響低減手法の開発 

⑤ 革新的CO2回収型石炭ガス化技術開発 
④ 燃料電池対応型石炭ガス化複合発電最適化調査研究 
③ クリーン・コール・テクノロジー推進事業 

ア）微量成分の高精度分析手法の標準化に資するデータ蓄積  
イ）高度除去技術  

ア）CO2回収型次世代IGCC技術開発 
イ）石炭ガス化発電用高水素濃度対応

低NOx技術開発 

事業原簿 ８頁 
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１．事業の位置付け、必要性 
   成果の意義 

データベースと試料の提供により 
－国際競争力のある基礎的な技術

開発の加速 
－技術シーズの発掘に資する 

項目 効果 

微量成分の分析精度の向上 
－我が国の手法が国際標準となる

ことで技術開発の競争力強化に
資する 

－標準化により我が国の手法が 
  普及する 
－ホウ素・セレンの燃焼時の挙動 
  解明に資する 

コールバンクの 
拡充 

石炭118炭種のデータベース 
微量成分118炭種のデータベース 
石炭試料の提供 

石炭中微量成分の 
分析手法の規格化 

ガス状ホウ素・
セレンの 

高精度分析手
法の開発 

ISO化  JIS化 

－ホウ素・セレンの対策技術開発 
  に貢献 

石炭燃焼プラント
内ホウ素及びセ
レンの挙動調査 

プラントでの実測 

ISO化  JIS化 

事業原簿 ２頁 
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１．事業の位置付け、必要性 
   事業の目標 

項   目 最終目標 
（H25年度末） 

中間目標 
（H22年度末） 

目標設定の根拠 

コール
バンク

の 
拡充 

 
収集石炭数 
石炭データ 
微量データ 
（産総研法） 

 
118炭種 
118炭種 
118炭種 

 
109炭種 
109炭種 
109炭種 

H18年度末時点でコールバンク100炭種
収集済。本事業にて18炭種収集。石炭
データ、微量元素分析データとも全収集
炭種に対し分析。微量元素データはフッ
酸を使用しないマイルドな試料分解とICP
法の組合せ（産総研法）で分析する。 

石炭中微量成
分の分析手法
の開発（産総

研法）と規格化 

ISO 
 
JIS 
 

規格案策定 
 
JIS化 

ISO提案 
 
石炭・コー
クス化委員
会への提案 

H22年度までは分析法開発とISOへの提
案とし、以降継続して規格化を目指す。ま
た、並行してJIS化を行う。規格化にかか
る時間を考慮し、ISO化の目標は完了で
はないが、可能であれば前倒する。 

ガス状B・
Seの測定
方法の 
開発と 
規格化 

Se 
 
 
 
B 
 

ISO 
 
JIS 
 
ISO 
JIS 

ISO化活動 
WD作成等 
JIS化 
 
 ― 
JIS化 

提案準備 
 
 
 
NWI提案 
原案作成 

測定法開発を実施し、開発の目処がたっ
た段階で規格化活動を本格化させる（規
格化提案準備・提案・交渉等）。ISO化に
かかる時間を考慮しH25年度末もSeの
ISO化は継続中と想定する。H20年度の
NWI提案でBのISO化への認識が低かっ
たためBのISO化は目標を設定しない。 

H23年度～H25年度の延長期間にて、ホウ素、セレンの石炭燃焼プラントでの実測および挙
動検討を行うこととした。 
事業原簿 ４頁 
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２．事業の推進体制 

NEDO 

（財）石炭エネルギーセンター （財）電力中央研究所 出光興産（株） 

（独）産業技術総合研究所 

プロジェクトリーダー 
鹿児島大学  大木 章 教授 

技術ワーキング 

委託 委託 委託 

共同実施 

１．コールバンクの拡充 
２．石炭中微量成分の分析

手法の開発と規格化 

１．ガス状ホウ素および
セレンの測定方法の
開発 

２．分析方法の規格化 
３．動向調査 

１．分析方法の実ガス
への適用性評価 

２．分析方法の規格化 
３．動向調査 

・技術ワーキングでは事業推進者の他、外部識者も参加し、事業の運営管理に反映させている。 
・分析方法の規格化（ISO化、JIS化）では、ISOとのパイプを持ち、規格化の経験を有する団体
の中に委員会を設置し、規格化に関する審議や規格化の活動を行っている。 

