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戦略的次世代バイオマスエネルギー利用技術開発事業の概要
Overview of Strategic Development of Next-generation Bioenergy Utilization Technology

　「Cool Earth- エネルギー革新技術計画」（平成 20 年 3 月経済産

業省）におけるロードマップ、並びに「エネルギー基本計画」（平

成 22 年 6 月経済産業省）によると、2030 年頃の実用化を目

標とする石油代替エネルギーとして、バイオマス由来の液体燃料

（BTL：Biomass to Liquid）、微細藻類由来のバイオ燃料等の導入

が提唱されており、また、「エネルギー供給事業者による非化石エ

ネルギー源の利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関

する法律」（平成 21 年 8 月 28 日施行）により、電気以外のエネ

ルギー（ガス、燃料）においても、一定量の非化石エネルギーの導

入が新たに義務付けられることから、バイオマス利用へのニーズが

増大することが見込まれています。

　Based on the technology development roadmap for the Cool 
Earth-Innovative Energy Technology Program (March 2008) and 
the Basic Energy Plan (June 2010) announced by the Ministry of 
Economy, Trade and Industry, targets have been established for 
the commercial use of alternative energies such as biomass-derived 
liquid fuels (biomass-to-liquid (BTL)) and microalgae-derived 
biofuels by 2030. Moreover, under the “Act on the Promotion of 
the Use of Non-fossil Energy Sources and Effective Use of Fossil 
Energy Source Materials by Energy Suppliers” (effective from 
August  28, 2009), it is now mandatory to introduce specific fixed 
amounts of non-fossil energy sources for non-electricity energy 
production and gas production, which is expected to increase 
demand for biomass utilization.

事業の背景 Background of R&D

　本事業では、2030 年頃の BTL、微細藻類由来のバイオ燃料の

製造技術開発の確立を目指した「次世代技術開発」と、2015 ～

20 年頃におけるガス等の燃料製造におけるバイオマス利用の早期

拡大に向け、メタン発酵、ガス化技術等の大幅な導入、ランニング

コストの削減を目指した「実用化技術開発」に分けて実施していま

す。

１）事業期間
　原則 2 年間。ただし、著しい波及効果の見込まれる研究成果を

上げ、実用化に向けた研究段階に移行する上で追加的なデータの

取得・分析を要する事業については、ステージゲート審査により、

さらに研究成果の向上を図るため２年間の期間延長を行うことが

あります。

２）事業規模
　テーマあたり年間 60 百万円程度の委託事業（NEDO 負担率

１／１）。ただし、産学連携にならないものは、共同研究事業

（NEDO 負担率２／３）。

（平成 22 年度採択分は１～２年目：30 百万円／年）

　In this program, NEDO is conducting R&D based on two 
separate themes. The first theme, “Next-generation Technology 
Development,” aims to establish manufacturing  technology that 
utilizes BTL and microalgae-derived biofuels by 2030. The second 
theme, "Commercialization Technology Development,” aims at 
the rapid expansion of biomass use for non-electricity energy fuel 
production, such as gas, through the large-scale introduction of 
methane fermentation, gasification technology and other technologies, 
in addition to reducing operating costs.

1)  Project Term
　 　In principle, the term of a project is two years. However, a 

project can be extended for an additional two years if significant 
results are achieved that are expected to have a substantial 
ripple effect. An additional basic study and data analysis is then 
needed to move the R&D  forward to the commercial viability 
phase at the end of second year.

2)  Program Budget
　 　The budget is approximately 60 million yen per theme per 

year (in the case of entrustment, NEDO funds 100% of the total 
budget, and for joint research projects, NEDO funds 2/3 of the 
total budget).

研究開発の目標と概要

①　次世代技術開発の事業概要

R&D　Objectives

①　Next-generation Technology Development
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戦略的次世代バイオマスエネルギー利用技術開発事業の概要
Overview of Strategic Development of Next-generation Bioenergy Utilization Technology

１）事業期間
　２～４年間のいずれかを事業者が選択。ただし、３年目以降に

ついては事業進捗状況により決定します。

２）事業規模
　１～２年目合計　：240 百万円 / ２年・件

　１、２年目各年度：140 百万円 / 年・件

　３～４年目　　　：   54 百万円 / 年・件

（平成 22 年度採択分は１年目：90 百万円／年、２年目：124

百万円／年）

1)  Project Term
　 　In principle, the term of a project is two to four years. (Project 

terms are determined by the R&D organizations; however, 
the project can be extended after the second year if the 
project achieves significant results that are expected to have a 
significant ripple effect.)

2)  Program Budget
　 　Years 1-2: 240 million yen per theme for two years (however, 

the budget limit per year is 140 million yen) 
　 　Years 3-4: 54 million yen per theme per year

②　実用化技術開発の事業概要 ②　Commercialization Technology Development

Next-generation Technology  Development (Illustration)

Commercialization Technology Development (Illustration)

Microalgae Cultivation and extraction of oil

Biofuel (alternative to fossil fuel)Cellulose biomass Synthetic gas

Feedstock
Methane fermentation infrastructure Factory or mill

Conversion to biogas Purification and mixing  biogas with LNG

Utilization of biogas/LNG mixture

①　次世代技術開発（例）

②　実用化技術開発（例）



BTL 製造技術開発　Development of BTL Production Technology  

❶ 軽油代替燃料としての BTL 製造技術開発
Development of a BTL-fuel Production Process for Alternative Diesel Oil
① -１　BTL プロセスの小型化・高効率化・低コスト化を目指した FT 反応装置の研究開発

FT Reactor R&D in Pursuit of Downsizing, Enhanced Efficiency and Low Cost
北九州市立大学
日本ガス合成（株）
中外炉工業（株）

① -２　バイオマスからのバイオ LPG（軽油代替燃料）合成の研究開発
Synthesis of LPG from Biomass-derived Syngas P 2

❷ 新規カプセル触媒によるバイオプレミアガソリンの一段合成の研究開発 富山大学
（株）東産商Development of Novel Capsule Catalysts for One-step Synthesis of Premium Biogasoline P 4

❸ 高温燃料ガス中における超燃焼を用いた BTL プロセス用ガス改質装置の研究開発 中外炉工業（株）
大阪大学R&D of Gas Reformer Applied Local Reactions Between High Temperature Pyrolysis Gas, Oxidizer and Steam P 5

❹ 高効率クリーンガス化と低温・低圧 FT 合成による BTL トータルシステムの研究開発
（株）マイクロ・エナジー
富山大学

Development of High-performance and Clean Gasification System and Low Temperature and Low Pressurize FT 
Synthesis for Total BTL System Construction P 6

❺ 革新的噴流床ガス化と Anti-ASF 型 FT 合成によるバイオジェット燃料製造システムの研究開発 三菱日立パワーシステムズ（株）
三菱重工業（株）
富山大学 P 7

Development of Biojet Fuel Production Systems with Innovative Entrained Flow Gasifier and Anti-ASF FT 
Synthesis

❻ 水熱処理とゼオライト触媒反応による高品質バイオ燃料製造プロセスの研究開発
鹿児島大学
千代田化工建設（株） P 8

Development of Biomass Conversion Process for Producing High-quality Biofuel Using Hydrothermal 
Pretreatment and Catalytic Reforming with Zeolite

❼ ABC 次世代バイオマス液体燃料製造システム技術の開発 （一財）石炭エネルギーセンター
岐阜大学 P 9Advanced Biomass Co-gasification Next-generation Biomass Liquid Fuel Technology

❽ 高含水バイオマス水熱液化による燃料製造とエネルギー転換技術の開発 （株）アイテック
東北大学 P10Energy Conversion Using Wet Air Oxidation of Hydrothermal Liquefied Fuel from Humid Biomass

❾ バイオマスから高品位液体燃料を製造する水蒸気―水添ハイブリッドガス化液体燃料製造プロセスの研究開発 群馬大学
（株）キンセイ産業 P11Development of Hybrid Steam/Hydrogenation Processes for High-grade Fuel Production from Biomass

微細藻類由来バイオ燃料製造技術開発　Development of Biofuel Production Technology Using Microalgae

� 遺伝子改良型海産珪藻による有用バイオ燃料生産技術開発 高知大学　京都大学
東京大学

（株）ユーグレナDevelopment of a Biofuel Production System Using Genetically Engineered Marine Diatoms P12
� 共生を利用した微細藻類からのバイオ燃料製造プロセスの研究開発 JFE エンジニアリング（株）

筑波大学R&D of a Biofuel Production Process for Microalgae Utilizing Symbiosis P13
� 微細藻類による高効率炭化水素生産プロセスの研究開発  東京大学

東京瓦斯（株）Efficient Production of Hydrocarbon from Microalgae P14

� 微細藻由来のバイオジェット燃料製造に関する要素技術の開発 
R&D on Element Technology for Biojet Fuel Manufacturing Using Microalgae

JX日鉱日石エネルギー（株）
（株）ユーグレナ
（株）日立プラントテクノロジー
慶応義塾大学 P15

� 油分生産性の優れた微細藻類の育種・改良技術の研究開発 中央大学
（株）デンソ－R&D on Molecular Breeding of Microalgae for Improved Oil Productivity P16

� 炭化水素系オイル産生微細藻類からの“Drop-in fuel”製造技術に関する研究開発 
R&D of Drop-in Fuel Production from Hydrocarbon Biocrude Synthesized Using Microalgae 出光興産（株） P17

� 微細藻類バイオ燃料製造に関する実用化技術強化の研究開発
R&D on Enhancement of Practical Technology for Biofuel Manufacturing Using Microalgae

JX日鉱日石エネルギー（株）
ヤンマー（株）

（独）製品評価技術基盤機構
近畿大学　京都大学 P18

� 海洋性緑藻による油脂生産技術の研究開発 神戸大学
基礎生物学研究所
DIC（株） P19Development of Oil Production Process Using Marine Green Algae

� 微細藻類の改良による高速培養と藻体濃縮の一体化方法の研究開発 （株）IHI
神戸大学

（株）ちとせ研究所 P20Development of Integrated Method for High-speed Cultivation and Algae Cell Concentration
� 高油脂生産微細藻類の大規模培養と回収および燃料化に関する研究開発

（株）デンソー
（株）クボタ
中央大学　出光興産（株）

R&D on Mass Cultivation and Harvesting of Microalgae with High Oil Content and Hydrotreating Process for 
Biofuel Production P21

� 好冷性微細藻類を活用したグリーオイル一貫生産プロセスの構築 電源開発（株）　日揮（株）
東京農工大学Development of Green Oil Production Process Using Cryophilic and Mesophilic Microalgae P22

� 油糧微生物ラビリンチュラを利用したジェット燃料・船舶燃料生産の研究開発 （株）Biomaterial in Tokyo
宮崎大学 P23Development of Biojet Fuel and Marine Fuel Production System Using Thraustochytrids

１．次世代技術開発　Next-generation Technology Development
　▶  「Cool Earth- エネルギー革新技術計画」（平成 20 年 3 月経済産業省）におけるロードマップ、並びに「エネルギー基本計画」

（平成 22 年 6 月経済産業省）において、2030 年頃の実用化を見据えるバイオマスのガス化及び液体化（BTL）、微細藻類
由来のバイオ燃料製造技術開発等の次世代技術開発を実施します。

　▶  Based on the Cool Earth-Innovative Energy Technology Plan (March 2008) and the Basic Energy Plan 
(June 2010) finalized by the Ministry of Economy, Trade and Industry, development of next-generation 
technology will be carried out for biomass gasification and liquefaction (BTL) and microalgae-derived 
biofuel production in preparation for practical application of such technologies by around the year 2030.

個別プロジェクト PROJECTS

目　次　contents



� 高窒素含有廃棄物に対応した無加水循環型メタン発酵システムを目指した脱アンモニアシステムの実用化研究 
（株）日立エンジニアリング・
アンド・サービス

Practical Research on a Deammoniation System for a Non-dilution Methane Fermentation System 
Corresponding to Highly Nitrogenous Waste P32

� 乾式メタン発酵技術における主要機器の低コスト化並びに効率的なバイオガス精製技術及びガス利用システムの
実用化に関する研究開発

栗田工業（株）
R&D on Cost Reduction of Primary Equipment for Dry Anaerobic Digestion Technology and Effective 
Purification of Biogas and Practical Use of Gas Utilization P33

� バイオマス専用粉砕方式による既設微粉炭焚きボイラでの混焼技術の実用化開発

バブコック日立（株）
Technology Development for Practical Application of Biomass Co-combustion in Existing Coal Fired Boilers by 
Means of Biomass Pulverizing Using Dedicated Mills for Biomass P34

� 接触分解法による廃食油からのバイオディーゼル燃料製造の研究開発 （株）フチガミ
ウェスティックテクノロジー（株）Development of Biodiesel Fuel from Waste Vegetable Oil Using Catalytic Cracking P35

� 石炭火力微粉炭ボイラーに混焼可能な新規バイオマス固形燃料の研究開発
Development of a New Solid Biomass Fuel for Co-firing at Coal Power Stations 日本製紙（株） P36

� 地域共同有機マス（コ・フェルメンテーション）を用いたエネルギー最適回収方法及びエネルギー最適利用方法
の確立

（株）エネコープDevelopment of Valuable Energy Recovery Technology and a Suitable Utilization System from Feedstock P37

� 生ごみや紙ごみ等の都市域廃棄物による地域エネルギー転換システム実用化の研究開発
清水建設（株）R&D of a Regional Energy Conversion System Using Kitchen Garbage, Waste Paper, Etc. in Urban Areas P38

� 馬鈴薯澱粉製造時に発生する廃水・廃棄物をモデル原料とする水熱可溶化技術を組み合わせたコンパクトメタン
発酵システムの研究開発

（株）竹中土木
（株）竹中工務店

R&D of a Compact Methane Fermentation System Combining Hydrothermal Solubilized Technologies and 
Utilizing wastewater and Waste Generated During Potato Starch Manufacturing as Model Material P39

� 木質バイオマスのガス化による SNG 製造技術の研究開発 （株）IHI
日立造船（株） P40SNG Production from Woody Biomass Using Gasification Process

� 多形状バイオマスガス化発電・未利用間伐材収集効率化の研究開発 古屋製材（株）
ヤンマー（株）
キャタピラーイーストジャパン（株）
駿河機工（株） P41

Development of Gasification Power Generation for Various Shaped Biomass and High-efficiency Forest Thinning 
Collection Processes

� 原料の生産・調達、ペレット燃料製造の研究開発 トヨタ自動車（株）
（株）北川鉄工所Development of Technology for Raw Material Production, Supply and Fuel Pellet Production P42

� 省エネルギー型下水汚泥・し尿汚泥固形燃料化システムの開発 （株）タスク東海
（株）ドゥ・メンテックスDevelopment of Energy-saving Solid Fuel Production System from Raw Sludge and Sewage Sludge P43

個別プロジェクト PROJECTS

目　次　contents

２．実用化技術開発　Commercialization Technology Development
　▶  「エネルギー供給事業者による非化石エネルギー源の利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律」の施

行によるガス及び燃料供給事業者への非化石エネルギー導入義務付けをにらみ、さらに閣議決定された「バイオマス活用
推進基本計画」においても利用推進されている、バイオマス由来の気体および液体燃料の円滑な導入に資する技術の実用
化技術開発を実施します。

　▶  Commercialization technology development that will contribute to the smooth introduction of biomass-
derived gas and liquid fuels, which are being promoted under the Basic Plan for Biomass Utilization 
approved by the Cabinet, will be carried out in consideration of enactment of the Act on the Promotion 
of the Use of Non-fossil Energy Sources and Effective Use of Fossil Energy Source Materials by Energy 
Suppliers, which obligates gas and other energy suppliers to introduce non-fossil resources.

その他のバイオマス由来燃料製造技術開発　Development of Biofuel Production Technology Using Other Biomass Resources

� 反応空間制御による高度バイオマス熱分解技術の研究開発  JFE エンジニアリング（株）
九州大学R&D of Advanced Biomass Pyrolysis Technology by Intensifying Reaction Space Control P24

� 非可食バイオマス由来混合糖からのバイオブタノール生産に関わる基盤技術開発 バイオブタノール製造技術
研究組合
東京工業大学Development of Fundamental Technology for Biobutanol Production from Non-edible Biomass Resources P25

� セルロース含有バイオマスの革新的直接液化技術の研究開発 日本大学
JFE テクノリサーチ（株）Development of Innovative Technology for Direct Liquefaction of Cellulosic Biomass P26

� 急速接触熱分解による新たなバイオ燃料製造技術の研究開発 東京大学
明和工業（株）Technology for Production of New Biofuels Using Catalytic Fast Pyrolysis P27

� 先進的トレファクション技術による高密度・高炭化率固形燃料の研究開発 近畿大学
中外エンジニアリング（株）Development of High Density, High Carbonization Ratio Solid Fuel Using Advanced Torrefaction Technology P28

� 下水汚泥からの革新的な高純度水素直接製造プロセスの研究開発 東北大学
（株）大和三光製作所Research and Development of Novel Process to Directly Produce High-purity Hydrogen from Sewage Sludge P29
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BTLプロセスの小型化・高効率化・低コスト化を目指したFT反応装置の研究開発
FT Reactor R&D in Pursuit of Downsizing, Enhanced Efficiency and Low Cost

研究開発の背景

　バイオマスから液体燃料を製造する BTL（Biomass to Liquid）
プロセスを実用化するためには、石炭、天然ガスを原料とする FT

（Fischer-Tropsch）反応で用いられている装置のスケールダウン
ではなく、小型で、プロセス全体のエネルギー効率が高く、コスト
の低い反応装置の開発が必要です。

R&D Background

  A Fischer-Tropsch (FT) reactor which is not a scale-down version 
of the type of reactor used for an FT reaction using coal or natural 
gas as a raw material is needed. Such a reactor should be small in 
scale, have a high energy efficiency for the whole process, and the 
cost should be low to advance a biomass-to-liquid (BTL) process in 
which liquid fuel is manufactured from biomass to practical use. 

研究開発の内容と目標

　熱伝導性を改良するとともに、生成物の蒸留による分離工程が不
要な FT 反応装置を開発し、10L/ 日規模の試験装置の運転を行い
ます。さらに運転結果をもとに、原料バイオマス量が 100t/ 日の
プロセスにおける設備コスト、エネルギー消費量を従来の試算値よ
り 25% 低減を目指します。

R&D Themes and Objectives

　An FT reactor with improved thermal conductivity, which 
makes separation processes through distillation unnecessary, 
is being developed, and testing equipment with a capacity of 
10 l/day is being operated. In addition, based on operating 
results, equipment costs for processes utilizing 100 t/day of 
raw biomass as well as energy consumption are 25% less than 
preliminary calculations. 

開発項目
R&D Subjects

平成 22 年度
FY 2010

平成 23 年度
FY 2011

１. 新規 FT 反応装置のプロセス検討・設計・運転試験
Process Study, Design and Operation Test of New FT Reactor

２. 新規 FT 反応装置の熱供給方法の検討
Examination of Heat Supply Method for New FT Reactor 

３. BTL プロセスのエネルギー効率検討
Examination of Energy-Efficiency of BTL Process

研究開発スケジュール　R&D Schedule

研究開発の実施体制　R&D Organization

新エネルギー・産業技術総合開発機構
New Energy and Industrial Technology 
Development Organization

中外炉工業株式会社
Chugai Ro Co., Ltd.

（独）産業技術総合研究所
National Institute of Advanced 
Industrial Science and 
Technology委　託

Entrustment
再委託

Re-Entrustment

システム構成　Process Illustration
バイオマス資源

Biomass resources

ガス化
Gasification

ガス精製
Gas cleaning

圧縮
Pressure rising

FT反応
FT reaction

ガソリン留分
Gasoline fraction

軽油留分
Light oil fraction

ワックス留分
Wax fraction

水
Water

プロセス全体でエネルギー効率の向上
Improvement of energy efficiency through whole process

溶媒タンク
Solvent tank

軽油回収タンク
Light-oil tank

未反応ガス
Off-gas

ガス化炉
Gasifier

ガソリン回収タンク
Gasoline tank

新規FT反応装置
New FT reactor

加熱用蒸気
Heating steam

冷却水
Coolant

熱伝導性の改良
Improvement of thermal 
conductivity 

FT反応生成物の分離
Separation of FT reaction 
products 

ガスボンベ
Gas cylinder

バイオマス
Biomass

FT反応器
FT reactor
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バイオマスからのバイオ LPG（軽油代替燃料）合成の研究開発
Synthesis of LPG from Biomass-derived Syngas

研究開発の背景

　バイオマスのガス化により得られるバイオガス（CO や H2 を主
成分とする合成ガス）を燃料や化成品に化学変換するプロセスは、
多様なバイオマスに適用可能なだけでなく、エネルギー収率や CO2

削減効果も大きいため、次世代技術として期待されています。本研
究開発では、バイオマスガス化技術の高効率化や、バイオガスを直
接 LPG に変換する新しい触媒の開発を通じ、軽油代替燃料である
LPG をバイオマスから合成する BTL 製造プロセスを開発します。

R&D Background

　Biomass-to-liquid (BTL) processes can convert biogas, 
biomass-derived syngas mainly composed of CO and H2, into 
various chemicals or fuels. Such processes have attracted much 
attention not only because they can be used with a variety of 
inedible hard biomasses but also because they have potential 
to greatly reduce CO2 emissions. However, in order to obtain 
cost-competitive products, economical gasification of biomass 
and efficient catalytic conversion must first be realized. 

研究開発の内容と目標

　これまでのバイオ燃料合成プロセスはコスト競争力に乏しく、そ
れが導入・普及のネックとなっていました。本研究開発では、用い
るバイオマスに合わせてガス化条件を制御することによりガス化プ
ロセスを高効率化・省エネルギー化するとともに、メタノール合成
触媒とゼオライト触媒を組み合わせた新しい複合触媒を開発するこ
とにより、コスト競争力の高いバイオ LPG 合成プロセスを確立し
ます。

R&D Themes and Objectives

　The objective of this research is to develop a highly 
efficient catalytic process to produce cost-competitive LPG 
from biomass as a substitute for diesel oil. For this purpose, 
a finely-controlled energy-saving biomass gasification process 
applicable to various biomass sources is being investigated, 
and  a novel type of hybrid catalysts composed of a methanol-
synthesis catalyst and a solid acid zeolite are being developed. 

開発項目
R&D Subjects

平成 22 年度
FY 2010

平成 23 年度
FY 2011

平成 24 年度
FY 2012

平成 25 年度
FY 2013

1．原料バイオマスの組成特性を利用した省エネ型ガス化の研究開発
Investigation of Energy-saving Gasification Process for Biomass

2．高性能 LPG 合成触媒の開発
Development of Highly Active LPG Synthesis Catalysts

3．バイオ LPG 実用化のフィージビリティスタディ
Feasibility Study on Bio-LPG Production

研究開発スケジュール　R&D Schedule

研究開発の実施体制　R&D Organization

新エネルギー・産業技術総合開発機構
New Energy and Industrial Technology 
Development Organization 委　託

Entrustment

システム構成　Process Illustration

北九州市立大学 日本ガス合成株式会社
The University of Kitakyushu Japan Gas Synthesis Co., Ltd.

（独）産業技術総合研究所
National Institute of Advanced Industrial Science and Technology

再委託　Re-entrustment

ガス化炉
Gasification furnace

非食料系バイオマス
Inedible biomass

LPG合成
LPG synthesis

バイオLPG
Bio-LPG

熱交換器
Heat exchanger

複合触媒
Hybrid catalyst

メタノール
合成触媒

CO + H2 CH3OH CnH2n+2
(n=3~5)

ゼオライト
触媒
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戦略的次世代バイオマスエネルギー利用技術開発事業の概要
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新規カプセル触媒によるバイオプレミアガソリンの一段合成の研究開発
Development of Novel Capsule Catalysts for One-step Synthesis of Premium Biogasoline

研究開発の背景

　再生可能資源として、且つ炭酸ガスを排出しない資源としてバイ
オマスの有効利用が期待されています。本研究開発ではバイオマス
をガス化し、高付加価値の燃料であるプレミアムガソリン (BTL) を
高収率で合成できる簡易且つ安価な装置と触媒の開発を行います。

R&D Background

　With the aim of realizing new biomass-to-liquid (BTL) 
technology, this project offers two novel methods.  The first 
is tar-free syngas (CO+H2) production from biomass using 
a carbonization-gasification method. The second is one-step 
synthesis of premium gasoline (isoparaffin) from tar-free syngas 
using a powerful capsule catalyst.

研究開発の内容と目標

　カプセル触媒は多段階のプロセスを一段階で行うことができ、バ
イオガスから直接プレミアムガソリンの合成ができます。本研究開
発では、この触媒の実用性を踏まえ、高活性化と長寿命化を検討し、
プレミアムガソリン合成に適したバイオガスの製造手法の開発とプ
レミアムガソリンの合成研究を行います。

R&D Themes and Objectives

　This R&D focuses on developing a capsule catalyst that 
can reduce multi-step processes to one step and can directly 
synthesize premium gasoline from biogas. The R&D also 
includes developing practical applications for capsule catalysts 
that are highly active and have a long lifetime. Research on 
premium gasoline synthesis is also being carried out aimed at 
developing biogas methods suitable for premium gas synthesis. 

開発項目
R&D Subjects

平成 22 年度
FY 2010

平成 23 年度
FY 2011

１．カプセル触媒の調製法と触媒機能高度化の研究開発
Development of a Capsule Catalyst Preparation Method

２．カプセル触媒寿命の長期化の研究開発
Improvement of Catalyst Performance and Lifetime

３．バイオガスからプレミアムガソリンの合成研究
Development of a Reactor for Premium Gasoline Synthesis from Biosyngas

研究開発スケジュール　R&D Schedule

研究開発の実施体制　R&D Organization

システム構成　Process Illustration

新エネルギー・産業技術総合開発機構
New Energy and Industrial Technology 
Development Organization 委　託

Entrustment
再委託

Re-entrustment

富山大学
University of Toyama

株式会社東産商
Azuma Sansyo Co., Ltd.

JX 日鉱日石エネルギー株式会社
JX Nippon Oil & Energy Corporation

ズードケミー触媒株式会社
Süd-Chemie Catalysts Inc.

℃

ガス化
Gasification

炭
Char

水蒸気

Steam

CO + H2

タール
フリ ー
合成ガス

Syngas
without 

tar

ゼオライト（被膜）
Zeolite（Outside film)

FT触媒
FT Catalyst

プレミアムガソリン
Premium gasoline

FT （Fischer-Tropsch ）合成
Fischer-Tropsch (FT) synthesis

カプセル触媒
Capsule catalyst

バイオマスからプレミアムガソリンの製造
Production of Premium Gasoline from Biomass

クリーンガス製造
Gasification 

750～800 異性化

isomerization 
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研究開発の背景

　バイオマスからガス化合成によって液体燃料を製造する BTL
（Biomass to Liquid）プロセスを実用化するためには、液体燃料
の合成に適したガスを安定して得られる低コストかつ高効率なガス
化プロセスを構築することが求められています。

R&D Background

　In order to put biomass-to-liquid (BTL) processes for gasification 
and  synthesis to practical use, it is essential to develop a 
gasification process which can make component gases suitable for 
liquid fuel manufacturing at low cost and with high efficiency. 

研究開発の内容と目標

　高温燃料ガス中に酸化剤および水蒸気を供給して、局所的な水蒸
気改質反応を起こすことにより、FT 反応に適したガスを生成でき
るガス改質実験装置の開発を行います。また、実用化規模（バイオ
マス量 100t/ 日想定）の BTL プロセスに本改質装置を導入した場
合のエネルギー収支および製造コストの試算も併せて行います。

R&D Themes and Objectives

　A gas reformer in which local reactions between high 
temperature pyrolysis gas, oxidizer and steam makes gas 
suitable for FT reaction is being developed. In addition, the 
energy balance and manufacturing cost are being estimated 
based on the assumption that the gas reformer can be applied to 
a BTL process  that can accommodate 100 t/day of biomass.

開発項目
R&D Subjects

平成 23 年度
FY 2011

平成 24 年度
FY 2012

１．燃焼場への水蒸気添加実験と反応解析
Experiment and Analysis of Steam Reforming on Combustion Field

２．新規ガス改質装置の検討・設計・改質実験
Research, Design and Verification of New Gas Reformer

３．BTL プロセスにおける新規ガス改質装置導入効果の検討
Examination of Advantage of New Gas Reformer

研究開発スケジュール　R&D Schedule

研究開発の実施体制　R&D Organization

新エネルギー・産業技術総合開発機構
New Energy and Industrial Technology 
Development Organization 委　託

Entrustment

システム構成　Process Illustration

高温燃料ガス中における超燃焼を用いたBTLプロセス用ガス改質装置の研究開発
R&D of Gas Reformer Applied Local Reactions Between High Temperature Pyrolysis Gas, Oxidizer and Steam

中外炉工業株式会社 大阪大学
Chugai Ro Co., Ltd. Osaka University 

バイオマス資源
Biomass resources

熱分解（キルン）
Pyrolysis

ガス精製
Gas cleaning

圧縮
Compression

FT反応
FT reaction

ガス改質
Gas reforming

液体燃料
Liquid fuel

酸化剤
Oxidizer

ガス改質器
New gas reformer

蒸気
Steam

熱分解ガス
Pyrolysis gas

改質ガス
Reforming gas

詳細素反応解析
Analysis with elementary reactions

光学計測
Optical measurements

数値流体力学
Computational Fluid Dynamics 

装置設計
Design of gas reformer

改質反応(化学反応）
Reforming reaction
(Chemical reaction)

混合（流れ場）
Mixing field
(Flow field)
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高効率クリーンガス化と低温・低圧 FT 合成による BTL トータルシステムの研究開発
Development of High-performance and Clean Gasification System and Low Temperature and Low Pressurize FT Synthesis for Total BTL System 
Construction

研究開発の背景

　BTL は、高品位で汎用性の高いバイオ燃料として注目されていま
すが、要素技術のガス化・FT 合成の各々において高度化が必要で、
それらを連結させた全体システムとしてもエネルギー回収率の向上
や低コスト化が求められています。

R&D Background

　In the BTL process, which is a high-quality source of biofuel, 
advanced elemental technologies for gasification and FT 
synthesis need to be developed. However, even if a total system 
with these technologies is built, challenges will need to be met, 
such as improving energy recovery rates and reducing costs.

研究開発の内容と目標

　BTL の要素技術であるガス化・FT 合成の各々について、簡易化・
低コスト化を図り、実用性・経済性に優れたトータルシステムの構
築を目指します。
　ガス化においては、乾留前処理とタール分解によるクリーンガス
化とガス剤の制御とタール改質によるガス組成改善・高効率化を図
ります。FT 合成においては、低温低圧でも高い活性と寿命が得ら
れる触媒を開発し、オフガスの利用も踏まえたシンプルかつ低コス
トな FT 合成システムを構築します。

R&D Themes and Objectives

　For each element of FT synthesis gasification technology for 
BTL, the aims are to achieve low cost and to construct a practical 
and cost-effective total system.
　For gasification, the aim is to improve efficiency by reforming gas 
composition and tar and gas clean gas control agent pretreatment 
and carbonization of tar decomposition. Research also includes 
development of highly active, long-life catalysts used in low 
temperature, low pressure FT synthesis and the establishment of a 
simple low-cost FT synthesis system that can also utilize off-gas

研究開発スケジュール　R&D Schedule

研究開発の実施体制　R&D Organization

新エネルギー・産業技術総合開発機構
New Energy and Industrial Technology 
Development Organization 委　託

Entrustment

システム構成　Process Illustration

株式会社マイクロ・エナジー 富山大学
Micro Energy Co., Ltd. University of Toyama

開発項目
R&D Subjects

平成23年度
FY 2011

平成24年度
FY 2012

平成25年度
FY 2013

平成26年度
FY 2014

１．高効率クリーンガス化の高度化研究開発
R&D of a highly-developed high-performance and clean gasification system

２．低温・低圧 FT 合成の高度化研究開発
R&D on highly-developed low temperature and low pressure FT synthesis

３．トータルシステムの最適化研究開発
R&D of a total BTL system

高効率クリーンガス化と低温・低圧FT合成によるBTLトータルシステムの研究開発
Development of High-performance and Clean Gasication System and Low Temperature and Low 

Pressurize FT Synthesis for Total BTL System Construction

研究開発の背景

BTLは、高品位で汎用性の高いバイオ燃料として注目され
ていますが、要素技術のガス化・FT合成の各々において高

R&D Background
In the BTL process, which is a high-quality source of biofuel, advanced 

elemental technologies for gasification and FT synthesis need to be 

研究開発の内容と目標

ていますが、要素技術のガ 化 FT合成の各 において高

度化が必要で、それらを連結させた全体システムとしても
エネルギー回収率の向上や低コスト化が求められています。

R&D Themes and Objectives

developed. However, even if a total system with these technologies is built, 
challenges will need to be met, such as improving energy recovery rates and 
reducing costs.

BTLの要素技術であるガス化・FT合成の各々について、簡

易化・低コスト化を図り、実用性・経済性に優れたトータル
システムの構築を目指します。

ガス化においては、乾留前処理とタール分解によるクリー
ンガス化とガス剤の制御とタール改質によるガス組成改善・
高効率化を図ります。FT合成においては、低温低圧でも高い

For each element of FT synthesis gasification technology for BTL, the 
aims are to achieve low cost and to construct a practical and cost-effective 
total system.
For gasification, the aim is to improve efficiency by reforming gas 

composition and tar and gas clean gas control agent pretreatment and 
carbonization of tar decomposition. Research also includes development of 
highly active, long-life catalysts used in low temperature, low pressure FT 

開発項目
R&D Subjects

研究開発スケジュール R&D Schedule

活性と寿命が得られる触媒を開発し、オフガスの利用も踏ま
えたシンプルかつ低コストなFT合成システムを構築します。

g y , g y p , p
synthesis and the establishment of a simple low-cost FT synthesis system 
that can also utilize off-gas

Ｈ23年度
FY2011

1. 高効率クリーンガス化の高度化研究開発
R&D of a highly-developed high-performance and clean gasication system

成 高度 究

Ｈ25年度
FY2013

Ｈ26年度
FY2014

Ｈ24年度
FY2012

研究開発の実施体制 R&D Organization

2. 低温・低圧FT合成の高度化研究開発
R&D on highly-developed low temperature and low pressure FT synthesis

3. トータルシステムの最適化研究開発
R&D of a total BTL system

新エネルギー・産業技術総合開発機構
New Energy and Industrial Technology 株式会社マイクロ・エナジー 国立大学法人富山大学

Mi E C Ltd U i it f T

システム構成 Process Illustration

gy gy
Development Organization Micro Energy Co., Ltd. University  of Toyama委託

Entrustment

バイオマス

BTL

炭化処理

Carbonization 

炭化物

FT反応器

FT Reactor

オフガス（利用工程へ）

Off gas
(Used to process off gas)

タール改質器

Tar Reformer

ガス剤

Gas agents
ガス精製

Purification

昇圧

Boost

BTL炭化物 Carbide

ガス化 Gasfication

1.高効率・クリーンガス化の高度化研究開発
・炭化処理・タール分解によるクリーンガス化の高度化

・原料多様化・汎用化

1.R&D of a Highly-developed High-performance and Clean

2.低温・低圧FT合成の高度化研究開発
・低温低圧FT合成の高度化・簡易化・低コスト化

・プロセス開発
2.R&D on Highly-developed Low Temperature and Low 
pressure FT Synthesis

3.トータルシステムの最適化研究開発
（廃熱・オフガス利用プロセス 等）

R&D of a total BTL system

(Utilization of waste heat and off-gas)

1.R&D of a Highly developed High performance and Clean 
Gasi cation System
・Clean gas by carbonizing pretreatment and tar refinery system

・Wide use of Raw Materials

pressure FT Synthesis
・Simplification and cost reduction with low temperature and 

low pressure FT catalyst

・Process Development
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革新的噴流床ガス化と Anti-ASF 型 FT 合成によるバイオジェット燃料製造システムの研究開発
Development of Biojet Fuel Production Systems with Innovative Entrained Flow Gasifier and Anti-ASF FT Synthesis

研究開発の背景

　バイオマスからガス化合成によって液体燃料を製造する BTL 
(Biomass to Liquid) 技術の実用化に向けては単プロセスの高効
率化・高性能化だけではなくトータルシステムとしての適正化が必
要です。本研究では付加価値の高いバイオジェット燃料製造システ
ムを対象とした開発を行います。

R&D Background

　The commercialization of biomass to liquid (BTL) technology 
requires not only development of stand alone processes but a 
total system solution. This R&D targets the development of an 
innovative biojet fuel production system.

研究開発の内容と目標

　本研究では大径原料の投入が可能で BTL に適した噴流床ガス化
炉と高選択性・耐久性を有したジェット燃料合成に適した Anti-
ASF 型合成触媒を組み合わせて開発することで、バイオマスエネ
ルギー利用の実用化上の課題である効率向上、低コスト化を達成す
ると共に、従来未利用の廃棄物系バイオマスなど対象原料拡大によ
り大量原料確保の実現を目指します。

R&D Themes and Objectives

　This R&D focuses on the development of entrained flow 
gasifiers suitable for BTL and FT synthesis catalysts for biojet 
fuel with high selectivity and durability. This development is 
aimed at improving efficiency and reducing the cost of BTL 
systems, which are challenges in biomass energy consumption.

研究開発スケジュール　R&D Schedule

研究開発の実施体制　R&D Organization

システム構成　Process Illustration

蒸留
Distillation

バイオマス

Biomass

ジェット燃料
Jet fuel

灯油
Kerosene

軽油
Light oil

ガス分離
Separation

水素化分解
HydrogenationFT合成

FT synthesis

ガス冷却＋精製
Cooling and 
refinement

バイオマス
ガス化

Biomass 
gasification

バイオマス
前処理

Pretreatment

FT合成油
FT synthetic oil

ワックス
Waxing

オフガス
Off-gas 

バイオマスガス化プロセス Biomass gasification process

液体燃料合成プロセス
Biofuel synthesis process

バイオマスガス化－FT合成一貫試験設備
Biomass Gasification – FT synthesis test plant

FT合成油
FT synthetic oil

新エネルギー・産業技術
総合開発機構
New Energy and Industrial Technology
Development Organization 委　託

Entrustment
再委託

Re-entrustment

三菱日立パワーシステムズ
株式会社
Mitsubishi Hitachi Power Systems, Ltd.

三菱重工業株式会社
Mitsubishi Heavy Industries, Ltd.