事業原簿 ６頁 

公開 
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3．研究開発成果 
   これまでの達成度 

項   目 最終目標 
（H25年度末） 

中間目標 
（H22年度末） 

成果/達成状況 

コール
バンク

の 
拡充 

 
 
収集石炭数 
石炭データ 
微量データ 
 （産総研法） 

 
 

118炭種 
118炭種 
118炭種 

 
 

109炭種 
109炭種 
109炭種 

 
 
109炭種 
109炭種 
 97炭種 

収集した炭種数及びその石炭
の分析については中間目標を
達成。微量元素データ取得（産
総研法）は、データの検証・精査
に時間を要しH22年度末は97炭
種となるが、来年度以降はその
年度までの予定数を実施する。 

石炭中微量成
分の分析手法
の開発（産総
研法）と規格化 

ISO 
 
JIS 
 

規格案策
定 
JIS化 

ISO提案 
 
石炭・コーク
ス化委員会
への提案 

産総研法がISOガイダンス（ISO23380）とし
て制定された。 
JISCの委託を受けた石炭・コークス規格
委員会においてJIS規格制定の方向性が
確認された。 

ガス状B・
Seの測定
方法の 
開発と 
規格化 

Se 
 
 
 
B 
 

ISO 
 
JIS 
 
ISO 
JIS 

規格案策
定 
JIS化 
 
 ― 
JIS化 

提案準備 
 
 
 
NWI提案 
原案作成 

ガス状Se及びBとも測定方法を確立した。
BのISO化に向けNWIとして提案を実施した。
SeのISO化については本年度中に提案の
予定（Seについては計画を1年前倒し）。B
のJIS化について、JIS原案を作成した。Se
のJIS化について、改定または新規作成に
向け現行JIS作成機関との交渉に入った。 

事業原簿 １０頁 
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3．研究開発成果  
   (a) コールバンクの拡充 

石炭原料 

－５０mm 

粗粉砕 
－５mm 

縮 分 

中粉砕 
－１mm 

微粉砕 
－１００mmesh 

点線内の作業は全て 
不活性ガス雰囲気中で行う 

２分割 

ラミネートパック（約100ｇ） 

or 

ラミネート包装機 

コールバンク 
石炭標準試料供給システム 

 日本で入手可能な世界の石炭１０９種を保有 
 一般分析データ、微量元素分析データをデータベース化 
 標準研究への活用、石炭研究機関への配布 

事業原簿 １１頁 

公開 
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3．研究開発成果  
   (a) コールバンクの拡充 
       コールバンクの現況（試料炭の提供） 

試料 
平成２２年度末 

  米国炭    １０炭種  中国炭     ２０炭種 
  豪州炭    ３１炭種 インドネシア炭 ２２炭種 
  ロシア炭     ７炭種 南アフリカ炭   ７炭種 
  ベトナム炭   １炭種 カナダ炭     ３炭種 
  コロンビア炭  ２炭種 日本炭      ５炭種 
   EU炭         １炭種    の合計１０９種を保管。 

従来のコールバンク（１００炭種）に加え、近年使用が増加している亜瀝青炭
などを９炭種追加。 
元素分析、工業分析、マセラル分析、灰の組成・性状分析等のデータベース
を構築。 
Brain-CプログラムのフォローアップおよびSTEP-CCT関係試験研究機関の
ニーズに応じて配布。 
銘柄ではなくSSナンバーで管理。 

 

供給形態 
粒 度：－５mm、－１mm、－１００メッシュ 
重 量：約１００ｇ 
容 器：ラミネートパック 

事業原簿 １１頁 
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3．研究開発成果  
   (a) コールバンクの拡充 
       コールバンクの現況（分析値の提供） 

• データベースの利用方法 
 一般分析値のデータベースについては、ＪＣＯＡＬに所定の

申込をしたうえでパスワード発給を受け、ウェブサイトから
アクセス可能である。現在拡充を行っている微量成分の分
析データは、これが蓄積され、技術的にも問題ないと判断
される時期に内容や方法を関係機関と協議して公開する
予定。 

• 分析値の提供（ＪＣＯＡＬ） 
登録ユーザー数：４０７ユーザー（暫定数） 

• 試料提供件数（ＡＩＳＴ） 
平成１７年度：２２０検体 、平成１８年度：１８１検体 
平成１９年度：４５８検体 、平成２０年度：２０２検体 
平成２１年度：１４５３検体、平成２２年度：１５０検体（暫定数） 

事業原簿 １１頁 

公開 
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3．研究開発成果  
   (b)石炭中微量成分の分析手法の開発と規格化 
       石炭中の微量成分分析手法 

石炭中微量元素の分析方法の標準化 

・マイクロ波照射酸処理法＋ICP-AES/MS 

 フッ酸を使わないマイルドな前処理法（低環境負荷） 
 フッ酸を用いる従来法より回収率の点で有利な分析が可能 
・国際標準法としてＩＳＯ提案  

→ 分析ガイダンスISO23380:2008に採択 （2008年10月発行） 

ICP-AES(OES): 誘導結合プ
ラズマ発光分光分析 
 
ICP-MS: 誘導結合プラズマ
質量分析 

ICP-AES/MS HNO 3 +HCl+HF 
HNO 3 +HClO 4 +HF 

乾式酸化分解法 
 （燃焼に より石炭を灰化、 アルカリにより灰を溶融し、硝酸で溶解） 

湿式酸化分解法 
 （ HClO 4 ,HCl, HF,H 2 SO 4 ,H 3 BO 3 等複数の酸を用い石炭を完全に分解） 

  従来 の 石炭処理法 の 問題点 
感度→低 
効率→低 

マイクロ波支援 分解法 
従来の分解用試薬： 

強酸（フッ酸）が必須 
腐食の問題、感度が低い 

分析時の塩素の干渉 

HNO 3 /H 2 O 2 or HNO 3 

マイクロ波加熱を援用したフッ酸 
を用いない穏和な処理法の確立 

フッ酸不要 

事業原簿  
１４頁 
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3．研究開発成果  
   (b) 石炭中微量成分の分析手法の開発と規格化 
       石炭中微量成分の分析方法（産総研法） 

マイクロ波照射酸処理法＋ICP-AES/MS 
– フッ酸（HF）を使わなくても 
   多くの微量金属の定量分析を可能とした 

ICP-AES(OES): 誘導結合プラズマ発光分光分析 
Inductively coupled plasma atomic emission spectrometry 
(optical emission spectrometry) 
ICP-MS: 誘導結合プラズマ質量分析 
Inductively coupled plasma mass spectrometry 

12 
事業原簿 １４頁 
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3．研究開発成果  
   (b) 石炭中微量成分の分析手法の開発と規格化 
       石炭中微量成分の分析方法（産総研法） 

第１周期： なし 
第２周期： Li, Be, B, F  
第３周期： Cl 
第４周期： Ti, V, Cr, Mn, Co, Ni, Cu, Zn, Ga, Ge, As, Se, Br 
第５周期： Rb, Sr, Zr, Mo, Cd, Sn, Sb, I 
第６周期： Cs, Ba, Hf, Ta, W, Hg, Tl, Pb, Bi  

赤字は本法で検討した微量元素（19個） 

マイクロ波支援分解法＋ICP-AES/MS（産総研法） 
ふっ酸を使わなくても多くの微量金属の定量分析を可能とした 

Eschka法＋水素化物生成冷蒸気原子吸光法（HGAAS）  
→ As, Se, Sb（米、豪など、最大３種） 

灰のHCI+HNO3+HF 分解と原子吸光法（AAS） 
→ Ba, Be, Cr, Co, Li, Mn Ni, Pb, Sr, V, Zn （米、豪など、最大11種）  

灰のHCI+HNO3+HF分解等とICP-AES/MS法 
→ As, Be, Bi, Cd, Cr, Co, Cu, Mn, Mo, Ni, Pb, Sb, Th, U, V, Zn（米、豪など最大16種） 