富山大学
University of Toyama

産業技術総合研究所
National Institute of Advanced
Industrial Science and Technology

JX 日鉱日石エネルギー株式会社
JX Nippon Oil & Energy Corporation

クラリアント触媒株式会社
Clariant Catalysts K.K.

開発項目
R&D Subjects

平成24年度
FY 2012

平成25年度
FY 2013

平成26年度
FY 2014

平成27年度
FY 2015

１．革新的噴流床バイオマスガス製造技術開発
Development of innovative entrained flow gasifier 

２．実ガスによるバイオジェット燃料合成の実証
Demonstration of biojet fuel synthesis using bio-syngas 

３．バイオジェット燃料合成触媒の開発
Development of biojet fuel synthesis catalyst

４．バイオジェット燃料製造システムのシステム適正化検討
Optimization of biojet fuel production system
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戦略的次世代バイオマスエネルギー利用技術開発事業の概要
Overview of Strategic Development of Next-generation Bioenergy Utilization Technology

水熱処理とゼオライト触媒反応による高品質バイオ燃料製造プロセスの研究開発
Development of Biomass Conversion Process for Producing High-quality Biofuel Using Hydrothermal Pretreatment and Catalytic Reforming with Zeolite

研究開発の背景

　エネルギー源の多様化と化石燃料への依存度低減に向けて、再生
可能な資源としてのバイオマスから石油同等の品質のバイオ燃料油
を製造するプロセスを開発するとともに、サトウキビを原料とする
製糖工程との複合化を基礎とするバイオマス利用モデルの構築を行
います。

R&D Background

　In order to support the diversification of energy sources and 
reduce dependence on fossil fuels, this R&D aims to develop 
a biomass conversion process that produces high-quality 
biofuel as well as a biomass utilization model based on sugar 
production processes. 

研究開発の内容と目標

　前処理技術としてバガスの水熱処理および廃糖蜜からのカリウム
回収の研究、水熱処理で生成する含酸素化合物の高効率分離と炭化
水素燃料への接触改質反応技術の研究と生成油の燃料特性研究、お
よびプロセス構築検討を行います。

R&D Themes and Objectives

　The objective of this R&D is to study hydrothermal 
pretreatment methods for bagasse and potassium recovery. 
In addition, the R&D encompasses the development of 
high-efficiency separation of oxygenates produced during 
pretreatment, catalytic conversion of oxygenates into 
liquid hydrocarbon fuel and construction of a basic process 
configuration.

研究開発スケジュール　R&D Schedule

研究開発の実施体制　R&D Organization

システム構成　Process Illustration
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新エネルギー・産業技術総合開発機構
New Energy and Industrial Technology
Development Organization 委　託

Entrustment
再委託

Re-entrustment

鹿児島大学
Kagoshima University

千代田化工建設株式会社
Chiyoda Corporation

産業技術総合研究
National Institute of Advanced 
Industrial Science and 
Technology

鹿児島県工業技術センター
Kagoshima Prefectural Institute of 
Industrial Technology

開発項目
R&D Subjects

平成24年度
FY 2012

平成25年度
FY 2013

平成26年度
FY 2014

平成27年度
FY 2015

１．前処理技術開発
Development of pretreatment technology 

２．改質反応開発およびプロダクト研究
Development of biomass conversion process and product research

３．プロセス検討
Study on process designs
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Overview of Strategic Development of Next-generation Bioenergy Utilization Technology

ABC 次世代バイオマス液体燃料製造システム技術の開発
Advanced Biomass Co-gasification Next-generation Biomass Liquid Fuel Technology

研究開発の背景

　バイオマスのエネルギー利用は、化石エネルギー消費量の削減、
GHG 排出量の削減、エネルギーセキュリティーの確保、また地域
社会の活性化と発展、廃棄物量の削減と有効利用の観点からも、今
後一層の導入普及が必要ですが、原料の安定供給、高効率製品製造、
さまざまなバイオマスの利用等の課題を抱えています。

R&D Background

　Increased utilization of biomass energy is necessary in 
order to reduce consumption of fossil fuel resources, GHG 
emissions and waste. Greater biomass use is also important in 
supporting efforts to increase energy security and revitalize 
local communities. However, the issues of a stable supply of 
biomass feedstock and high-efficiency process technology need 
to be addressed before this can occur.

研究開発の内容と目標

　バイオマスと補助燃料をガス化炉に提供することで、原料性状の
安定化とガス化熱収支安定化を図る。循環流動層ガス化炉を用いて
ガス化、タール改質、炉内脱硫及び H2/CO 比の調整を行い、ガス
化後のタール改質、脱硫及びガス組成調整の簡素化を図る。ガス化
ガスは簡単な水洗浄によって脱塵した上で、合成ガスとして液化装
置に提供される。FT 合成の液化では少量の軽質タール及び硫黄に
耐える FT 合成触媒の開発によって燃料油を製造する。

R&D Themes and Objectives

　Feed biomass and auxiliary fuel are being fed to a gasifier to 
stabilize biomass feedstock and the heat balance of gasification. 
Conditioning biomass gasification, tar reforming, desulfurization 
and the ratio of H2/CO in a circulating fluidized bed gasifier 
simplifies the gas purification process after gasification. 
Gasification gas cleaned by a water scrubber is introduced as 
synthesis gas to a liquefier. Biomass and oil fuel are then being 
produced through R&D of an FT synthesis catalyst that has 
resistance to tar and sulfur.

開発項目
R&D Subjects

平成 24 年度
FY 2012

平成 25 年度
FY 2013

１．タール改質器付の三塔式循環流動層ガス化技術開発
Development of three tower circulating fluidized bed gasification technology with tar reformer

２．耐タール、耐硫黄の液化触媒の研究開発
R&D of FT-syn catalyst proof tar and H2S

３．ガス化と液化マッチングシステムの解析
Research on matching system for gasification and FT-syn

研究開発スケジュール　R&D Schedule

研究開発の実施体制　R&D Organization

システム構成　Process Illustration

新エネルギー・産業技術総合開発機構
New Energy and Industrial Technology 
Development Organization 委　託

Entrustment
再委託

Re-entrustment

（一財）石炭エネルギーセンター
Japan Coal Energy Center

岐阜大学
Gifu University

（独）産業技術総合研究所
National Insistute of 
Advanced Industrial 
Science and Technology
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高含水バイオマス水熱液化による燃料製造とエネルギー転換技術の開発
Energy Conversion Using Wet Air Oxidation of Hydrothermal Liquefied Fuel from Humid Biomass

研究開発の背景

　水熱液化は、バイオマスを 200℃～ 300℃の高温・高圧の熱水
中で熱分解（加水分解）して燃料を得る技術と定義されています。
しかし、高効率のエネルギー回収を含め、生成油分の性状や装置腐
食が課題としてあげられ、実用化に至っていない技術とされていま
す。

R&D Background

　Hydrothermal liquefied fuel from biomass is defined as 
combustible liquid production via hydrolysis and thermal 
decomposition of biomass in high pressure/temperature water 
media of 200-300℃ . Including energy efficiency, product quality 
and process design, it still has many issues and thus realization 
has not been achieved.

研究開発の内容と目標

　本研究では、林業生産現場等で発生する木質系高含水バイオマス
を原料として、水熱液化により燃料を製造し、その直後に高温・高
圧環境下で水熱酸化反応を行うことで高効率でエネルギーを得るプ
ロセスの確立を目的とします。水熱液化と水熱酸化プロセスに関す
る基礎研究の結果に基づき、装置のスケールアップを行います。

R&D Themes and Objectives

　The target of the process is woody biomass with high 
humidity that is produced by the forest industry. The biomass 
is hydrothermally liquefied into combustible fuel, and is 
then oxidized under high pressure/temperature conditions 
to efficiently obtain energy. Based on basic research of a 
combined process (liquefaction and oxidation), the process is 
being scaled up to a bench-scale plant.

研究開発スケジュール　R&D Schedule

研究開発の実施体制　R&D Organization

システム構成　Process Illustration

新エネルギー・産業技術総合開発機構
New Energy and Industrial Technology 
Development Organization 委　託

Entrustment
再委託

Re-entrustment

東北大学
Tohoku University

株式会社アイテック
Itec Co., Ltd.

大陽日酸株式会社
Taiyo Nippon Sanso Corp.

開発項目
R&D Subjects

平成 24 年度
FY 2012

平成 25 年度
FY 2013

１．水熱液化原料の供給法確立と水熱液化槽での挙動解析と熱解析の実施
Hydrothermal liquefied fuel production and heat analysis

２．水熱酸化槽での挙動解析と熱解析の実施
Wet air oxidation of liquefied fuel and heat analysis

３．新規バイオマス酸化実証装置の検討・設計・酸化試験
Design of energy conversion process and operation method

４．経済合理的な水熱酸化プロセス実証プラント仕様の確立
Specification of economically benign energy conversion process
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バイオマスから高品位液体燃料を製造する水蒸気―水添ハイブリッドガス化液体燃料製造プロセスの研究開発
Development of Steam Gasification /Hydrogenation Hybrid Processes for High-grade Fuel Production from Biomass

研究開発の背景

　農業廃棄物や畜産排せつ物などの未利用バイオマス資源は小規模
で分散しているため収集・運搬コストが大きく、これらを収集して
大規模に燃料転換することは困難です。未利用バイオマスの利用の
ためには、小規模でも経済性のあるエネルギー転換プロセスが求め
られています。

R&D Background

　The large-scale utilization of biomass resources such as 
agricultural waste and animal manure has been difficult due to 
high collection and transportation costs. The development of 
biomass conversion processes economically efficient even  for 
small-scale plants is necessary for the introduction of biomass.

研究開発の内容と目標

　高い経済性をもつプラントを実現するために、農業廃棄物、畜産
排せつ物および木質バイオマスの混合バイオマスから、地域の需要
に合わせて液体燃料と電力を併産可能な小規模常圧液体燃料製造プ
ロセスの開発を行います。

R&D Themes and Objectives

  The purpose of this R&D is to establish economically 
efficient plants through the development of small-scale biomass 
conversion processes, which produce high-grade fuel and 
electricity that meet local needs.

研究開発スケジュール　R&D Schedule

研究開発の実施体制　R&D Organization

システム構成　Process Illustration
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新エネルギー・産業技術総合開発機構
New Energy and Industrial Technology 
Development Organization 委　託

Entrustment
再委託

Re-entrustment

群馬大学
Gunma University

株式会社キンセイ産業
Kinsei Sangyo Co., Ltd.

小山高専
Oyama National College 
of Technology

開発項目
R&D Subjects

平成24年度
FY 2012

平成25年度
FY 2013

平成26年度
FY 2014

平成27年度
FY 2015

１．ハイブリッドプロセス実証試験装置の製作と実証実験
Production and demonstration of hybrid process

２．被毒元素のプロセス内挙動解明と利用可能バイオマス／廃棄物の明確化
Elucidation of catalyst poisoning behavior and identification of usable biomass

３．液体燃料の評価と高品位液体燃料生産条件の明確化
Evaluation of liquid fuel and identification of optimal production conditions

４．ハイブリッドプロセストータルシステム試験設備の改善と液体燃料転換試験
Improvements and demonstration of the total test plant
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研究開発の背景

　これまで、淡水で増殖する微細藻類を用いて、燃料油の生産を目
指す研究開発は数多く行われてきました。しかし全地球的に見ると、
今世紀半ばには淡水資源の欠乏が加速し、藻を培養する水の確保も
難しくなることが予想されています。そこで、海水で増殖する微細
藻を用いた研究開発も進行しています。しかしその多くが生産する
のは脂肪酸系の脂質であるため､ 燃料油とするためには、さらなる
精製処理が必要となります。その一方、海産珪藻の中には、燃料油
としてより有望な炭化水素を生産する種も知られていますが、その
生産量が極めて少ないことも知られています。

R&D Background

　Various research programs focused on the development of energy 
production using freshwater microalgae have been conducted to date. Since 
world water scarcity is forecast to increase by 2050, it may be impossible 
to satisfy demand for freshwater to cultivate algae on a large scale in the 
near future. Recently, several projects that utilize marine microalgae for 
oil production have been started. Most of the microalgae produced in these 
projects contain high concentrations of lipids and fatty acids, which require 
further refinery steps such as esterification, for the production of biodiesel. 
Among marine microalgae, there are some species producing hydrocarbons 
that resemble crude oil. However, the oil content is extremely low.

研究開発の内容と目標

　本研究では、豊富な海水を利用して増殖可能な海産珪藻を研究開
発対象とし、新たに開発した遺伝子操作技術を用いることにより、
燃料としてより有用な炭化水素を高度に生産する能力を備えた形質
転換株の創生を目指します。同時に、これらの海産珪藻を用いて、
太陽光を有効に利用しながら、高効率に培養可能なバイオリアクタ
技術を確立し、バイオ燃料の生産性向上を目指します。同時に、バ
イオ燃料抽出後の藻体残渣から、高付加価値を有する副産物を獲得
することにより、2030 年の実用化に向けて、コストに見合うバイ
オ燃料生産の実現を目指します。

R&D Themes and Objectives

　The objective of this project is to develop a biofuel production system 
using genetically engineered marine diatoms that produce hydrocarbons. 
To achieve this, marine diatom strains containing large amounts of lipids, 
especially hydrocarbons, were isolated. Genes involved in the synthesis 
of hydrocarbons were also isolated. Simultaneously, an effective genetic 
transformation system for genetic engineering was established. In order to 
improve the productivity of hydrocarbons using the strains, optimal culture 
conditions and a suitable bioreactor are being investigated. Finally, a 
production system that includes lipid extraction and refinement processes 
is being evaluated in order to put it to industrial use in 2030. 

研究開発スケジュール　R&D Schedule

研究開発の実施体制　R&D Organization

新エネルギー・産業技術総合開発機構
New Energy and Industrial Technology 
Development Organization

高知大学 東京大学 京都大学 株式会社ユーグレナ
Kochi The University Kyoto euglena Co., Ltd. 
University of Tokyo University委　託

Entrustment

システム構成　Process Illustration

開発項目
R&D Subjects

平成 22 年度
FY 2010

平成 23 年度
FY 2011

平成 24 年度
FY 2012

平成 25 年度
FY 2013

１．炭化水素高生産型藻の分離と遺伝子改変による超高生産型株の創生
Isolation and Creation of Genetically Engineered Diatoms that Produce Plenty of Hydrocarbons

２．プロモーター向けウイルスゲノム解析ならびに溶藻ウイルス分離
Virus Genome Analysis and Isolation of Virus Infecting Diatoms

３．炭化水素の生合成に関わる遺伝子分離ならびに有用物質同定・定量
Isolation of Genes Involved in Hydrocarbon Biosynthesis and Identification for Useful Chemicals

４．バイオリアクタによるバイオ燃料生産速度向上の研究
Improvement of Biofuel Production Rate with Bioreactor

５．海産微細藻類による燃料油生産の経済性に関する検討
Feasibility Study on the Economics of Fuel Production Using Marine Microalgae
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大量培養大量培養 Mass cultivation
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ウイルス由来
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初期培養初期培養
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Oil recovery 
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leufoib leufoib

食品・飼料食品・飼料 Food & FeedFood & Feed

化学製品化学製品 Chemicals  etc.Chemicals  etc.

遺伝子改良型海産珪藻による有用バイオ燃料生産技術開発
Development of a Biofuel Production System Using Genetically Engineered Marine Diatoms
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共生を利用した微細藻類からのバイオマス燃料製造プロセスの研究開発
R&D of a Biofuel Production Process for Microalgae Utilizing Symbiosis

研究開発の背景

　バイオマス燃料の製造プロセスに関して、微細藻類を用いる方式
がトウモロコシなどを用いる方式と比較して、単位面積当りの油分
生産性が格段に高いことから注目されています。しかしながら、実
用化に向けては製造コストの低減が必要であり、更なる油分生産性
の向上が求められています。

R&D Background

　With respect to biofuel production processes, fuel production 
from microalgae has been remarkable because of the extremely 
high rate of  productivity per unit area compared with corn or 
other types of biomass. However, for practical application, it is 
necessary to reduce production cost as well as improve biofuel 
productivity further.

研究開発の内容と目標

　本研究開発では、微細藻類による油分生産性を向上させるために
以下の 2 点の取り組みを行います。①微細藻類と微生物との共生
の利用：従来、藻類は光合成によって培養密度が高まると自らが排
出する老廃物などの有機物や酸素によって増殖が阻害されていまし
た。本研究では、上記の阻害物を分解する微生物を共生させること
によって、微細藻類の培養濃度の高濃度化を図ります。②有機物を
用いて増殖、脂質合成を行う資化反応の利用：従来の光合成培養と
異なり、光透過率が低い場合にも効率的な培養が可能であり、培養
水深の深化や培養濃度の増大が可能になると考えられます。
　共生および資化を利用する場合における微細藻類の最適な培養条
件を明らかにし、残渣処理まで含めたトータルシステムを検討し、
油分生産性として 25L/m2/ 年以上を目指します。

R&D Themes and Objectives

　In this R&D, two methods were studied to improve the efficiency 
of lipid synthesis of microalgae. (1) Use of symbiosis of bacteria with 
microalgae: When culture density is high due to photosynthesis, 
microalgal growth is inhibited by excreted organic matter and 
oxygen from algae. In this research, the aim has been to eliminate the 
upper concentration limit of microalgal culture by making bacteria 
to decompose inhibitors. (2) Use of both heterotrophic growth of 
algae and lipid synthesis in microalgae: Unlike with photosynthesis, 
microalgae can be cultivated efficiently even at a low light level, so 
bioreactor depth and culture concentration can be increased.
　The R&D is studying the optimization of microalgal culture 
conditions using symbiosis as well as heterotrophic growth, and 
research is being conducted on implementing a total system, 
including residue treatment, aimed at producing more than 25 l/m2 of 
biofuel per year.

開発項目
R&D Subjects

平成 22 年度
FY 2010

平成 23 年度
FY 2011

１．微細藻類の培養技術に関する基礎検討（共生、資化）
Basic Studies on Microalgal Culture (Symbiosis and Heterotrophic Growth)

２．培養槽の構造検討
Study of Bioreactor Composition

３．油分抽出残渣の資源化技術
Utilization of Microalgal Residues

４．全体システムの構築
Construction of A Total  System

研究開発スケジュール　R&D Schedule

研究開発の実施体制　R&D Organization

新エネルギー・産業技術総合開発機構
New Energy and Industrial Technology 
Development Organization

委　託
Entrustment

再委託
Re-entrustment

システム構成　Process Illustration

筑波大学 中部大学

JFEエンジニアリング株式会社 神奈川工科大学
Tsukuba University Chubu University 

JFE Engineering Corporation Kanagawa Institute of Technology

残渣処理 (エネルギ-化)
Treatment of waste sludge

(Energy conversion)

初期培養
Small cultivation

大量培養
Mass cultivation

脱水・抽出
Dehydration and extraction

・食品工場
Food factory

・石炭焚発電所
Thermal power plant

・製鉄所
Iron works

有機排水
Organic wastewater

CO2

太 陽 光
Sunlight

藻油
Biofuel derived from 

microalgae
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Overview of Strategic Development of Next-generation Bioenergy Utilization Technology

研究開発の背景

　微細藻類は陸上バイオマスと比較して単位面積当たりの生産性が
高く、油脂ではなく炭化水素を生産・蓄積する種も存在することか
ら次世代燃料資源として期待されています。しかしながら、藻体の
培養や蓄積された炭化水素の効率的回収など実用化するうえで多く
の課題を抱えています。

R&D Background

　Microalgae have the potential to produce more biofuel 
per hectare than any other potential source, and there is a 
species that can accumulate hydrocarbon but not fatty acids. 
It is thus expected to be widely used as a next-generation 
biofuel. However, there are still problems such as microalgae 
cultivation and hydrocarbon recovery.

研究開発の内容と目標

　Botryococcus braunii は炭化水素含有量が高いだけでなく、生産
された炭化水素を細胞外に蓄積させます。一般的に炭化水素抽出の
ためには藻体を乾燥させる工程が必要で、大量のエネルギーを消費
します。乾燥工程を経ずとも藻体スラリーを加熱処理することで炭
化水素を効率的に抽出する技術を確立します。

R&D Themes and Objectives

　Botryococcus braunii  can produce a large amount of 
hydrocarbon, and it accumulates the hydrocarbon outside the 
cell. Generally, a drying process is necessary for hydrocarbon 
recovery, and  the process consumes a lot of energy. This R&D 
will establish technology that efficiently extracts hydrocarbon 
from microalgae slurry using thermal treatment.   

開発項目
R&D Subjects

平成22年度
FY 2010

平成23年度
FY 2011

平成24年度
FY 2012

平成25年度
FY 2013

１．高効率炭化水素生産プロセスの研究開発
R&D of an Efficient Hydrocarbon Production Process from Microalgae

２．炭化水素回収に及ぼす加熱処理効果の基礎的検討
Research on Thermal Treatment Effects on Hydrocarbon Recovery

３．炭化水素抽出残渣のメタン発酵処理技術の研究開発
R&D of Methane Production from Hydrocarbon Extraction Residue

研究開発スケジュール　R&D Schedule

研究開発の実施体制　R&D Organization

新エネルギー・産業技術総合開発機構
New Energy and Industrial Technology 
Development Organization 委　託

Entrustment

システム構成　Process Illustration

微細藻類による高効率炭化水素生産プロセスの研究開発
Efficient Production of Hydrocarbon from Microalgae

東京大学 東京瓦斯株式会社
The University of Tokyo Tokyo Gas Co., Ltd.

Botryococcus braunii

藻体スラリーの加熱処理により，エネルギー多消費の乾燥工程を省略。
Thermal treatment of microalgae slurry omits drying process consuming a lot of energy

加熱処理
Thermal treatment

メタン発酵
Methane fermentation

炭化水素・溶媒回収
Hydrocarbon, solvent recovery

溶媒抽出
Solvent extraction

濃縮
Concentration

炭化水素
Hydrocarbon

メタン
Methane

微細藻類
Microalgae
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微細藻由来のバイオジェット燃料製造に関する要素技術の開発
R&D on Element Technology for Biojet Fuel Manufacturing Using Microalgae

研究開発の背景

　航空分野では CO2 排出削減や持続可能性の観点から、バイオ
ジェット燃料の開発に強い期待が寄せられています。
　ユーグレナは、食料と競合せず生産性が高い次世代のバイオマス
原料として注目されている微細藻類の中でも、その生産性と油脂成
分からジェット燃料として高いポテンシャルを有しています。
　しかし、実用化のためには、燃料用バイオマス原料としての微細
藻の培養において低コストでの大量生産の技術開発が必要です。

R&D Background

　In the aviation field, the development of biojet fuel is 
greatly anticipated for reducing CO2 emissions and realizing 
sustainable economic growth.
　Euglena has considerable potential as a jet fuel due to its 
productivity and oil constituents even among other microalgae, 
and it is attracting attention as a next-generation biomass raw 
material that does not compete with food.
　However, for practical use, technology development for low 
cost mass production is necessary for culturing microalgae as 
raw biomass material for fuel.

研究開発の内容と目標

　本事業では、ユーグレナの生産性向上と油脂含有率向上の要素技
術開発として、最適培養条件の確立や大量培養の基本検討、油脂化
条件の確立や油脂の前駆体であるパラミロン蓄積に関する代謝経路
の解析を行うとともに、生成した油脂のジェット燃料としての適正
可否の検討を行います。

R&D Themes and Objectives

　In this R&D, technology for improving the productivity and 
oil content of Euglena, establishment of ideal culture conditions 
and basic experiments on mass culture and oil production or 
analysis of the metabolic pathway for paramylon accumulation, 
which is a precursor of oil production in Euglena , and the 
suitability of using Euglena oil as jet fuel, will be investigated.

研究開発スケジュール　R&D Schedule

研究開発の実施体制　R&D Organization

システム構成　Process Illustration

開発項目
R&D Subjects

平成 22 年度
FY 2010

平成 23 年度
FY 2011

平成 24 年度
FY 2012

平成 25 年度
FY 2013

１．ユーグレナの生産性向上
Improvement in Productivity of Euglena

１-１ ユーグレナの生産性向上の基本検討
Basic Experiments on Productivity Improvement of Euglena

１-２ ユーグレナ大量培養の基本検討
Basic Experiments on Mass Culture of Euglena

２．油脂含有率の向上
Improvement of Oil Content

２-１ 油脂含有率向上の基本検討
Basic Experiments on Improving Oil Content
２-２ ユーグレナの炭素代謝経路の解析
Analysis of the Carbon Metabolism Pathway of Euglena

２-３ 油脂分析とジェット燃料適性可否の検討
Oil Analysis and Examination of Suitability as Jet Fuel

新エネルギー・産業技術総合開発機構
New Energy and Industrial Technology 
Development Organization 委　託

Entrustment

JX日鉱日石エネルギー株式会社 株式会社ユーグレナ
JX Nippon Oil & Energy Corporation euglena Co., Ltd. 

株式会社日立プラントテクノロジー 慶應義塾大学
Hitachi Plant Technologies, Ltd. Keio University

培養
Culture 

乾燥・抽出
Drying・Extraction

燃料化
Fuel

（水素化・異性化）
（Hydrogenation･

Isomerization）

Sunlight

CO2

Water

濃縮・油脂化
Condensation・ 
Accumulation

Water (Recycled) Extraction residue (Reuse under study)

Jet fuel

Euglena oil
Euglena

Improvement in productivity of Euglena and its oil content
ユーグレナ油脂

ユーグレナ

ユーグレナの生産性向上・油脂含有率の向上

水

水(再利用）

ジェット燃料

抽出残渣(利用検討）



16

戦略的次世代バイオマスエネルギー利用技術開発事業の概要
Overview of Strategic Development of Next-generation Bioenergy Utilization Technology

研究開発の背景

　油分を生産する微細藻類の研究開発が盛んになっています。モデ
ル生物といえる単細胞緑藻クラミドモナスでは遺伝子操作の シス
テムが確立されていますが、実用的な油分生産株では組換 え技術は
未確立です。屋外大量培養の実績のある実用的な微細 藻類での育種
改良技術の R&D が望まれています。

R&D Background

　Research and development of oil producing microalgae is 
becoming popular. While a system of genetic modification 
has already been established for a unicellular green alga, 
Chlamydomonas, a kind of model organism, a genetic recombination 
method for a commercial organisms has not been developed 
yet. Thus, research and development on molecular breeding 
technology for the commercial organisms which are capable of 
outdoor mass culture is widely anticipated..

研究開発の内容と目標

　中央大学とデンソーは実用的な微細藻類としてシュードコリシス
ティスを用いて、有用な形質を獲得した突然変異体を得ています。
油分生産性を向上させるためには、個別に獲得された複数の有用形
質を一つの細胞に集約する必要があります。そのための基盤技術開
発、具体的には遺伝子ノックダウン・ノックアウト技術開発、形質
転換効率の向上、セルフクローニングシステムの構築を目指します。

R&D Themes and Objectives

　Chuo University and DENSO Corporation chose Pseudochoricystis 
as a candidate strain for practical outdoor mass culture and have 
already obtained some mutants with useful phenotypes. In order 
to improve oil productivity, separately obtained useful phenotypes 
should be consolidated in a single cell. The aim is to develop basic 
technologies toward this target, specifically development of gene 
knockdown/knockout technology, improvement of transformation 
efficiency and establishment of a self-cloning system.

研究開発スケジュール　R&D Schedule

研究開発の実施体制　R&D Organization

新エネルギー・産業技術総合開発機構
New Energy and Industrial Technology 
Development Organization

中央大学 株式会社デンソー
Chuou University DENSO CORPORATION

委　託
Entrustment

システム構成　Process Illustration

油分生産性の優れた微細藻類の育種・改良技術の研究開発
R&D on Molecular Breeding of Microalgae for Improved Oil Productivity

開発項目
R&D Subjects

平成23年度
FY 2011

平成24年度
FY 2012

平成25年度
FY 2013

平成26年度
FY 2014

１．有用形質を持つ P. ellipsoidea 突然変異体のゲノム解析
Genome analysis of P. ellipsoidea mutants

２．形質転換効率の改良
Improvement of transformation efficiency

３．遺伝子ノックダウン・ノックアウト技術の開発
Development of gene knockdown/knockout technology

４．セルフクローニングシステムの構築
Establishment of self-cloning system

５．油分生産効率が増加した組換え体の創生
Generation of recombinant with enhanced oil productivity

６．導入遺伝子 (transgene) を安定発現させる技術開発
Development of stable gene expression technology

７．油分生産性改良株の構築
Construction of strains with improved oil production

油分生産性の優れた微細藻類の育種・改良技術の研究開発

R&D on Molecular Breeding of Microalgae for Improved Oil Productivity 

研究開発の背景

油分を生産する微細藻類の研究開発が盛んになっています。
モデル生物といえる単細胞緑藻クラミドモナスでは遺伝子操

R&D Background

Research and development of oil producing microalgae is becoming
popular While a system of genetic modification has already been

研究開発の内容と目標

モデル生物といえる単細胞緑藻クラミドモナスでは遺伝子操
作のシステムが確立されていますが、実用的な油分生産株で
は組換え技術は未確立です。屋外大量培養の実績のある実用
的な微細藻類での育種改良技術のR&Dが望まれています。

R&D Themes and Objectives

popular. While a system of genetic modification has already been
established for a unicellular green alga, Chlamydomonas, a kind of
model organism, a genetic recombination method for a commercial
organisms has not been developed yet. Thus, research and
development on molecular breeding technology for the commercial
organisms which are capable of outdoor mass culture is widely
anticipated..

中央大学とデンソーは実用的な微細藻類としてシュードコリ
システィスを用いて、有用な形質を獲得した突然変異体を得

す 油分生産性を向上さ 個 獲得さ

Chuo University and DENSO Corporation chose Pseudochoricystis
did i f i l d l d h

開発項目

研究開発スケジュール R&D Schedule

ています。油分生産性を向上させるためには、個別に獲得さ
れた複数の有用形質を一つの細胞に集約する必要があります。
そのための基盤技術開発、具体的には遺伝子ノックダウン・
ノックアウト技術開発、形質転換効率の向上、セルフクロー
ニングシステムの構築を目指します。

as a candidate strain for practical outdoor mass culture and have
already obtained some mutants with useful phenotypes. In order to
improve oil productivity, separately obtained useful phenotypes
should be consolidated in a single cell. The aim is to develop basic
technologies toward this target, specifically development of gene
knockdown/knockout technology, improvement of transformation
efficiency and establishment of a self-cloning system.

平成25年度 平成26年度平成23年度 平成24年度開発項目
R&D Subjects

平成25年度
FY2013

平成26年度
FY2014

1.有用形質を持つP. ellipsoidea突然変異体のゲノム解析
Genome analysis of P. ellipsoidea mutants

2. 形質転換効率の改良
Improvement of transformation efficiency

3. 遺伝子ノックダウン・ノックアウト技術の開発
Development of gene knockdown/knockout technology

平成23年度
FY2011

平成24年度
FY2012

4. セルフクローニングシステムの構築
Establishment of self-cloning system

5. 油分生産効率が増加した組換え体の創生
Generation of recombinant with enhanced oil productivity

6. 導入遺伝子（transgene）を安定発現させる技術開発
Development of stable gene expression technology

7. 油分生産性改良株の構築
C t ti f t i ith i d il d ti

研究開発の実施体制 R&D Organization

新エネルギー・産業技術総合開発機構
New Energy and Industrial Technology

Development Organization 委託
Entrustment

システム構成 Process Illustration

Construction of strains with improved oil production

中央大学 株式会社デンソー
Chuo University     DENSO Corporation

システム構成 Process Illustration
野生株

Wild type

突然変異
Mutation

低クロロフィル
Low chlorophyll

高オイル蓄積
High oil content

変異遺伝子の同定
Identification of mutated genes

一つの細胞への集約
Consolidation of desirable 
phenotypes into single cell

オイル高生産
Improved oil 
production
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炭化水素系オイル産生微細藻類からの“Drop-in fuel”製造技術に関する研究開発
R&D of Drop-in Fuel Production from Hydrocarbon Biocrude Synthesized Using Microalgae  

研究開発の背景

　地球温暖化や化石資源の枯渇の問題から持続可能な代替エネル
ギーの開発が望まれています。中でも微細藻類が産する油脂を燃料
として利用することが注目を集めています。しかし、FAME に代表
されるバイオ燃料は、従来の石油系燃料とは性状が異なるといった
課題の解決が望まれています。

R&D Background

　Concern about global warming and depletion of fossil fuels 
requires  the development of sustainable alternative energies. 
Microalgae have been recognized as a good potential source for 
biofuel production. However, FAME produced from microalgae 
have problems when used as diesel because of different 
properties than petroleum.

研究開発の内容と目標

　微細藻類が産する炭化水素系バイオクルードを、従来の石油系燃
料と同品質な燃料（Drop-in fuel）へと変換する技術の開発を行い
ます。開発においては、プロセスの経済性を高めるために、バイオ
クルードの精製工程の簡略化および既存の製油所技術の適用検討等
を実施します。

R&D Themes and Objectives

　The objective of this R&D is development of conversion 
technology for hydrocarbon biocrude synthesized by microalgae 
into drop-in fuel having the same quality as that of petroleum. This 
study also includes simplification of  the biocrude purification step 
and application of existing oil refinery technologies.

研究開発スケジュール　R&D Schedule

研究開発の実施体制　R&D Organization

新エネルギー・産業技術総合開発機構
New Energy and Industrial Technology 
Development Organization

出光興産株式会社
Idemitsu Kosan Co., Ltd.

共同研究
Joint Research

システム構成　Process Illustration

開発項目
R&D Subjects

平成 23 年度
FY 2011

平成 24 年度
FY 2012

１．炭化水素系バイオクルードの Drop-in fuel 化検討
Development of biocrude conversion into drop-in fuel  

２．精製工程の簡略化の影響検討 
Investigation of Simplification of Biocrude Purification Step

３．システムの最適化検討
Optimization of Total System

抽出 / 精製
Extraction / Purification

バイオクルード
Biocrude oil

既存製油所技術
Existing oil refinery technologies

水素化処理
Hydrotreating

接触分解
Catalytic cracking

バイオ燃料 ”Drop-in fuel”
Biofuel

Drop-in fuel ; 既存のエンジン，インフラを変更することなく利用できる，従来の石油系燃料と同品質な燃料
A fuel with the same quality as that of petroleum, and consequently applicable to existing engines and 
infrastructure without any alteration. 

微細藻類
Microalgae
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微細藻類バイオ燃料製造に関する実用化技術強化の研究開発
R&D on Enhancement of Practical Technology for Biofuel Manufacturing Using Microalgae

研究開発の背景

　現在、多くの微細藻類を原料とした燃料製造の研究開発が行われ
ていますが、真に燃料製造に適した微細藻類を選抜する総合的な指
標が無い、ラボでの優良株が屋外培養ではその能力を十分に発揮で
きていない、株のポテンシャルを向上させるための手段である遺伝
子組換えは一部の微細藻類にしか適用できていない、微細藻類の安
全、安価な保存法がない、といった問題点があります。

R&D Background

　Many R&D projects on microalgal fuel production are now 
being carried out, but there are problems. There is no method 
for primary screening of microalgae, candidate microalgae 
cannot show their effectiveness in outdoor cultures, and a 
rDNA method to improve microalgae isn't available for many 
species of microalgae. There is also no safe and low cost 
method for preserving microalgae.

研究開発の内容と目標

　本事業ではこれらの問題を解決するために、燃料製造に適した株
の 1 次スクリーニングのための評価系の構築、屋外培養に適した微
細藻類の選択のための評価系の構築、微細藻類の遺伝子組換えでの
ポテンシャル向上（組換え方法、光合成能の向上、生物学的封じ込め）
の検討、微細藻類を保存するための安全、安価な方法の確立を目指
した研究開発を行います。

R&D Themes and Objectives

　In order to solve the above problems, R&D on a primary 
screening method for oil producible microalgae, evaluation 
methods for microalgae suitable for outdoor cultures, a process 
for estimating the possibility of improved oil producible 
microalgae with the rDNA method, and a safe and low cost 
preservation method is being conducted in this project.

研究開発スケジュール　R&D Schedule

研究開発の実施体制　R&D Organization

システム構成　Process Illustration

新エネルギー・産業技術総合開発機構
New Energy and Industrial Technology 
Development Organization 委　託

Entrustment

JX 日鉱日石エネルギー株式会社 ヤンマー株式会社
JX Nippon Oil & Energy Corporation Yanmar Co., Ltd.

近畿大学 京都大学
Kinki University Kyoto University

（独）製品評価技術基盤機構
National Institute of Technology and Evaluation

開発項目
R&D Subjects

平成 24 年度
FY 2012

平成 25 年度
FY 2013

１．燃料製造に適した株の 1 次スクリーニングのための評価系の構築
Establishment of primary screening method for oil producible microalgae

２．屋外培養に適した微細藻類の選択のための評価系の構築
Establishment of evaluation methods for microalgae suitable for outdoor cultures

３．微細藻類の遺伝子組換えによるポテンシャル向上のための検討
Estimation of improvement of oil producible microalgae using rDNA method

４．微細藻類を保存するための安全、安価な方法の確立
Establishment of safe and low cost microalgae preservation method
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海洋性緑藻による油脂生産技術の研究開発
Development of Oil Production Process Using Marine Green Algae

研究開発の背景

　海洋性緑藻Chlamydomonas sp. JSC4 は油脂含有率が高いだ
けでなく高い増殖能力を有しておりオイル生産微細藻として有望で
す。従来光合成研究に用いられてきたC. reinhardtii の近縁種であ
るため、培養方法を確立する上で好適であり、遺伝子組換え技術を
構築して代謝改変を施す上で有利です。海水培養で油脂生産を行う
ことにより、淡水や栄養源添加が不要となり、コンタミリスクの低
減による設備コストの圧縮、ユーティリティの削減が期待できます。

R&D Background

　Marine green algae Chlamydomonas sp. JSC4 not only has 
high growth potential but also high oil content. C. orbicularis 
is ideal for the development of large-scale culture systems and 
genetic modification technology due to its close relation to C. 
reinhardtii , which has been used in past photosynthesis R&D. 
Algae oil production through marine cultivation eliminates the 
need for fresh water and nutrients, and reduces infrastructure 
and energy costs.