海外において国内標準とされる代表的な多成分同時分析法 

事業原簿 １４頁 

公開 



3．研究開発成果  
   (b) 石炭中微量成分の分析手法の開発と規格化 
       石炭中の微量成分分析 

石炭中の微量成分分析の手順 
① 石炭を粉砕し、適量を採取 
② 試薬（酸、アルカリ）を加え分解・完全溶液化 
③ 分析装置に溶液を注入、測定 

従来法には課題が多い 

従来の石炭溶液化手順の課題 
・ 比較的安全な試薬を使用する方法は感度が低い 
・ マイクロ波加熱により分解効率を高める方法でも腐食性の高い試薬※が必要 
・ 標準化がされていない 

産総研（AIST）法の利点 

・産総研法 マイクロ波利用石炭前処理法＋誘導結合プラズマ(ICP)法  
・安全性   マイクロ波加熱を応用し、腐食性の高い試薬を使用せずに石炭を分解可能 
・高感度  従来の方法より、高感度の分析が可能 

※：フッ酸（HF）、過塩素酸（HClO4）など 

本事業での位置づけ 

産総研法による石炭の 
微量成分分析の実施 

① コールバンクの微量成分分析値としての利用 
② 微量成分分析のデータを蓄積するなかで、データの検
証等を行い、ISO化・JIS化に資する 

事業原簿 １４頁 
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3．研究開発成果  
   (b) 石炭中微量成分の分析手法の開発と規格化 
       前処理の手法 

マイクロ波支援石炭分解 
0.1 g 石炭 ＋ 5ml HNO3＋1ml H2O2＋0.1 ml HF  
                     または 5ml HNO3 ＋1ml H2O2 
 
  

100 テフロン 容器 

Max 220-240 ℃、20-40 bar 
1 時間 

Max 245 ℃（IR)、70-80 bar 
1 時間 

ろ過 
(0.4 μm size) 

ろ過後 
溶液 

蒸発  
(IR lamp) 

残留物 

 希硝酸 
（１M or 0.1M) 

溶液 

   石英容器 
（HF添加の場合は不可） 

分析用溶液 

分解液 

(Multiwave 3000, Perkin Elmer) 

ICP-AES （Optima 4300DV, 
Perkin Elmer） 
 
ICP-MS （Agilent 7500a) 

希釈係数：  
 300 (ICP-AES) 
 3000 (ICP-MS)  

事業原簿 １４頁 
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3．研究開発成果  
   (b) 石炭中微量成分の分析手法の開発と規格化 
       標準試料SRM1632c中の微量金属の分析結果 

フッ酸(HF)の
添加が不要 

上図にある元素にHgを加え、19元素について、コールバンク データベースに収
めている。ただし、V, Rb, Sr, Csは現時点で参考値 。 

事業原簿 １４頁 

公開 
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3．研究開発成果  
   (b) 石炭中微量成分の分析手法の開発と規格化 
       ISO23380:2008の発効経緯  

2008年10月2日付で ISO23380:2008発行 
– Selection of methods for the determination of trace 

elements in coal 

2005年 産総研法を ISOへ新業務項目（NWI)として提案。 

この時点で、石炭中微量元素の分析ガイド（HFを使用した方法、 
ISO23380  Annex A）があり、すでにWDの段階にあったため、産総研法
（非HF法）をISO23380の中にAnnex Bとして、合体することとなった。 

METI/標準化研究に関する委託事業 
⇒ 本事業に引き継がれた 

交渉・駆引き 
産総研法という特定な方法だけを取扱うAnnex Bの削除 
他の方法付記等の内容修正によるAnnex Bの復活 

2007年 

今後のISO化の本規格化およびJIS化に向けた活動の基盤が得られた 
日本主導でISO化を行うことによって、その分析法を利用した研究開発・技術開発にお
いても主導的に進めることが可能となる。また、JIS化はISO化の後ろ盾となることを強く
感じており、JIS化も積極的に取り組んでいる。 
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3．研究開発成果  
   (b) 石炭中微量成分の分析手法の開発と規格化 
       本事業の将来展開 

ISO23380:2008の本規格案策定 
関係機関によるクロスチェック 

•産総研コールバンクからの共通試料の活用 
•米国・豪州・オランダ等の各国機関との研究協力 
•ラウンドロビンテスト 
 

JIS規格化への活動 
ロッテルダム会議の議論から 

•国内規格の後ろ盾重要 
•国内の関係研究機関との連携 

石炭・コークス規格委員会（事務局：JCOAL）にお
いて、JIS化に向け活動するとの合意がなされた 
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3．研究開発成果  
   (c) ガス状微量成分の高精度分析手法の開発 

石炭中微量成分とガス状B、Seの分析・測定技術開発のポイント 

※：分析法で溶液中のホウ素、セレンの濃度
測定には、主にICP-AESを用いる。 

ポイント １ 

固体を採取 

石炭中の微量元素 

一部はガス状のまま、 
湿式脱硫装置へ 

ガス状の 
微量成分 

燃焼 

燃焼での蒸発、 
灰粒子の生成 

固体を採取 

ガス状の微量成分を溶液に吸収させる 

吸収液、 
ガス配管 

石炭と無機成分 

蒸発 

固体 

液体 Minerals 

C 
O - Na + 

OH 

OH 
C 

石炭と無機成分 

蒸発 

液体 

固体 

ガス状の微量物質 

石炭の灰 

- 

Minerals 

C 
O- - Na+ 

OH 

OH 
C 

石炭と無機成分 

蒸発 

液体 

固体 

ガス状の 
 微量物質 

石炭の灰 

- 

吸収液と、ガス配管の前処理 

固体（石炭・石炭灰）の 
微量成分分析 

ポイント ２ 

一部は、 
灰に 

ICP-AES(OES)：誘導結合プラズマ発光分光分析 
Inductively coupled plasma atomic emission  
Spectrometry (optical emission spectrometry) 

ICP-MS：誘導結合プラズマ質量分析 
Inductively coupled plasma mass spectrometry 

固体試料の分解・溶液化 

ガス状微量物質の 
サンプリング・前処理 
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 ガス状セレンの測定法について 
 平成18年度NEDO調査研究「石炭利用プロセスにおける環境へ

の影響低減手法の調査／計測・分析手法に係る調査 」の成果 

ガス状セレン公定法を燃焼排ガスへ適用した際、十分な精度が
得られない。 

 高度測定手法の開発・標準化のために必要な項目 

 公定法の問題点の明確化 
 その問題点の対策技術の検討 
 燃焼排ガスへの適用性 
 標準化に資するデータ蓄積 

3．研究開発成果  
   (c) ガス状微量成分の高精度分析手法の開発 
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 ガス状セレンの測定法について 
 模擬燃焼排ガス発生装置（セレン） 

 ガス状セレン発生方法 
SeO2標準液の噴霧･蒸発 

 模擬燃焼排ガス組成 
O2 : 4 %, CO2 : 15 %,  
H2O : 8 %, SO2 : 500 ppm, 
NO : 200 ppm, HCl : 10 ppm, 
N2 : Balamce 

図 模擬燃焼排ガス発生装置の概略図 

3．研究開発成果  
   (c) ガス状微量成分の高精度分析手法の開発 
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 ガス状セレンの測定法について 
 石炭燃焼特性実証試験装置 

図 石炭燃焼特性実証試験装置の概略図 

燃料供給量：300kg/h（100kg/h×3本） 
各装置の滞留時間、温度履歴 
        ：火力発電所と同程度 

：サンプリング箇所 

350℃ 

3．研究開発成果  
   (c) ガス状微量成分の高精度分析手法の開発 
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 ガス状セレンの測定法について 
 公定法の問題点の明確化（１） 
 排ガスサンプリング後、吸収液で配管を洗浄したあと、配管を配管ごと固体中

セレンの分析方法※にて定量した結果、洗浄後の配管からもセレンが検出された。 
※ 配管に硝酸、硫酸、フッ酸を添加して加熱分解し、水素化ICP-MSにて定量。 

図 排ガスからのガス採取装置 

検出割合：検出された全セレン量に対する割合。 

図 採取装置各箇所からの 
セレン検出割合 

3．研究開発成果  
   (c) ガス状微量成分の高精度分析手法の開発 

サンプリング
後、吸収液で
配管を洗浄。
その洗浄液中
濃度を分析 
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 ガス状セレンの測定法について 
 公定法の問題点の明確化（2） 
 付着セレンを定量した際の物質収支が100±10%となり、測定法の問題点は、