研究開発の内容と目標

　Chlamydomonas sp. JSC4 を用いて高細胞密度と高油脂含率
を両立し、油脂生産性を最大とする培養技術を開発するとともに
50m2 までの大規模培養を実施し、屋外培養技術を開発します。大
規模培養のデータを基に経済性試算を行うとともに、物質収支やエ
ネルギー収支に基づくシステム評価を実施します。さらに、遺伝子
組換え技術を開発し、代謝工学的手法によるさらなる油脂生合成高
生産微細藻の創製を目指します。

R&D Themes and Objectives

　The objective of this R&D is to develop an innovative culture 
system that maximizes oil production by achieving both high 
cell density culture and high oil content in green algae cells. 
Large-scale cultivation is also being carried out using a 50 m2 

pond to develop the system. The system is being evaluated 
based an economic potential, mass balance and energy budget 
estimates, which are calculated based on cultivation data. 
Moreover, the R&D aims to develop high-oil producing green 
algae through metabolic engineering and development of 
genetic modification technology for Chlamydomonas sp. JSC4.

研究開発スケジュール　R&D Schedule

研究開発の実施体制　R&D Organization

システム構成　Process Illustration

油脂高生産培養法の開発

屋外大量培養技術の開発 代謝工学による油脂生産株の創製

網羅的代謝解析

増殖促進期 油脂生産期

培養フェーズ制御

戦略的代謝改変

・培養スケールアップ

・システム評価

評価

代謝情報 遺伝子導入データ活用

適用

遺伝子組換え技術の開発

条件検討

C. orbicularis

油脂

新エネルギー・産業技術総合開発機構
New Energy and Industrial Technology
Development Organization 委　託

Entrustment

神戸大学 基礎生物学研究所 DIC 株式会社
Kobe University National Institute for Basic Biology DIC Corporation

開発項目
R&D Subjects

平成24年度
FY 2012

平成25年度
FY 2013

平成26年度
FY 2014

平成27年度
FY 2015

１．Chlamydomonas sp. JSC4 を用いた油脂生産技術の開発
Development of oil production process using C. sp. JSC4

２．Chlamydomonas sp. JSC4 遺伝子組換え技術の開発
Development of genetic modification of C. sp. JSC4

３．高油脂生産株の創製と油脂生産効率化技術の開発
Improvement of oil production through metabolic and process engineering

４．大量培養技術の開発と油脂生産プロセスのシステム評価
Development of large-scale culture systems and evaluation of oil production process
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微細藻類の改良による高速培養と藻体濃縮の一体化方法の研究開発
Development of Integrated Method for High-speed Cultivation and Algal Cell Concentration

研究開発の背景

　燃料を生産する微細藻類として、ボツリオコッカスは油の含有率
や油の抽出し易さが優れているが、増殖力の弱さが致命的な弱点と
言われています。この弱点を既に克服した高速増殖型ボツリオコッ
カスをさらに改良することにより、微細藻類を利用した燃料生産へ
の突破口になると考えられます。

R&D Background

　Botryococcus  has been widely expected to be used for 
biofuel production because of its high oil concentration and 
secretion ability. However , its slow growth rate is considered 
a critical disadvantage for commercialization. If a high-speed  
cultivation method for Botryococcus can be developed, it would 
overcome this disadvantage and lead to breakthrough.

研究開発の内容と目標

　低コスト・低エネルギーで、藻油の大規模生産を行う為には、藻
体のサイズの拡大、比重の最適化、副生成物の低減といった育種が
必須であり、さらには遺伝子組み換え技術確立も重要です。有用形
質を備えた高速増殖型ボツリオコッカスを開発し、他のエネルギー
を必要としない太陽光のみの大規模培養技術を確立し、経済収支と
エネルギー収支を改善します。

R&D Themes and Objectives

　To produce the algae oil within the low cost and energy, 
it is inevitable to increase the size of the cell, optimization 
of the density, reduction of the by-product, and recombinant 
DNA technology. We will add these traits to the hyper-growth 
Botryococcus , to confirm the economical efficiency and energy 
balance through the large scale cultivation.

研究開発スケジュール　R&D Schedule

研究開発の実施体制　R&D Organization

システム構成　Process Illustration

新エネルギー・産業技術総合開発機構
New Energy and Industrial Technology
Development Organization 委　託

Entrustment

株式会社 IHI 神戸大学 株式会社ちとせ研究所
IHI Corporation Kobe University Chitose Laboratory Corp.

開発項目
R&D Subjects

平成24年度
FY 2012

平成25年度
FY 2013

平成26年度
FY 2014

平成27年度
FY 2015

１．屋外太陽光下スケールアップ（～ 1000L）培養技術の確立
 Development of large scale cultivation in an open environment using sunlight

２．不均衡変異導入ライブラリーの作製と有用株の獲得
Screening of improved strain from disparity mutagenesis library

３．遺伝子組換えによる高速増殖型ボツリオコッカス形質転換系の確立
 Development of hyper-growth Botrycoccus recombination tool

４．海外培養の実現可能性評価
Feasibility study of overseas cultivation

５．屋外太陽光下培養技術の大規模（～ 1500m2）化
 Pilot –scale test of cultivation in an open environment using sunlight

濃縮／抽出
Concentration/Extraction

燃料
Fuel

培養
Cultivation

1500m2 規模国内パイロットプラント
Pilot-scale of cultivation

育種
Breeding technology

遺伝子組み換え
Gene modification

海外培養試験
Overseas cultivation

濃縮
Concentration

藻油抽出
Extraction

溶媒＋藻油
Solvent + Algal oil

溶媒＋乾燥藻
Solvent + Dry algae

粗油／精製油
Crude oil /Refined Oil

藻に火をつけた様子
Flammable dry algae

育種前
Before

育種後
After

中規模試験装置
Medium-scale test  Small-scale test

小規模試験装置

大規模培養試験
Large scale cultivation

粒径拡大
Enlargement of colony-size

浮上・掻き取り
Skimming floating algae  

精製・改質
Refining



21

戦略的次世代バイオマスエネルギー利用技術開発事業の概要
Overview of Strategic Development of Next-generation Bioenergy Utilization Technology

高油脂生産微細藻類の大規模培養と回収および燃料化に関する研究開発
R&D on Mass Cultivation and Harvesting of Microalgae with High Oil Content and Hydrotreating Process for Biofuel Production

研究開発の背景

　第三世代バイオ燃料として、食糧と競合せず油脂生産能力の高い
微細藻類由来バイオ燃料が期待されています。しかし水中への太陽
光の透過率の制限もあり屋外で培養する際の藻体濃度は低く、培養
および回収、更には燃料化プロセスの省エネ・効率化技術の開発が
実用化に向けて望まれています。

R&D Background

　Microalgal-derived biofuel is recognized as a third-generation 
biofuel because it does not compete with food and has a 
high potential for accumulating oil. However, as the cell 
concentration of outdoor cultivation is very low, it is necessary 
to develop not only energy-saving cultivation and harvesting 
processes but also catalyst technology for producing drop-in 
fuel toward practical use.

研究開発の内容と目標

　高油脂生産藻（デンソー保有株）を優占種として２ヶ月以上培養
できる自動化技術を開発します。更に、膜濾過による藻体の 100
倍濃縮と培養水のリサイクル技術も検討し、溶媒抽出したバイオク
ルードオイルを簡易精製して水素化燃料に変換する技術の開発にも
挑戦します。

R&D Themes and Objectives

　The objectives of this R&D are development of an automatic 
cultivation system which can maintain oil rich microalgae as the 
dominant species for more than two months, development of a 
membrane filtration system for a 100-fold cell concentration and 
development of catalytic conversion technology from biocrude 
oil to hydrotreated biofuel. 

研究開発スケジュール　R&D Schedule

研究開発の実施体制　R&D Organization

システム構成　Process Illustration

新エネルギー・
産業技術総合開発機構
New Energy and Industrial Technology
Development Organization 委　託

Entrustment
再委託

Re-entrustment

株式会社デンソー 中央大学
DENSO Corporation Chuo University

株式会社クボタ 出光興産株式会社
Kubota Corporation Idemitsu Kosan Co., Ltd.

栗田工業株式会社
Kurita Water Industries Ltd.

水ing株式会社
SWING Corporation

高油脂蓄積微細藻類

Oil rich microalgae

回収

Harvesting
自動化培養

Automatic cultivation

肥料

肥料の添加

Addition of fertilizer

培養水のリサイクル

Recycling of cultivation water

前処理

Pretreatment

水素化処理

Hydrotreatment

バイオ燃料

Biofuel

C

C

C

O

O

O

抽出

Extraction

バイオクルード

Biocrude

レースウェイポンド

Membrane
module

C
om

paction

Permeate water Air backwashing

Sedimentation

Highly concentrated
Algae     cake

tank

sedimentation

藻体ケーキを
膜表面に形成

圧縮空気でケーキを剥離し
剥離した高濃度ケーキを沈殿

Making dense cake layer
on the surface of membrane

Peering off the cake with air wash
and settling on the dense cake

0.6 g/L

> 60 g/L

ろ過-沈殿システム
Filtration-Sedimentation system 

repeat

藻ケーキ
Raceway pond

Algae cake

静置沈殿

Sedimentation

開発項目
R&D Subjects

平成25年度
FY 2013

平成26年度
FY 2014

平成27年度
FY 2015

平成28年度
FY 2016

１．自動化培養システムの開発
Development of automatic cultivation system

２．膜濾過システムの開発
Development of filtration system

３．水素化処理触媒の開発
Development of hydrotreating catalyst
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研究開発の背景

　微細藻類が産生するオイル（グリーンオイル）を原料としたバイ
オ燃料生産は、比較的温暖な地域や気候の下でプロセス構築する
ことが前提で進められてきました。ここで、気候変動や温暖、寒冷
などの地域性の影響を受けることがないグリーンオイル生産プロセ
スを開発することができれば、年間を通じて安定的なバイオ燃料の
生産が実現可能です。この実現には、「化石燃料と比較した十分な
CO2 削減効果」、「良好なエネルギー収支」、「低コスト化」、「安定生
産」の４つの要素（グリーンオイル生産の４要素）をそれぞれ満た
したプロセス構築が必要です。

R&D Background

　Microalgal lipid (green oil) production has been investigated 
particularly in warm climates and regions. However, outdoor 
green oil production is severely affected by temperature. For 
green oil production throughout the year at different sites, 
systematic design of an entire green oil production process 
is required without any limitation regarding season and site 
location. In addition, to construct a green oil production system, 
the process should be carefully considered regarding four factors: 
CO2 reduction effect, energy profit ratio, cost and supply stability.

研究開発の内容と目標

　新たに分離に成功した好冷性微細藻類と、すでに屋外培養の実績
がある中温性微細藻類を利用して、グリーンオイルの年間一貫生産
プロセスの構築を目指します。培養プロセス、回収プロセス、オイ
ル抽出プロセスの各工程の低エネルギー化、低コスト化を進めるこ
とで、グリーンオイル生産の４要素を満たすプロセス構築を行いま
す。さらに、分離株の変異体の作出を行うことで、オイル生産性の
向上した微細藻類の獲得を図ります。

R&D Themes and Objectives

　This project aims to create a new basic system for green oil 
production throughout the year using mesophilic and cryophilic 
oil producing diatoms. Based on consideration of the four factors 
mentioned above, the entire process for green oil production will 
be designed to improve EPR and cost performance. Furthermore,  
metabolic engineering by genetic engineering will be performed 
to enhance the oil productivity of candidate strains.

研究開発スケジュール　R&D Schedule

研究開発の実施体制　R&D Organization

システム構成　Process Illustration

新エネルギー・産業技術総合開発機構
New Energy and Industrial Technology
Development Organization 委　託

Entrustment

電源開発株式会社 日揮株式会社 東京農工大学
Electric Power JGC Corporation Tokyo University of 
Development Co., Ltd  Agriculture and Technology

好冷性微細藻類を活用したグリーオイル一貫生産プロセスの構築
Development of Green Oil Production Process Using Cryophilic and Mesophilic Microalgae

好冷性/耐冷性珪藻(Cryophilic Diatom)

中温性珪藻(mesophilic Diatom)

低ネルギー屋外培養装置(10m3クラス) 
Low Energy Mass Culture system

太陽エネルギーの活用
Solar energy

敷地規模：3,000m2

Culture Area:3,000m2

培養工程
Mass Culture

グリーンオイル
Green Oil

濃縮工程
Condensation

脱水工程
Dewatering

凝集助剤
Agent

助剤添加脱水
Indirect Dewatering 

回収・脱水工程
Harvesting/Dewatering オイル抽出工程

Green Oil Extraction 

Culture Area:3,000m
培養規模：200m3

Culture Volume:200m3

Green Oil

排水

Waste Water

上澄み液
Supernatant

水再利用工程

Water Recycle

塩濃度調整
Adjustment 
of Salinity 雨水タンク

Rain Reservoir

植菌

Inoculation

前培養工程
Pre-culture

植菌
Inoculation

構築するグリーン
オイル一貫生産
プロセス

直接脱水

Direct Dewatering 

開発項目
R&D Subjects

平成25年度
FY 2013

平成26年度
FY 2014

平成27年度
FY 2015

平成28年度
FY 2016

１．年間を通じた屋外大量培養技術の開発
Development of continuous outdoor mass culture method usable throughout the year

２．培養、回収・脱水プロセスの低エネルギー化
Development of low input energy process for cell cultivation, harvesting and dewatering

３．低エネルギーオイル抽出技術の開発
Development of low input energy method for green oil extraction

４．好冷性珪藻のキャラクタリゼーション及び遺伝子改変技術開発
Characterization of cryophilic diatoms and molecular breeding
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研究開発の背景

　現在のバイオ燃料は価格競争力・生産性など様々な問題を抱えて
おり、実用化があまり進んでいません。バイオマス社会の実現に向
け、中長期的視野に立ってエネルギー転換効率のさらなる向上を目
指した、バイオ燃料の普及を促進する次世代バイオ燃料製造技術の
開発が必要とされています。

R&D Background

　Large-scale biofuel production is currently hampered by 
inefficient production systems and uncompetitive pricing.
To facilitate the widespread use of biofuels and promote 
a sustainable society, the development of an efficient and 
economically viable production system is vital.

研究開発の内容と目標

　本事業では、食料と競合しないリグノセルロース（コーンファイ
バー、稲わら、など）由来の糖質を効率的に利用できるラビリンチュ
ラ株を遺伝子組み換え技術を用いて作製するとともに、高密度大量
培養方法の検討、抽出した油脂の燃料適性評価を行うことによって、
エネルギー収支・エネルギー回収率が高く、コスト競争力のある技
術の開発を目指します。

R&D Themes and Objectives

　This project aims at developing a production system 
with  thraustochytrids that are genetically modified to utilize 
lignocellulose-derived (corn fiber, rice straw, etc.) sugar 
solutions efficiently. Other areas such as production cost, 
methods of oil extraction, fuel quality, and energy conversion 
will also be examined.

研究開発スケジュール　R&D Schedule

研究開発の実施体制　R&D Organization

システム構成　Process Illustration

新エネルギー・産業技術総合開発機構
New Energy and Industrial Technology 
Development Organization 委　託

Entrustment
再委託

Re-entrustment

株式会社Biomaterial in Tokyo
Biomaterial in Tokyo Co., Ltd.

宮崎大学
Miyazaki University

コスモ石油株式会社
Cosmo Oil Co., Ltd.

開発項目
R&D Subjects

平成 25 年度
FY 2013

平成 26 年度
FY 2014

１．バイオマス糖液に対応したラビリンチュラ株の創生
Generation of thraustochytrids strain compatible with saccharified biomass

２．油脂生産能を最適化するための培養法の検討
Assessment of cultivation methods that maximize oil production

３．ラビリンチュラ油脂の燃料適性の評価
Evaluation of suitability of thraustochytrids oil for fuel

油糧微生物ラビリンチュラを利用したジェット燃料・船舶燃料生産の研究開発

Development of Biojet Fuel and Marine Fuel Production System Using Thraustochytrids

研究開発の背景

現在のバイオ燃料は価格競争力・生産性など様々な問題を抱え
ており 実用化があまり進んでいません バイオマス社会の実現に

R&D Background
Large-scale biofuel production is currently hampered by 

inefficient production systems and uncompetitive pricing

研究開発の内容と目標

ており、実用化があまり進んでいません。バイオマス社会の実現に
向け、中長期的視野に立ってエネルギー転換効率のさらなる向上
を目指した、バイオ燃料の普及を促進する次世代バイオ燃料製造
技術の開発が必要とされています。

R&D Themes and Objectives

inefficient production systems and uncompetitive pricing.
To facilitate the widespread use of biofuels and promote a 
sustainable society, the development of an efficient and 
economically viable production system is vital.

本事業では、食料と競合しないリグノセルロース（コーンファイ
バー、稲わら、など）由来の糖質を効率的に利用できるラビリンチュ
ラ株を遺伝子組み換え技術を用いて作製するとともに、高密度大
量培養方法の検討、抽出した油脂の燃料適性評価を行うことに
よって エネルギー収支・エネルギー回収率が高く コスト競争力の

This project aims at developing a production system with  
thraustochytrids that are genetically modified to utilize 
lignocellulose-derived (corn fiber, rice straw, etc.) sugar 
solutions efficiently. Other areas such as production cost, 
methods of oil extraction fuel quality and energy conversion

開発項目
R&D Subjects

研究開発スケジュール R&D Schedule

よって、エネルギ 収支 エネルギ 回収率が高く、コスト競争力の
ある技術の開発を目指します。

methods of oil extraction, fuel quality, and energy conversion 
will also be examined.

平成25年度
FY 2013

平成26年度
FY 2014

1. バイオマス糖液に対応したラビリンチュラ株の創生
Generation of thraustochytrids strain compatible with saccharified biomass

2. 油脂生産能を最適化するための培養法の検討

研究開発の実施体制 R&D Organization

新エネルギー・産業技術総合開発機構
New Energy and Industrial Technology 

Development Organization

株式会社Biomaterial in Tokyo
Biomaterial in Tokyo Co., Ltd.

宮崎大学
委託

産 最 す 培養法 検
Assessment of cultivation methods that maximize oil production

3. ラビリンチュラ油脂の燃料適性の評価
Evaluation of suitability of thraustochytrids oil for fuel

コスモ石油株式会社
Cosmo Oil Co., Ltd.