ガス採取時に配管へセレンが強固に付着することである。 

図 付着セレン定量後の物質収支 
（石炭燃焼排ガス） 

参考：公定法を用いた際の物質収支は30～50%である。 

3．研究開発成果  
   (c) ガス状微量成分の高精度分析手法の開発 
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 ガス状セレンの測定法について 
 対策技術の検討（１）  

－採取配管温度の調整による付着抑制策の検討－  
 採取配管を210 ℃で加熱保温した場合、配管（図中配管①）へほとんど付着し

ない。しかし、吸収瓶内配管（図中配管②）では温度が低下するため、温度調節に
よる付着抑制は困難である。 

図 排ガスからのサンプリング装置 

※検出割合：検出された全セレン量に対する割合。 

図 付着セレンと配管温度の関係 

3．研究開発成果  
   (c) ガス状微量成分の高精度分析手法の開発 
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 ガス状セレンの測定法について 
 対策技術の検討（２）  

－付着セレンの回収方法の検討①－  

図 配管中付着セレンのXAFS測定結果 

 配管へ付着したセレンは非水溶性の0価
のセレンである可能性が見出された。 

付着セレンの化学形態の調査 

0価セレンの洗浄液の探索 
 0価のセレンは濃硫酸や温硝酸に溶解す

るが、測定現場での洗浄液には適さない。 

 0価のセレンを酸化し、水溶性の4価や6
価のセレンに酸化させる洗浄液を検討した。 

3．研究開発成果  
   (c) ガス状微量成分の高精度分析手法の開発 

公開 
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 ガス状セレンの測定法について 
 対策技術の検討（３）  

－付着セレンの回収方法の検討②－  
配管洗浄液に強い酸化剤である硫酸酸性過マンガン酸カリウム溶液を使用す

ることにより、付着セレンをほぼ全量回収可能である。 

図 排ガス採取方法の概略図 
図 採取配管回収方法の比較 

3．研究開発成果  
   (c) ガス状微量成分の高精度分析手法の開発 

配管を洗浄した水 

吸収液 

配管を洗浄したKMnO4/H2SO4 

水洗浄後吸収液で洗浄 

公開 
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 ガス状セレンの測定法について 

 今後の展開  
 提案したガス状セレン測定法の標準化に必要なデータを拡充する。 

3．研究開発成果  
   (c) ガス状微量成分の高精度分析手法の開発 

公開 
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 ガス状ホウ素の測定法について 
 平成18年度NEDO調査研究「石炭利用プロセスにおける環境へ

の影響低減手法の調査／計測・分析手法に係る調査 」の成果 

ガス状ホウ素測定の吸収液：「硝酸酸性過酸化水素水」が適。 

 高度測定手法の開発・標準化のために必要な項目 

 最適サンプリング手法の構築 
 測定精度の検証 
 燃焼排ガスへの適用性 
 標準化に資するデータ蓄積 

3．研究開発成果  
   (c) ガス状微量成分の高精度分析手法の開発 
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 ガス状ホウ素の測定法について 
 模擬燃焼排ガスの発生装置（ホウ素）  

 ガス状ホウ素発生方法 
ホウ酸標準液の噴霧･蒸発 

 模擬燃焼排ガス組成 
O2 : 4 %, CO2 : 15 %,  
H2O : 8 %, SO2 : 500 ppm, 
NO : 200 ppm, HCl : 10 ppm, 
N2 : Balamce 

図 模擬燃焼排ガス発生装置の概略図 

3．研究開発成果  
   (c) ガス状微量成分の高精度分析手法の開発 
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 最適サンプリング手法の構築 
 ガス状ホウ素の測定法について 

 プローブや採取配管に石英ガラスまたはPTFEを用い、130℃以上に加熱保
温した場合、配管、フィルター、捕集灰等へのホウ素の付着、吸着は見られない。 

図 測定に及ぼす配管温度の影響 
（模擬燃焼排ガス、吸収液：硝酸酸性過酸化水素水） 

3．研究開発成果  
   (c) ガス状微量成分の高精度分析手法の開発 

前頁図、ダストホルダーに石炭
灰、フィルターを入れ、吸収液中
ホウ素濃度を測定した。 
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図 同一燃焼ガスの繰り返し測定の結果 

（石炭燃焼排ガス） 

最適化した測定法は、繰り返し性が良好で、排ガス中のガス状ホウ素を高精度
に測定可能である。 

図 物質収支解析による測定法の精度 
（石炭燃焼排ガス） 

 ガス状ホウ素の測定法について 
 測定精度の検証 

3．研究開発成果  
   (c) ガス状微量成分の高精度分析手法の開発 
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 ガス状ホウ素の測定法について 
 標準化に資するデータ蓄積（１） 

表 測定法の燃焼排ガス試験における不確かさ 

JIS規格への提案に必要な、測定法の燃焼排ガス試験における不確かさ評価
と標準ガスを用いた併行精度および再現性精度のデータを取得した。 

SD  ＝ 標準不確かさ 
C1,i ＝ 1番目の測定装置のi番目の濃度値 
C2,i ＝ 2番目の測定装置のi番目の濃度値 
 n    =  測定回数 

標準不確かさ算出方法 

石炭C 

石炭D 

1.10 1.11 
0.01 

測定装置１ 測定装置2 標準不確かさ 

1.15 1.15 
1.25 1.23 
0.10 0.10 

0.00 0.10 0.10 
0.10 0.10 

mg/m3
N mg/m3

N mg/m3
N 

3．研究開発成果  
   (c) ガス状微量成分の高精度分析手法の開発 
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 ガス状ホウ素の測定法について 
 標準化に資するデータ蓄積（2） 

 今後の展開 
 JIS原案を作成すると共に、JISへの提案を行う。 

表 標準ガスを用いた併行精度および再現性精度 

σ  ＝ 標準偏差 
CV ＝ 変動係数 
 Ci  ＝ i番目の濃度値 
 m   =  測定値の算出平均 
  n   = 測定回数  

標準偏差と変動係数
の算出方法 

※ 模擬燃焼排ガス組成 O2 : 4 %, CO2 : 15 %, H2O : 8 %, SO2 : 500 ppm, NO : 200 ppm, HCl : 10 ppm, N2 : Balamce 

3．研究開発成果  
   (c) ガス状微量成分の高精度分析手法の開発 

測定者 
試験ガス濃度 測定結果 平均値 標準偏差 変動係数 

mg/m3N  mg/m3N mg/m3N mg/m3N ― 

測定者1 

0.10 0.11 

0.11 0.005 0.044 0.10 0.10 

0.10 0.11 

0.99 0.99 

1.00 0.014 0.014 0.99 0.99 

1.0 1.0 

9.2 9.5 

9.45 0.419 0.044 9.2 8.9 

9.2 9.9 

測定者2 
1.0 1.2 

1.10 0.082 0.074 1.0 1.0 

1.0 1.1 
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3．研究開発成果  
   (c) ガス状微量成分の高精度分析手法の開発 
       分析手法の実ガスへの適用性評価 

内径： 300 mm 
炉長： 2800 mm 
一次空気量： 6 m3N/hr 
二次空気量： 52 m3N/hr 
空気予熱温度： 350℃ 
石炭供給速度： 6～7 kg/hr 

旋回器 

二次空気予熱器 

ＯＦＡ予熱器 

燃焼用空気 

（ＯＦＡ） 

二次空気 

シングルバーナー 

微粉炭フィーダ 

一次空気 

連続分析計 
（ＮＯ ｘ ，ＣＯ，ＣＯ ２ ， 
ＣＨ ４ ，Ｏ ２ ，ＳＯ ２ ） 

バグフィルタへ 
（フライアッシュ採取） 

吸引ポンプ 

トラップ 

ガス・粒子サンプリングプローブ 

温度記録計 
熱電対 

風箱 

ガス冷却ライン 

 ガスサンプリング  
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3．研究開発成果  
   (c) ガス状微量成分の高精度分析手法の開発 
       分析手法の実ガスへの適用性評価 