再委託
Re entrustmentDevelopment Organization

Miyazaki University委託
Entrustment

システム構成 Process Illustration

Re-entrustment

C5糖
Pentose

C6糖取込みタンパク質
Hexose transporter

C5糖取込みタンパク質
Pentose transporter

C6糖
Hexose

解糖系
Glycolytic pathway

C6糖代謝系
Hexose metabolic system

C5糖代謝系
Pentose metabolic system

ペントースリン酸回路
Pentose phosphate

pathway

アセチルCoA 油脂生合成系

2. 培養法の検討
Assessment of cultivation methods

・ 高密度大量培養システムの構築
Develop high-density cultivation system

リグノセルロース糖化液
Saccharified

lignocellulose
solution

・ ラビリンチュラ油脂の分析

5/7 L jar
fermentor

30 L jar
fermentor

1,000 L
fermentor

COOH油脂アセチルCoA
Acetyl CoA Oil production 

system

1. バイオマス糖液に対応したラビリンチュラ株の創生
Generation of saccharified biomass-compatible thraustochytrids strain 

・ 遺伝子組み換え技術によりC5糖を利用できる機能を付与する（赤字の部分を導入）
Genetic modification to allow pentose metabolism (addition of portions in red)

3. 燃料適性の評価
Evaluation of fuel suitability 

ラビリンチュラ類
Thraustochytrids

・ ラビリンチュラ油脂の分析
Analysis of oils made by 
thraustochytrids 

・ 実用化を見据えた
燃料生産方法の検討

Evaluation of industrial-
scale production methods

COOH

COOH

油脂
Oil

細胞膜 Cell membrane

油糧微生物ラビリンチュラを利用したジェット燃料・船舶燃料生産の研究開発
Development of Biojet Fuel and Marine Fuel Production System Using Thraustochytrids 
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研究開発の背景

　木質系 ･ 草本系バイオマスの利活用を促進するためには、燃料と
して利用価値の高い炭化物の収率を最大化し、さらに発生するター
ルを軽質化することも重要です。そこで、熱分解時に発生するター
ル蒸気と共存する炭化物との相互作用に着目し、充填移動層反応器
を用いたタール蒸気とバイオマスの共炭化反応を促進するプロセス
の確立を目指します。

R&D Background

　This R&D aims at developing new biomass pyrolysis technology 
which will make it possible to maximize charcoal yield and produce 
light bio-oil simultaneously. NEDO’s strategy to obtain a high yield 
of charcoal from biomass pyrolysis is to facilitate co-carbonization of 
biomass and heavy tar with a moving bed reactor. 

研究開発の内容と目標

　ベンチスケール充填移動層炉を用いた熱分解技術の研究開発で
は、炉の構造と安定運転方法について検討し、ベンチ炉での炭化物
収率の最大化とタール軽質化の同時達成を目指します。気固間の物
理化学相互作用を制御する熱分解法の研究開発では、ラボ実験によ
り炭化物収率の最大化条件を示すことで、ベンチスケール運転条件
の最適化を目指します。

R&D Themes and Objectives

　The goal of this R&D is to design a moving bed pyrolyzer 
and to develop operation technologies toward development 
of an efficient conversion process for biomass resources. The 
R&D covers two major items. The first is development of a 
bench-scale moving bed reactor, and the second is fundamental 
research using a lab-scale simulated moving bed reactor.

開発項目
R&D Subjects

平成22年度
FY 2010

平成23年度
FY 2011

１．ベンチスケール充填移動層を用いた熱分解技術の研究開発
Development of Biomass Pyrolysis Technology with a Bench-Scale Moving-Bed Reactor

２．気固間の物理化学相互作用を制御する高度熱分解法の研究開発
Fundamental Research on Reaction Space Control Using a Lab-scale Reactor

研究開発スケジュール　R&D Schedule

研究開発の実施体制　R&D Organization

システム構成　Process Illustration

反応空間制御による高度バイオマス熱分解技術の研究開発
R&D of Advanced Biomass Pyrolysis Technology by Intensifying Reaction Space Control

新エネルギー・産業技術総合開発機構
New Energy and Industrial Technology 
Development Organization 委　託

Entrustment

JFE エンジニアリング株式会社
JFE Engineering Corporation

九州大学
Kyushu University

炭化物
（Charcoal）

充填
移動層炉

バイオマス
（Biomass)

ガス、液
（Gas , liquid)                

気液分離器

ガス
（Gas)

軽質バイオオイル
（Light bio-oil)

燃焼炉
高温ガス
（Hot gas)（Moving bed 

   pyrolyzer
 

 ) （Combustion 
chamber）

（Gas-liquid 
separator）

発生タールと
バイオマスの共炭化
（Co-carbonization of biomass and 
tar derived from biomass pyrolysis）

重質タールの炭化物への
転換と軽質化
（Conversion of heavy tar into 
charcoal and light bio-oil）

炭化物と軽質バイオオイル併産を実現する

熱自立型熱分解技術の開発
（Thermally independent pyrolysis process realizing 

co-production of charcoal and light oil）

重質タールの徹底転換
（Exhaustive conversion of 

heavy tar) ＜＜
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非可食バイオマス由来混合糖からのバイオブタノール生産に関わる基盤技術開発 
Development of Fundamental Technology for Biobutanol Production from Non-edible Biomass Resources

研究開発の背景

　ブタノールは、ガソリン代替燃料のバイオエタノールと比較して
エネルギー密度がエタノールよりも高く、低燃費走行を可能にしま
す。また、ガソリンへの混合が容易で既存の給油設備が使用可能な
ことなどからバイオブタノールの実用化へ大きな期待が寄せられて
います。

R&D Background

　The energy density of butanol is higher than that of 
bioethanol, implying a more fuel-efficient gasoline alternative. 
Moreover, as butanol can better blend with gasoline, existing 
facilities can be used as is, greatly enhancing its practical 
application potential.

研究開発の内容と目標

　既存の醗酵法とは全く異なるコンセプトに基づく革新的バイオプ
ロセス「増殖非依存型バイオプロセス」をコア技術として、ブタノー
ル生合成系遺伝子組み換え株の改良研究により、非可食バイオマス
由来の混合糖（C5+C6 糖類）を出発原料とした“高効率バイオブ
タノール生産基盤技術”の研究開発を行います。

R&D Themes and Objectives

　An innovative growth-arrested bioprocess has been 
designed based on a concept completely different from existing 
fermentation methodologies as core technology,  upon which 
research and development of fundamental technology for high-
efficiency butanol production from mixed sugars (C5 and C6 
sugars) from non-edible biomass resources has been derived.

研究開発スケジュール　R&D Schedule

研究開発の実施体制　R&D Organization

システム構成　Process Illustration

新エネルギー・産業技術総合開発機構
New Energy and Industrial Technology 
Development Organization

バイオブタノール製造技術研究組合
Biobutanol Manufacturing Technology Institute 
東京工業大学
Tokyo Institute of Technology委　託

Entrustment

非可食
セルロース
Non-edible
cellulose

C6糖
Six-carbon sugar

C5糖
Five-carbon sugar

６

５

増殖非依存型バイオプロセスの構築
Development of growth-arrested bioprocess

反応槽に微生物を高密度充填し反応する
Productive reaction with microorganisms 

packed to a high cell density

菌体触媒 (増殖なし）
Bacteria catalyst

(growth-arrested cells)

高生産性
High productivity

混合糖完全同時利用
Simultaneous utilization of mixed-sugars

発酵阻害物質耐性
Resistance to fermentation inhibitor

増殖非依存型バイオプロセスによる
混合糖からのバイオブタノ ール生成

Biobutanol production from non-edible biomass resources
by growth-arrested bioprocess * 高エネルギー含量 High energy content

バイオエタ ノ ールの1.3倍 1.3 times bioethanol
ガソリ ンの84% About 84 % that of gasoline

* 低吸湿性・ 低腐食性・ 低揮発性
Low-hygroscopicity ・Low-corrosivity ・Low-volatility

* ブタ ノ ール – エタ ノ ールの補完的使用可能
Butanol is mutually complementary with ethanol

温暖化対策効果 Effect on global warming

バイオエタ ノ ール Bioethanol
1L使用 1.5kgCO2削減
Use of 1L  Reduction of 1.5kg CO2

バイオブタ ノ ール Biobutanol
1L使用 1.9kgCO2削減
Use of 1L  Reduction of 1.9kg CO2

バイオブタノ ール燃料 Biobutanol-based fuel

B
iobutanol

開発項目
R&D Subjects

平成 22 年度
FY 2010

平成 23 年度
FY 2011

平成 24 年度
FY 2012

平成 25 年度
FY 2013

１．増殖非依存型バイオプロセスによるバイオブタノール生成技術の開発
Metabolic Engineering of Corynebacterium Glutamicum for Butanol Production

１-１ STY の向上（I）：高機能酵素をコードした遺伝子の探索・改良
Improvement of STY (Space/Time/Yield) (I) : Search for Enzyme with High Substrate Specificity and High Enzymatic Activity
１-２ STY の向上（II）：細胞内酸化還元バランスの調整
Improvement of STY (II) : Conversion of Cofactor Requirement for Adjustment of Redox Balance
１-３ 対糖収率の向上：副生経路の遮断
Improvement of Productivity (Yield per Mol Sugar) : Elimination of By-product Formation Pathways in Butanol Production

２．コリネ型細菌における RNA 分解酵素による糖代謝制御機構の解析
Regulatory Mechanism of Sugar Metabolism by RNase in C. glutamicum

２-１ RNase の制御下にある遺伝子の同定
Identification of Genes under Control of RNases in C. glutamicum

２-２ RNase 欠損の代謝に及ぼす影響
Effects of Lack of RNases on Metabolism in C. glutamicum
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セルロース含有バイオマスの革新的直接液化技術の研究開発
Development of Innovative Technology for Direct Liquefaction of Cellulosic Biomass

研究開発の背景

　木質バイオマスの効率的な液体燃料への変換技術の開発が望まれ
ています。木質系バイオマスや廃プラスチックが排出される地域に
小規模で簡便な液化装置を設置し、軽油相当のクリーンな石油代替
液化燃料を高効率で製造することが求められています。

R&D Background

　Development of efficient technology for converting cellulosic 
biomass to liquid fuel is an important research area. Liquefied 
fuel substitutes for light oil urgently need to be produced by 
biomass and waste plastics in liquefaction plants located near 
biomass resource areas.

研究開発の内容と目標

　木質系バイオマス廃プラに溶媒を混合し、低温、低圧の温和な反
応条件で直接液化することにより優れた軽油燃料を高効率に製造す
る革新的な技術を開発します。 

R&D Themes and Objectives

　New innovative and effective technology for converting 
cellulosic biomass and waste plastics to high quality light oil at 
low pressure and low temperature using oil solvent made from 
ligneous biomass is being developed.

研究開発スケジュール　R&D Schedule

研究開発の実施体制　R&D Organization

新エネルギー・産業技術総合開発機構
New Energy and Industrial Technology 
Development Organization

日本大学
Nihon University

JFE テクノリサーチ株式会社
JFE Techno-Research Co., Ltd.

委　託
Entrustment

システム構成　Process Illustration

開発項目
R&D Subjects

平成23年度
FY 2011

平成24年度
FY 2012

平成25年度
FY 2013

平成26年度
FY 2014

１．木質バイオマスの共液化機構の解明と検証
Evaluation of direct co-liquefaction mechanism

２．液化生成物の利用技術
Utilization of liquefied oil and byproducts

３．全体直接液化システムの構築と経済性評価
Conceptual design of direct liquefaction process

セルロース含有バイオマスの革新的直接液化技術の研究開発

Development of Innovative Technology for Direct Liquefaction of Cellulosic Biomass

研究開発の背景

木質バイオマスの効率的な液体燃料への変換技術の開発が望
まれています 木質系バイオマスや廃プラスチ クが排出

R&D Background

Development of efficient technology for converting cellulosic 
biomass to liquid fuel is an important research area Liquefied fuel

研究開発の内容と目標

まれています。 木質系バイオマスや廃プラスチックが排出
される地域に小規模で簡便な液化装置を設置し、軽油相当の
クリーンな石油代替液化燃料を高効率で製造することが求め
られています。

R&D Themes and Objectives

biomass to liquid fuel is an important research area. Liquefied fuel 
substitutes for light oil urgently need to be produced by biomass and 
waste plastics in liquefaction plants located near biomass resource 
areas.

木質系バイオマス廃プラに溶媒を混合し、低温、低圧の温和
な反応条件で直接液化することにより優れた軽油燃料を高効
率に製造する革新的な技術を開発します。

New innovative and effective technology for converting cellulosic 
biomass and waste plastics to high quality light oil at low pressure 
and low temperature using oil solvent made from ligneous biomass is 
being developed

開発項目
R&D Subjects

研究開発スケジュール R&D Schedule

being developed.

平成２５年度
FY2013

1. 木質ﾊﾞｲｵﾏｽの共液化機構の解明と検証
Evaluation of direct co-liquefaction mechanism

平成２６年度
FY2014

平成２４年度
FY2012

平成２３年度
FY2011

研究開発の実施体制 R&D Organization

新エネルギー・産業技術総合開発機構
学 株

2. 液化生成物の利用技術
Utilization of liquefied oil and byproducts

3. 全体直接液化ｼｽﾃﾑの構築と経済性評価
Conceptual design of direct liquefaction process

新エネルギ 産業技術総合開発機構
New Energy and Industrial Technology

Development Organization

日本大学 JFEテクノリサーチ株式会社
NihonUniversity    JFE Techno-Research Co., Ltd.委託

Entrustment

システム構成 Process Illustration

発生ガス

セルロース含有
バイオマス

Cellusic Biomass 発生ガス

セルロース含有
バイオマス

Cellusic Biomass廃プラスチック

蒸留塔
Distiller

中・重油
Medium・Heavy oil

廃 水
Waste Water

Generated gas

粉砕機
Crusher

乾燥機
Dryer

軽 油
Light oil

Cellusic Biomass

混合機
Mixer

自製溶媒
Ci l ti l t

蒸留塔
Distiller

中・重油
Medium・Heavy oil

廃 水
Waste Water

Generated gas

粉砕機
Crusher

乾燥機
Dryer

軽 油
Light oil

Cellusic Biomass

混合機
Mixer

自製溶媒
Ci l ti l t

Waste plastics

押出型液化反応装置
Screw type Reactor

残渣物
Residue

Circulating solvent

押出型液化反応装置
Screw type Reactor

残渣物
Residue

Circulating solvent
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急速接触熱分解による新たなバイオ燃料製造技術の研究開発
Technology for Production of New Biofuels Using Catalytic Fast Pyrolysis

研究開発の背景

　急速熱分解法は、バイオマスを簡易に液化できる技術として知ら
れていますが、得られる液化物の品位が低い点が課題となっていま
す。本研究では、急速熱分解と同時に触媒による改質を行うことで、
急速熱分解法特有のシンプルな機器構成を保ちながら製品液化物の
品質の向上を図ります。

R&D Background

  Fast pyrolysis is a simple technology for the transformation of 
biomass to liquid fuels, but the bio-oil product has a low heating 
value, poor thermal stability, and high corrosiveness. In this 
research and development, a new system that combines fast 
thermal pyrolysis and simultaneous catalytic processing is being 
developed, which will result in a bio-oil of substantially improved 
quality.

研究開発の内容と目標

　バイオマスの急速熱分解と熱分解生成物の改質を同時に行うこと
ができる触媒と反応器を開発します。触媒開発においては、バイオ
マス中の主要構成成分であるリグニンとセルロースのそれぞれにつ
いて水素化脱酸素・接触分解・シフトの機能を有する触媒を開発し
ます。また、急速接触熱分解反応器として、急速熱分解と触媒を用
いた改質を単一の反応器内で行うことができる二段流動層反応器を
開発します。

R&D Themes and Objectives

  An advanced reactor for fast pyrolysis and catalysts for 
upgradingof bio-oil will be developed. The reactor that will 
be fabricated will consist of a novel two-stage fluidized-bed 
system which will allow pyrolysis and upgrading to take place 
in contiguous sections. The catalyst that will be developed for 
conversion of lignin and cellulose will have multiple functions with 
high activity for hydrodeoxyge-nation, cracking and water-gas shift. 

研究開発スケジュール　R&D Schedule

研究開発の実施体制　R&D Organization

新エネルギー・産業技術総合開発機構
New Energy and Industrial Technology 
Development Organization

東京大学
Tokyo University

明和工業株式会社
Meiwa  Co., Ltd.

北陸先端科学技術大学院大学
Japan Advanced Institute of 
Science and Technology

（独）産業技術総合研究所
National Institute of Advanced Industrial 
Science and Technology (AIST)

委　託
Entrustment

再委託
Re-entrustment

システム構成　Process Illustration

開発項目
R&D Subjects

平成23年度
FY 2011

平成24年度
FY 2012

平成25年度
FY 2013

平成26年度
FY 2014

１．急速熱分解に適した多機能触媒の研究開発
R&D on multi-function catalyst for upgrading psyrolysis oil

１- ２．水素化脱酸素・シフト触媒の高度化
Advanced catalyst for hydrodeoxygenation and WGS

２． 二段流動層による急速接触熱分解システムの研究開発
R&D of two-stage fluidized bed reactor for catalytic fast pyrolysis

２- ２．改質バイオオイルの製造試験・改良等による最適化
Production of upgraded bio-oil and optimization of reactor

急速接触熱分解による新たなバイオ燃料製造技術の研究開発

Technology for Production of New Biofuels Using Catalytic Fast Pyrolysis

研究開発の背景

急速熱分解法は、バイオマスを簡易に液化できる技術とし
て知られていますが 得られる液化物の品位が低い点が課題

R&D Background
Fast pyrolysis is a simple technology for the transformation of 

biomass to liquid fuels, but the bio-oil product has a low heating 

研究開発の内容と目標

て知られていますが、得られる液化物の品位が低い点が課題
となっています。本研究では、急速熱分解と同時に触媒によ
る改質を行うことで、急速熱分解法特有のシンプルな機器構
成を保ちながら製品液化物の品質の向上を図ります。

R&D Themes and Objectives

q , p g
value, poor thermal stability, and high corrosiveness. In this research 
and development, a new system that combines fast thermal pyrolysis 
and simultaneous catalytic processing is being developed, which will 
result in a bio-oil of substantially improved quality.

バイオマスの急速熱分解と熱分解生成物の改質を同時に行
うことができる触媒と反応器を開発します。触媒開発におい
ては、バイオマス中の主要構成成分であるリグニンとセル
ロースのそれぞれについて水素化脱酸素・接触分解・シフト

An advanced reactor for fast pyrolysis and catalysts for upgrading
of bio-oil will be developed. The reactor that will be fabricated will 
consist of a novel two-stage fluidized-bed system which will allow 
pyrolysis and upgrading to take place in contiguous sections The

開発項目
R&D Subjects

研究開発スケジュール R&D Schedule

ロ スのそれぞれについて水素化脱酸素・接触分解・シフト
の機能を有する触媒を開発します。また、急速接触熱分解反
応器として、急速熱分解と触媒を用いた改質を単一の反応器
内で行うことができる二段流動層反応器を開発します。

pyrolysis and upgrading to take place in contiguous sections. The 
catalyst that will be developed for conversion of lignin and cellulose 
will have multiple functions with high activity for hydrodeoxyge-
nation, cracking and water-gas shift. 

1. 急速熱分解に適した多機能触媒の研究開発

平成２３年度
FY2011

平成２４年度
FY2012

平成２５年度
FY2013

平成２６年度
FY2014

R&D on multi-function catalyst for upgrading psyrolysis oil

1-2. 水素化脱酸素・シフト触媒の高度化
Advanced catalyst for hydrodeoxygenation and WGS

2. 二段流動層による急速接触熱分解システムの研究開発
R&D of two-stage fluidized bed reactor for catalytic fast pyrolysis

2-2. 改質バイオオイルの製造試験・改良等による最適化
Production of upgraded bio-oil and optimization of reactor

研究開発の実施体制 R&D Organization

新エネルギー・産業技術総合開発機構
New Energy and Industrial Technology

Development Organization 委託
Entrustment

国立大学法人東京大学
Tokyo University
明和工業株式会社
Meiwa  Co., Ltd.

国立大学法人
北陸先端科学技術大学院大学
Japan Advanced Institute  of Science 
and Technology
（独）産業技術総合研究所
National Institute of Advanced 
Industrial Science and Technology 
(AIST)

再委託

Re-entrustment

システム構成 Process Illustration
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開発項目
R&D Subjects

平成 23 年度
FY 2011

平成 24 年度
FY 2012

１．先進的トレファクション技術開発と高炭化率固形燃料の開発
Development of Highly Carbonized Fuel with Advanced Torrefied Technology

２．高炭化率固形燃料の装置開発
System Design and Development Based on High Carbonized Fuel

３．バイオ固形燃料によるバイオ溶解炉への適用評価と溶解試験
Trail Testing and Evaluation of a Bio-melting Furnace by Newly Bio-solid Fuel

新エネルギー・産業技術総合開発機構
New Energy and Industrial Technology 
Development Organization

近畿大学　Kinki University
中外エンジニアリング株式会社
Chugai Engineering Co., Ltd.

株式会社ナニワ炉機研究所
Naniwa Roki Co., Ltd.

再委託
Re-entrustment

委　託
Entrustment

先進的トレファクション技術による高密度・高炭化率固形燃料の研究開発
 Development of High Density, High Carbonization Ratio Solid Fuel Using Advanced Torrefaction Technology

研究開発の背景

　現在のバイオ燃料は、化石燃料に比べてコスト競争力に乏しく、
導入普及のネックとなっています。バイオマス社会の実現に向け、
中長期的視野に立ってエネルギー転換効率のさらなる向上を目指し
た、バイオ燃料の普及を促進する波及効果の大きい次世代バイオ燃
料製造技術の開発が望まれています。

R&D Background

　Poor cost competitiveness has been the bottleneck for the 
successful introduction and dissemination of biofuels compared 
to fossil fuels. A long-term perspective to further improve the 
energy conversion efficiency of biomass is needed to develop 
next-generation biofuel production technologies and create a 
large ripple effect in promoting the use of biomass as biofuel.

研究開発の内容と目標

　本研究開発では、半炭化から炭化度 100％付近で石炭コークス
に匹敵する高密度炭化バイオコークスの実用化を目指しています。
特に、高密度・高硬度炭化率固形燃料の製造技術における種々の課
題を克服し基盤技術を築き、次世代のバイオ固形燃料の活路を見出
すための研究開発を行います。

R&D Themes and Objectives

　This research will establish that through semi-carbonization, 
the degree of carbonization of high carbon density bio-coke 
is almost 100% that of coal coke. To overcome the various 
challenges in the manufacturing technology for next-generation 
solid biofuels, particularly in creating high density and high 
hardness level solid carbon fuels, a breakthrough in research 
and development is required.

研究開発スケジュール　R&D Schedule

研究開発の実施体制　R&D Organization

システム構成　Process Illustration

ﾊﾞｲｵﾏｽ
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高密度炭化
High-density 
carbonized char

溶解炉
Melting furnace

ｴﾝｼﾞﾝﾊﾟｰﾂ
Engine parts

鉄板
Steel plate

先進的なﾊﾞｲｵｺｰｸｽ技術
Advanced Bio-coke technology

先進的なトレファクション技術
Advanced torrefied technology
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開発項目
R&D Subjects

平成 25 年度
FY 2013

平成 26 年度
FY 2014

１．水素連続製造プロセスの設計と製作
Design and production of continuous system for hydrogen generation

２．ガス化剤の混合量の最適化と触媒量の削減
Optimization of mixing ratio for additives and decrease in catalyst usage

３．操作条件が水素製造に及ぼす影響の明確化
Clarification of operation parameters for hydrogen generation

４．生成物の分析
Analyses of products

５．実用プラントの設計と効果
Design of practical plant and effect 

６．反応メカニズムの解明
Reaction mechanism identification

研究開発の背景

　東日本大震災後エネルギーの安定供給、地球温暖化を抑制するた
め低炭素社会ならびに日本再興戦略に位置づけられている水素社
会の実現が強く望まれている。これら三つの要求を満足するエネル
ギー源として、膨大に存在し、かつカーボンニュートラルであるバ
イオマスが挙げられ、特に必然的に集積され、再資源化率の低い下
水汚泥が有望である。

R&D Background

　It is strongly desired to realize a hydrogen society for the 
purposes of a safe energy supply, prevention of global warming 
and Japan’s strategy of revival. To achieve these goals, 
carbon-neutral biomass is expected to be a starting material,  
particularly sewage sludge that is already available due to 
accumulation and not yet developed as a resource for other 
purposes.

研究開発の内容と目標

　これまでに、下水汚泥にガス化剤として水酸化物を混合し、この
混合物を加熱することによって水素が生成することを回分式試験に
よって明らかにした。本研究では、ガス化剤と触媒の混合量の適正
化と反応機構の解明を図るとともに、連続式試験機の設計と製作を
行ない、操作条件が水素生成に及ぼす影響を最適化し、スケールアッ
プ因子を明確化する。

R&D Themes and Objectives

　It has been found through laboratory experiments that 
hydrogen generation occurs when heating a mixed sample of 
sewage sludge with hydroxide additives. This research covers 
optimization of additives, reaction mechanism identification, 
design and production of a continuous system, clarification of 
operation parameters as well as factors for scaling up.  

研究開発スケジュール　R&D Schedule

下水汚泥からの革新的な高純度水素直接製造プロセスの研究開発
Research and Development of Novel Process to Directly Produce High-purity Hydrogen from Sewage Sludge

新エネルギー・産業技術総合開発機構
New Energy and Industrial Technology 
Development Organization 委　託

Entrustment

東北大学 株式会社大和三光製作所
Tohoku University Yamato Sanko Mfg. Co., Ltd.

研究開発の実施体制　R&D Organization

システム構成　Process Illustration

下水汚泥からの革新的な高純度水素直接製造プロセスの研究開発

Research and Development of Novel Process to Directly Produce High-purity Hydrogen from Sewage Sludge 

研究開発の背景

東日本大震災後エネルギーの安定供給、地球温暖化を抑制す
るため低炭素社会ならびに日本再興戦略に位置づけられてい

R&D Background
It is strongly desired to realize a hydrogen society for the purposes 

of a safe energy supply prevention of global warming and Japan’s

研究開発の内容と目標

るため低炭素社会ならびに日本再興戦略に位置づけられてい
る水素社会の実現が強く望まれている。これら三つの要求を
満足するエネルギー源として、膨大に存在し、かつカーボン
ニュートラルであるバイオマスが挙げられ、特に必然的に集
積され、再資源化率の低い下水汚泥が有望である。

R&D Themes and Objectives

これまでに、下水汚泥にガス化剤として水酸化物を混合し、
この混合物を加熱することによって水素が生成することを回
分式試験によって明らかにした。本研究では、ガス化剤と触
媒の混合量の適正化と反応機構の解明を図るとともに 連続

It has been found through laboratory experiments that hydrogen 
generation occurs when heating a mixed sample of sewage sludge 
with hydroxide additives. This research covers optimization of 
additives reaction mechanism identification design and production

of a safe energy supply, prevention of global warming and Japan s 
strategy of  revival. To achieve these goals, carbon-neutral biomass is 
expected to be a starting material,  particularly sewage sludge that is 
already available due to accumulation and not yet developed as a 
resource for other purposes.

開発項目
R&D Subjects

研究開発スケジュール R&D Schedule

媒の混合量の適正化と反応機構の解明を図るとともに、連続
式試験機の設計と製作を行ない、操作条件が水素生成に及ぼ
す影響を最適化し、スケールアップ因子を明確化する。

additives, reaction mechanism identification, design and production 
of a continuous system, clarification of operation parameters as well 
as factors for scaling up.  

平成２５年度
FY2013

平成２６年度
FY2014

1. 水素連続製造プロセスの設計と製作

Design and production of continuous system for hydrogen generation
2 ガス化剤の混合量の最適化と触媒量の削減2. ガス化剤の混合量の最適化と触媒量の削減

Optimization of mixing ratio for additives and decrease in catalyst usage
3. 操作条件が水素製造に及ぼす影響の明確化

Clarification of operation parameters for hydrogen generation
4. 生成物の分析

Analyses of products
5. 実用プラントの設計と効果

Design of practical plant and effect 
6. 反応メカニズムの解明

Reaction mechanism identification

研究開発の実施体制 R&D Organization

新エネルギー・産業技術総合開発機構
New Energy and Industrial Technology

Development Organization
東北大学 株式会社大和三光製作所
Tohoku University    Yamato Sanko Mfg. Co., Ltd.委託

Entrustment

システム構成 Process Illustration
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２．実用化技術開発
Commercialization Technology 
Development
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高窒素含有廃棄物に対応した無加水循環型メタン発酵システムを目指した脱アンモニアシステムの実用化研究
Practical Research on a Deammoniation System for a Non-dilution Methane Fermentation System Corresponding to Highly Nitrogenous Waste

研究開発の背景

　高窒素含有廃棄物である鶏糞を原料としたメタン発酵は、アンモ
ニアによるメタン発酵阻害の問題があり、メタン発酵普及の障害と
なっています。本事業では先の NEDO 共同研究事業で開発した嫌
気性脱窒・メタン二段発酵を改良し、原料鶏糞中の窒素をアンモニ
ア転換・脱アンモニアする方法に加えて消化液からアンモニアを除
去する実用化技術を開発し、メタン発酵の普及を目指します。
　併せて、メタン発酵のランニングコスト低減に繋がる分解率向上、
および生物脱硫システムの高性能化についても検討します。

R&D Background

　Methane fermentation of poultry manure, which contains high levels of 
nitrogen, faces the challenge of fermentation inhibition due to ammonia, 
which is an obstacle to widespread diffusion. In this R&D, anaerobic 
denitrification/two-stage methane fermentation previously developed by 
NEDO is being improved. In addition to developing methods for ammonia 
conversion and deammoniation, practical application technology that 
eliminates ammonia from fermented poultry manure and digester sludge 
is being developed. It is expected that methane fermentation use will 
become widespread in the future as a result of this R&D.
　At the same time, degradation rate improvements that will lead to 
reductions in methane fermentation running costs are being studied and 
high-performance biological–desulfurization systems are being studied.

研究開発の内容と目標

　システム全体のランニングコストの低減を目指す為に下記の内容
を実施して、安定運転ができることを確認します。
（１） 鶏糞アンモニア除去装置、および消化液アンモニア除去装

置を追加して、原料鶏糞および消化液からアンモニア態窒
素を高効率・低コストで除去してメタン発酵阻害を抑制す
る手法の確立。

（２） メタン発酵槽の消化液を再利用（循環）することで排水量
の低減を図り、排水処理コストを低減する手法の確立。

R&D Themes and Objectives

　In order to reduce system-wide running costs, the following 
procedures were carried out to verify stable operation:
（１） A poultry manure ammonia eliminator and digester sludge 

ammonia eliminator have been added, and methane fermentation 
inhibition has been controlled through low-cost, high-efficiency 
elimination of ammonia nitrogen from poultry manure and 
digester sludge.

（２） Wastewater volume was reduced by reusing (recycling) digester 
sludge in the methane fermentation tank and drainage treatment 
costs were reduced.

研究開発スケジュール　R&D Schedule

研究開発の実施体制　R&D Organization

新エネルギー・産業技術総合開発機構
New Energy and Industrial Technology 
Development Organization

株式会社日立エンジニアリング・アンド・サービス
Hitachi Engineering & Services Co., 
Ltd.

東北大学
Tohoku University

共同研究
Joint Research

再委託
Re-entrustment

システム構成　Process Illustration

開発項目
R&D Subjects

平成 22 年度
FY 2010

平成 23 年度
FY 2011

１．鶏糞アンモニア除去試験
Testing for Poultry Manure Ammonia Elimination

２．消化液アンモニア除去試験
Testing for Digester Sludge Ammonia Elimination

３．無加水循環型メタン発酵の耐久試験
Testing for Non-dilution Methane Fermentation

４．循環メタン発酵の高温可溶化による分解率向上と濃縮影響の検討
Improvement of Degradation Rates Through High-temperature Solubilization  in Circulated Methane Fermentation and Research on Concentration Effects

５．生物脱硫システムの高性能化の検討
Research on Developing High-performance Biological-desulfurization Systems
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乾式メタン発酵技術における主要機器の低コスト化並びに効率的なバイオガス精製技術及びガス利用システムの
実用化に関する研究開発
R&D on Cost Reduction of Primary Equipment for Dry Anaerobic Digestion Technology and Effective Purification of Biogas and Practical Use of Gas 
Utilization

研究開発の背景

　乾式メタン発酵技術は、紙ごみ等の固体バイオマスから有効にバ
イオガスを生成することができるという特徴から、効率が高い技術
です。しかし、普及のためには、建設費及び維持管理費の低減が必
要です。さらに、生成したバイオガスの有効的な利用方法の確立が
必要です。

R&D Background

　Dry anaerobic fermentation is a technique that is high in 
efficiency as it has the characteristics to be able to effectively 
produce biogas from solid biomass such as used paper. How- 
ever, a reduction of construction and maintenance costs is 
needed for dissemination. Furthermore, establishment of an 
effective means of utilizing formed biogas is necessary.

研究開発の内容と目標

　乾式メタン発酵設備の投入装置についてコストの低減とバイオガ
ス中の硫化水素の事前除去について検討します。また、従来よりも
メタン回収率が高いバイオガス精製技術の確立と精製ガスの効率的
なオフサイト利用方法の検討を行います。

R&D Themes and Objectives

　The purpose of this R&D is to examine the pre-removal of 
hydrogen sulfide from biogas and reduce costs for dry anaerobic 
fermentation feeding devices. In addition, the R&D aims to 
formulate efficient off-site purified gas methods as well as develop 
biogas purification technologies that have improved methane 
recovery rates.

研究開発スケジュール　R&D Schedule

研究開発の実施体制　R&D Organization

新エネルギー・産業技術総合開発機構
New Energy and Industrial Technology 
Development Organization

栗田工業株式会社
KURITA WATER INDUSTRIES LTD.

株式会社東洋設計
Toyo Sekkei Co., Ltd.

共同研究
Joint Research

再委託
Re-entrustment

システム構成　Process Illustration

開発項目
R&D Subjects

平成 22 年度
FY 2010

平成 23 年度
FY 2011

平成 24 年度
FY 2012

１．乾式メタン発酵設備の建設費及び維持管理費の削減
Reduction of Construction Cost and Maintenance Cost of Dry Anaerobic Digestion Facilities

２．バイオガスの前処理としての硫化水素の低減
Reduction of Hydrogen Sulfide from Biogas as Pretreatment

３．バイオガスのメタン濃度の平準化
 Measuring Level of the Methane Density of Biogas

４．低メタン濃度バイオガスにおける効率的ガス精製技術の開発
Development of Effective Biogas Purification Technology which Include a Low Concentration of Methane

５．ガスの既存エネルギーインフラとの有効利用技術の検討と評価
Examination and Evaluation of Utilization Technology with the Existing Energy Infrastructure of Gas
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バイオマス専用粉砕方式による既設微粉炭焚きボイラでの混焼技術の実用化開発
Technology Development for Practical Application of Biomass Co-combustion in Existing Coal Fired Boilers by Means of Biomass Pulverizing Using Dedicated Mills for Biomass

研究開発の背景

　既設の石炭焚き火力発電所においてバイオマス混焼率を増大する
場合、専用ミルを新たに別置する方法があります。この方法の課題
として、所内動力の増加や設置スペースの確保等が挙げられます。
これらを解決するために、追加設備と改造コストを抑制し高い混焼
率を確保できる技術を開発します。

R&D Background

　Separate dedicated mills are required to increase biomass 
co-combustion ratios in existing coal fired power generating 
stations. Issues such as increasing power consumption 
and securing instal-lation space must also be clarified. To 
address these challenges, technology that reduces the costs 
of equipment and modifications as well as ensures high co-
combustion ratios will be developed.

研究開発の内容と目標

　本開発の目的は、既設ミルを有効に活用し混焼率 25cal％を達成
する燃焼システムを実用化することです。対象とするボイラ・排煙
処理設備はシステムとして構成されるので、構成要素毎に、(1) バ
イオマス粉砕ミルの開発、(2) バイオマス専用バーナの開発、(3)
ボイラ及び環境システムの検討を行います。

R&D Themes and Objectives

　The purpose of this R&D is to realize a new combustion system  
that can achieve a high co-combustion ratio of 25 cal%. A perfor-
mance evaluation and image of  the boiler and air quality control 
system (AQCS) are required. The R&D themes are as follows: 
(1) Development of biomass mills, (2) Development of biomass burners, 
and  (3) Evaluation of boiler efficiency and AQCS properties.

研究開発スケジュール　R&D Schedule

研究開発の実施体制　R&D Organization

新エネルギー・産業技術総合開発機構
New Energy and Industrial Technology 
Development Organization

バブコック日立株式会社
Babcock-Hitachi K.K.

共同研究
Joint Research

システム構成　Process Illustration

開発項目
R&D Subjects

平成 22 年度
FY 2010

平成 23 年度
FY 2011

平成 24 年度
FY 2012

平成 25 年度
FY 2013

１．バイオマスミルの開発
Development of Dedicated Mills for Biomass 

２．バーナ及び燃焼システムの開発
Development of Dedicated Burners and a Co-combustion System

３．ボイラ及び環境システムの性能評価
Evaluation of Boiler Efficiency and AQCS Properties

バイオマスバイオマス25%25%混焼システム混焼システム

ミル（ﾊﾞｲｵﾏｽ-石炭共用）

バンカ (ﾊﾞｲｵﾏｽ：20cal%)
Bunker (Biomass:20cal%)

エア
ヒータ

再循環ガス昇圧ファン

ﾊﾞｲｵﾏｽ-石炭
共用ﾊﾞｰﾅ

バイオマス搬送用
再循環ガス系統

一次空気ﾌｧﾝ

脱硝
設備

ボイラ

バンカ (石炭：75%cal%+ﾊﾞｲｵﾏｽ：5cal%）
Bunker (Coal:75cal%+Biomass:5cal%)

ミル（石炭+ﾊﾞｲｵﾏｽ混合）

CO2削減

設備範囲
(発電単価）

安全性
信頼性

バイオマス混焼
バーナ

Burner for co-combustion
of mixture of coal and biomass

Mill （common use for biomass and coal） Mill （use for mixture of coal and biomass）

Air
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Primary air fan

Recirculation gas boost up fan

Recirculation gas line 
for conveying biomass

NOx removal 
equipment 

CO2 reduction 

Safety 
Reliability Equipment

extent
(Unit price of generating electricity)

Co-combustion system in ration of 25 cal% biomass
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Burner in 
common 
use for 
biomass 
and coal
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接触分解法による廃食油からのバイオディーゼル燃料製造の研究開発
Development of Biodiesel Fuel from Waste Vegetable Oil Using Catalytic Cracking

研究開発の背景

　バイオマス資源のエネルギー利用は、化石燃料代替に繋がり、地
球温暖化防止と持続可能な循環型社会形成に向け重要な役割を担う
ものであり、その積極的な導入促進が強く期待されています。この
ため本事業は接触分解法による廃食油からのバイオディーゼル燃料
製造と事業化の研究を行います。

R&D Background

　Utilization of bioresources which can serve as alternatives to 
fossil fuel is essential for reducing global warming and realizing 
a sustain-able society. From this point of view,  aggressive 
introduction of such bioresources is expected. Biodiesel fuels 
for commercial production will be developed from waste 
vegetable oil using catalytic cracking.