ガイドプローブ（SUS） 
先端からテフロン管が突出 

流路中心へ設定 

テフロン 石英製 

リボンヒータで保温 

マントルヒータ 
150度に保温 

リボンヒータで 
150度に保温 

熱電対 

熱電対 

熱電対 

テフロン管 
150度保温 

インピンジャー 250mL ２本（直列） 

アイスバス 

シリカゲル 

ニードル弁 

マスフローコントローラ 

吸引ポンプ 

② 1.5L/minに設定 

① 各インピンジャーに 
100mLの溶液を入れる 

③ サンプリング時間－60分 

インピンジャー１段目溶液までの配
管は全てテフロン内管を挿入した。
サンプリング後、テフロン内管を洗浄
し、洗浄した液の分析を行った。 

プローブ部分は2本 2組 

フィルター 
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3．研究開発成果  
   (c) ガス状微量成分の高精度分析手法の開発 
       分析手法の実ガスへの適用性評価 

測定装置１ 測定装置２ 
標準不確
かさS D 

mg/m3
N mg/m3

N mg/m3
N 

石炭C 

0.54  0.69  

0.09  0.68  0.74  

0.94  0.78  

石炭D 

2.77  3.33  

0.32  2.74  3.19  

3.28  2.94  

ガス状ホウ素の排ガス試験における測定の不確かさ 
 （異なる石炭燃焼試験による測定結果） 
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3．研究開発成果  
   成果の最終目標の達成可能性 

項   目 最終目標 
（H25年度末） 

課題と達成見込み 

コール
バンク
の拡充 

収集石炭数 
石炭データ 
微量データ 
 （産総研法） 
 （+ホウ素） 

118炭種 
118炭種 

 
118炭種 
 40炭種 

低品位炭を中心に目標炭種数を収集し、分析を実
施する。 
収集炭種数およびそれらの分析に関する目標は達
成する見込み。 

石炭中微量 
成分の 

分析手法の 
開発と規格化 

ISO 
 
JIS 

本格案策定 
 
JIS化 

国際ラウンドロビンテストを通じ、精度、再現性、操
作性の検証を行い、JIS化活動を進める。JIS化活動
における検証はISO化に活用する。 

ガス状B・
Seの測定
方法の 
開発と 
規格化 

 
Se 
 
 
 
B 
 

ISO 
 
JIS 
 
ISO 
JIS 

本格案策定 
 
JIS化 
 
 ― 
JIS化 

SeのISO化については、NWIが採択されれば、ISO化
を進める。JIS化については、現行JISの改定あるい
は新規作成のかたちで検討する。 
BのJIS化については、JISCに付議しJIS化を進める。
ISO化は前回NWI提案で各国の認識が低かったため、
各国の意見を探りながら提案の時期を検討する。 
 

石炭燃焼プラントにお
けるSe, Bの挙動調査 

挙動解明 
実機またはベンチプラントにおけるガス状および粒
子状のSeおよびBを測定し、プラント内の挙動を解明
する。 
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4．実用化の見通し 
   成果の実用化可能性ー実用化のシナリオ 

コールバンクの拡充 

 石炭中微量 
成分の分析手法の 

開発と規格化 

ガス状ホウ素・ 
セレンの高精度 
分析手法の開発、 
規格化および 
挙動調査 

H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26～ 

微量元素について公開方法検討 

微量成分データベース 118炭種 
  10          30          23         34        (15)        (3)        (3)  
                                                              +B  (20)     (20)   

NWI提案 ガイダンス発効（一部利用可） 

挙動解明 除去技術開発 

ほう素 

セレン 
ISO 

NWI提案 

JISC付議 

原案作成団体
へ改定要請 

NWI提案 
ISO化 

H25度末までの規格
化を目指す 

JIS改正活動 

石炭コールバンク100炭種 

石炭試料収集 118炭種 
石炭データ分析 118炭種 

    3            6         (3)          (3)        (3)      

分析手法の開発 

ISO化検討
に進まず 

（年度） 

JIS化活動 

H25度末までの規格
化を目指す JIS 

ISO 

JIS 

H25度末までのJIS
化を目指す 

ISO ISO化 

JIS 
石炭・コークス規格委員会 

JIS化活動本格化 

延長予定 

事業原簿 ３１頁 

公開 
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