研究開発の内容と目標

　北九州市立大学で研究した固体触媒による接触分解法で廃食油か
らの灯・軽油を主成分とした炭化水素燃料を製造するラボ実験を基
に、スケールアップ因子を洗い出し、設備導入コスト、ランニング
コストを低く抑えた実用化パイロットプラント製造までの研究開発
を行います。

R&D Themes and Objectives

　Research and development has been carried out on a practical pilot 
plant with low construction and operating costs as well as potential 
to be scaled up in the future. This R&D is based on lab experiments 
for the production of hydrocarbon fuels primarily from kerosene and 
light oil derived from waste vegetable oil. The production of such 
hydrocarbon fuels  utilizes a catalytic cracking process  based on 
solid catalyst research conducted by Kitakyushu University. 

研究開発スケジュール　R&D Schedule

研究開発の実施体制　R&D Organization

新エネルギー・産業技術総合開発機構
New Energy and Industrial Technology 
Development Organization

株式会社フチガミ
Fuchigami Co., Ltd
ウェスティックテクノロジー株式会社
Westic Techonology Co., Ltd.

システム構成　Process Illustration

開発項目
R&D Subjects

平成 22 年度
FY 2010

平成 23 年度
FY 2011

平成 24 年度
FY 2012

１．油脂処理能力 600mL/Hr のミゼットプラントでの基礎実験運転
Basic Experimental Operation with 600 ml/hour Miniature Plant

２．固定触媒の実用化研究
Practical Study on Solid Ceramic Catalyst Composition

３．パイロットプラント 2000L/day の商業化に向けた実証実験
Demonstration Operation of 2000 l/day Pilot Plant for Commercial Use

再委託
Re-entrustment

ミゼットプラント Midget plant

ナ
フ
サ

灯
油

軽
油

重
質
油

蒸留抽出油 Distillated oil  
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Biodiesel process from waste vegetable oil using catalytic cracking

予熱器

反応器

原

〈接触分解法による廃棄油脂類からのバイオディーゼル燃料製造プロセス〉
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Joint Research

北九州市立大学
Kitakyusyu University
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石炭火力微粉炭ボイラーに混焼可能な新規バイオマス固形燃料の研究開発
Development of a New Solid Biomass Fuel for Co-firing at Coal Power Stations

研究開発の背景

　日本では、石炭火力発電の依存度が高まってきているが、CO２排
出量が多いという課題があります。バイオマスは、カーボン・ニュー
トラルとして取り扱われ、燃焼時に温室効果ガスを出さないとみな
されていますが、熱量密度の低さ、粉砕性の悪さ、耐水性・安定性
の低さのために、その使用量は、増えていないのが実情です。

R&D Background

　In Japan, although dependence on coal-fired power 
generation is increasing, it is an issue due to a large amount 
of CO2 emissions. Although biomass is treated as being 
carbon neutral and it does not emit greenhouse gases during 
combustion, biomass use has not been increasing due to its low 
calorie density, poor grindability and low water resistance and 
stability.

研究開発の内容と目標

　本事業では、バイオマスの欠点を克服し石炭火力における混焼率
の向上を可能とするためにトレファクション（半炭化）技術を開発
します。実機スケールでの実証燃焼試験により混焼性を確認すると
共に、国産バイオマスを対象とした製造技術の確立を目指します。 

R&D Themes and Objectives

　In this R&D, torrefaction (half-carbonization) technology is 
being developed to overcome the flaws in biomass and improve 
the co-firing ratio in coal-fired power generation. The objective 
of this R&D is to develop production technology using domestic 
biomass as well as verify co-firing ratios by conducting co-
firing tests using demonstration equipment.

研究開発スケジュール　R&D Schedule

研究開発の実施体制　R&D Organization

新エネルギー・産業技術総合開発機構
New Energy and Industrial Technology 
Development Organization

日本製紙株式会社
Nippon Paper Industries Co., Ltd.

共同研究
Joint Research

システム構成　Process Illustration

開発項目
R&D Subjects

平成23年度
FY 2011

平成24年度
FY 2012

１．実証機設計のためのトレファクション条件の検討
Examination of Torrefaction Conditions for the Design of Demonstration Equipment

２．実機微粉炭ボイラーでの混焼試験による性能評価
Evaluation of Performance by Co-firing Examination in a Pulverized Coal Boiler

３．実機トレファクション装置の設計、建設および性能評価
Design, Construction and Evaluation of Performance of Torrefaction Equipment

乾燥
Drying

半炭化
Torrefaction

ボイラー
Boiler

造粒
Pelletizing

Improvement of grindability, water resistance, calorie density Improvement of co-firing ratio, storage ability, transportability

木質系バイオマス
Woody biomass

破砕機
Chipping machine

チップ
Chipping

前処理原料 トレファクション 後処理 混焼
Pre-treatment Torrefaction Post-treatment Co-firingBiomass

破砕性、撥水性、嵩密度の向上 混焼性、貯蔵性、搬送性の向上
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地域共同有機マス（コ・フェルメンテーション）を用いたエネルギー最適回収方法及びエネルギー最適利用方法の確立
Development of Valuable Energy Recovery Technology and a Suitable Utilization System from Feedstock

研究開発の背景

　現在の化石燃料使用による有機残渣処理方法は、地球温暖化防止
及びエネルギー問題の観点から、より効果的な処理方法の検討が必
要な状況にあります。そこで本研究においては、有機物の嫌気性発
酵処理方法を活用することにより、環境負荷が少ない廃棄物処理と
安定した自然エネルギー獲得を目指します。

R&D Background

　The current organic waste treatment method for fossil fuel 
faces serious challenges in that concerns regarding global 
warming and higher energy consumption call for more efficient 
solutions. This R&D intends to explore an alternate method 
for a more environ-mentally friendly organic waste treatment 
system and the recovery of sustainable natural energy using 
anaerobic digestion of biowaste.

研究開発の内容と目標

　本研究開発では、発酵管理の容易さと消化液の液肥利用が容易に
なる牛糞尿と、ガス発生量の増加が見込める食品生ごみと BDF 残
渣（グリセリン）とを混合して利用するメタン発酵技術の確立と生
物脱硫システムの開発を目的とした技術開発を実施します。メタン
発酵技術では、湿式メタン発酵装置を用いてバイオガス量を増加さ
せエネルギー回収量の増加させると共に、バイオガスの精製に純酸
素を用いた生物脱硫システムを確立し、低コスト化を図ります。

R&D Themes and Objectives

　The objective of this R&D is to develop new methane 
fermentation technology using cow manure, food waste residue 
and glycerin (BDF residue), and biological desulfurization 
systems. The methane fermentation technology is aimed at 
reducing costs, developing a biological desulfurization system 
using pure oxygen  to purify biogas as well as increasing 
energy recovery and biogas volume by employing a wet 
methane fermentation device.

研究開発スケジュール　R&D Schedule

研究開発の実施体制　R&D Organization

新エネルギー・産業技術総合開発機構
New Energy and Industrial Technology 
Development Organization

株式会社エネコープ
Eneco·op

酪農学園大学
Rakuno Gakuen University

共同研究
Joint Research

再委託
Re-entrustment

システム構成　Process Illustration

開発項目
R&D Subjects

平成 23 年度
FY 2011

平成 24 年度
FY 2012

平成 25 年度
FY 2013

１．湿式メタン発酵装置によるグリセリン混合のメタン発酵技術の研究開発
R&D of Wet Methane Fermentation Technology with glycerin

２．純酸素による生物脱硫システムの開発
Development of a Biological-desulfurization System Using Pure Oxygen

副生グリセリン

メタン発酵槽

1. 湿式メタン発酵装置によるグリセリン混合
のメタン発酵技術の研究開発

嫌気発酵

消化液利用

2. 純酸素による生物脱硫システムの開発

バイオガス

Biogas

生物脱硫

Crude glycerin

生ゴミ
Garbage

乳牛糞尿
Cattle manure

Digester tank

Utilization of digested manure

Anaerobic digestion

バイオガス有効利用

Utilization of  biogas
純酸素
Pure oxygen

Biodesulfurization
乾式脱硫槽
Chemical  
desulfurization tank

2. Development of desulfurization system using
     pure oxygen1. R&D of Wet Methane Fermentation Technology with glycerin
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生ごみや紙ごみ等の都市域廃棄物による地域エネルギー転換システム実用化の研究開発
R&D of a Regional Energy Conversion System Using Kitchen Garbage, Waste Paper, Etc. in Urban Areas

研究開発の背景

　これまでに、都市域廃棄物の中でも廃木材、紙などによるガス化
発電及びメタノール合成を実施しています。生ごみは都市域におい
て、紙ごみと同じぐらい多く排出され、このバイオマス資源の有効
利用は強く望まれています。

R&D Background

　To date, gasification power generation and methanol 
synthesis have been carried out using waste wood, waste 
paper, etc. in urban areas. Kitchen garbage is used as much as 
waste  paper in urban areas, and effective utilization of such 
biomass resources is widely expected.

研究開発の内容と目標

　本事業ではガス化装置の廃熱を利用し、生ごみ乾燥を行い、ガス
化原料や外熱炉原料としての適用を図ります。これにより、都市域
の建物・街区に適用できる小型ユニット装置の実用化を目指します。
これらの結果を踏まえ、熱の有効利用、ごみの減量及び資源化を実
現します。

R&D Themes and Objectives

　In this R&D, kitchen garbage is dried using waste heat 
from a gasification device, and it is then utilized as gasification 
material or heating material for combustion furnaces. Practical 
application of a small device which can be applied to urban 
buildings/districts is the goal. As a result, realization of 
effective use of waste heat, reduction of waste mass, and 
recycling of waste are the main objectives.

研究開発スケジュール　R&D Schedule

研究開発の実施体制　R&D Organization

新エネルギー・産業技術総合開発機構
New Energy and Industrial Technology 
Development Organization

清水建設株式会社
Shimizu Corporation

共同研究
Joint Research

システム構成　Process Illustration

開発項目
R&D Subjects

平成 23 年度
FY 2011

平成 24 年度
FY 2012

１．既存装置の性能確認・改善、新規装置の詳細設計と設置
Improvement of Existing Device and Detailed Design and Installation of New Device

２．廃熱利用による生ごみ乾燥の研究開発
Investigation of Waste Heat Drying

３．ガス化最適自動化運転の研究開発
Development of  Optimally-automated Control of Gasification

４．CO2 削減効果、経済性試算検討及び研究
Effect of CO2 Reduction, Examination and Research of Economy Evaluation

乾燥炉

乾燥物

サイクロン送・排風機 脱臭炉
煙突

熱ガス炉高熱排気

熱ガス炉高熱排気

切出しスクリュウ

受入ホッパ

投入スクリュウ 搬送コンベア

・オンサイト処分 On-site disposition
（機密文書）(Confidential document etc.)

《 ガス化発電・メタノール合成装置》
Gasification and power generation 
plant ＆methanol  synthesis plant

・オンサイト処分 On-site disposition
・焼却回避 Avoidance of incineration

【発電】
Power  generation

【廃熱利用】
Waste heat utilization
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①
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ガス化による生ごみ有効利用
Effective use of garbage with 
gasification 

a) 外熱炉の「廃熱①」利用
Waste heat utilization by
combustion furnace 

b) 生ごみの資源化
Utilization of garbage 
as resources

【乾燥資源化】
Drying and using for resources

【粉砕】
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【浮遊外熱式】
Entrained-flow gasifier
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馬鈴薯澱粉製造時に発生する廃水・廃棄物をモデル原料とする水熱可溶化技術を組み合わせたコンパクトメタン
発酵システムの研究開発
R&D of a Compact Methane Fermentation System Combining Hydrothermal Solubilized Technologies and Utilizing wastewater and Waste Generated 
During Potato Starch Manufacturing as Model Material

研究開発の背景

　北海道では年間約 220万t の馬鈴薯が生産され、その半分が澱粉
に加工されます。近年、収穫量の減少に伴う工場稼働率の低下や原
油高騰により澱粉製造コストが増大する中で、製品の安定供給や畑
作の維持、将来の関税撤廃による輸入品との競合の観点から、これ
らの低コスト化が喫緊かつ最優先の課題となっています。

R&D Background

　In Hokkaido (northern part of Japan), about 2.2 million tons of 
potatoes are produced each year and half of them are processed into 
starch.  In recent years, the starch production cost has increased due 
to soaring oil prices and a decline in starch production efficiency due 
to a decrease in crop production. In order to maintain a stable starch 
and crop field supply and to cope with anticipated competition with 
imported products due to tariff elimination in the future, reduced 
production cost has become an urgent and high priority issue.

研究開発の内容と目標

　本研究開発では、馬鈴薯澱粉製造時に大量に発生するハイドロサ
イクロン廃水と澱粉粕を原料として、膜分離による有機物の濃縮と
水熱可溶化技術による有機物の低分子化を組み合わせることで、発
酵工程を効率化したコンパクトメタン発酵システムの開発を実施し
ます。

R&D Themes and Objectives

　The objective of this R&D is to develop a compact 
methane fermentation system which increases fermentation 
process efficiency. The system will use hydrocyclone starch 
wastewater and starch bran as raw material, which are 
generated in large quantity during potato starch production, 
and it will combine low molecular weight organic technology 
solubilization and hydrothermal enrichment of organic matter 
through membrane separation.

研究開発スケジュール　R&D Schedule

研究開発の実施体制　R&D Organizations

新エネルギー・産業技術総合開発機構
New Energy and Industrial Technology 
Development Organization

株式会社竹中土木 株式会社竹中工務店
Takenaka Civil Engineering & Takenaka Corporation
Construction Co., Ltd.共同研究

Joint Research

システム構成　Process Illustration

開発項目
R&D Subjects

平成 23 年度
FY 2011

平成 24 年度
FY 2012

平成 25 年度
FY 2013

平成 26 年度
FY 2014

１．ハイドロサイクロン廃水の浸漬膜分離システムの研究開発
R&D of an Immersion Membrane Separation System

２．水熱可溶化システムの研究開発
R&D on Hydrothermal Solubilization System

３．多段膜分離システムの研究開発
R&D of a Multi-stage Membrane Separation System

４．コンパクトメタン発酵システムの研究開発
R&D of a Compact Methane Fermentation System

５．統合システムの構築と評価
Development and Evaluation of Integrated Systems

ハイドロサイクロン廃水

澱 粉 粕
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システム
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コンパクト
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研究開発範囲
Scope of R&D
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木質バイオマスのガス化による SNG 製造技術の研究開発
SNG Production from Woody Biomass Using Gasification Process

研究開発の背景

　化石燃料の燃焼等から放出される CO2 の低減、また東日本大震
災によるエネルギー需給見直しを受け、バイオマスをエネルギー源
として一層有効利用することが望まれています。本事業により、木
質バイオマスから高効率にメタン燃料を製造し、木質バイオマスの
利用促進を図ることで、日本のエネルギー環境改善に貢献します。

R&D Background

　Effective utilization of biomass energy is needed in order to
reduce CO2 emissions during the fossil fuel combustion process. 
Efficient production of synthetic natural gas (SNG) from woody 
biomass can contribute to the promotion of woody biomass 
utilization and also help to improve the domestic energy 
situation. 

研究開発の内容と目標

　高濃度のガス化ガスが得られる二塔式ガス化炉と、常圧で高い転
換率が達成可能なメタネーション触媒プロセスを組み合わせ、木質
バイオマスのガス化により高効率に合成天然ガス（SNG）を製造
する技術を開発します。具体的には、二塔式ガス化炉の最適化、ター
ル改質炉の開発・高効率化、メタネーションプロセスの開発・耐久
性評価を行います。

R&D Themes and Objectives

　This R&D project is being undertaken to establish a highly 
efficient process for SNG production from woody biomass 
by combining dual fluidized bed gasification with a novel 
methanation process under normal pressure. The R&D 
items include optimization of a dual fluidized bed gasifier 
and development of a highly efficient tar reformer and a 
methanation process for gasified gas.

研究開発スケジュール　R&D Schedule

研究開発の実施体制　R&D Organization

システム構成　Process Illustration
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新エネルギー・産業技術総合開発機構
New Energy and Industrial Technology 
Development Organization 委　託

Entrustment

株式会社 IHI 日立造船株式会社
IHI Corporation  Hitachi Zosen Corporation

開発項目
R&D Subjects

平成 24 年度
FY 2012

平成 25 年度
FY 2013

平成 26 年度
FY 2014

平成 27 年度
FY 2015

１．二塔式ガス化炉のバイオマス用最適化
Optimization of dual fluidized bed gasifier for using biomass

２．高効率タール改質炉の開発
Development of highly efficient tar reformer

３．メタネーションプロセスの開発
Development of methanation process for gasified gas
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多形状バイオマスガス化発電・未利用間伐材収集効率化の研究開発
Development of Gasification Power Generation for Various Shaped Biomass and High-efficiency Forest Thinning Collection Processes

研究開発の背景

　木質バイオマスガス化発電施設において未利用間伐材・枝葉由来
の破砕チップを利用するためには、チップ形状に起因する発電設備
の不具合のほか、山で材を収集する際の労働災害や生産性の低さ、
またチップの含水率の高さが課題となっています。これらの課題を
解決し、未利用材が有効活用できる経済的なガス化発電システムの
構築が求められています。

R&D Background

　There are a number of outstanding issues that need to 
be addressed in order to realize the utilization of crushed 
chips from unused timber, branches and leaves for biomass 
gasification power generation systems. These issues include 
power generation equipment-related failures due to chip 
shapes, occupational accidents and reduced productivity during 
wood collection periods, and high moisture content of chips. 
A biomass gasification power generation system that resolves 
such issues is required to utilize unused woody biomass.

研究開発の内容と目標

　現在稼働中の木質バイオマスガス化発電施設において、未利用材
由来の破砕チップを燃料とするガス化発電システムを確立を目指し
ます。未利用材の収集には、搬出の省力化のための無人車両及び現
地チップ化のための移動式破砕システムを開発します。また、破砕
したチップを効率的に乾燥させる装置の開発を行います。

R&D Themes and Objectives

　This R&D aims to establish a woody biomass gasification 
power generation system that uses crushed chips from 
woody biomass as fuel. For this purpose, on-site mobile chip 
crushing system and labor-saving unmanned vehicles are being 
developed. In addition, high-efficiency chip drying equipment is 
also being developed.

研究開発スケジュール　R&D Schedule

研究開発の実施体制　R&D Organization

システム構成　Process Illustration

新エネルギー・産業技術総合開発機構
New Energy and Industrial Technology 
Development Organization 共同研究

Joint Research

古屋製材株式会社 キャタピラーイーストジャパン株式会社
Furuya Seizai Co., Ltd. Caterpillar East Japan Co., Ltd.

ヤンマー株式会社 駿河機工株式会社
Yanmar Co., Ltd. Suruga Kiko Co., Ltd.

開発項目
R&D Subjects

平成 24 年度
FY 2012

平成 25 年度
FY 2013

平成 26 年度
FY 2014

平成 27 年度
FY 2015

１．未利用間伐材の収集・破砕の効率化・省力化に係る研究開発
Efficiency improvement of gathering/crushing processes

２．チップ燃料の乾燥に係る研究開発
Development of fuel chip dryer

３．多形状バイオマスガス化発電に係る研究開発
Development of biomass gasification power generation system
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原料の生産・調達、ペレット燃料製造の研究開発
Development of Technology for Raw Material Production, Supply and Fuel Pellet Production

研究開発の背景

　バイオマス発電を促進するためには、エネルギー密度が高く、安
定的な品質のバイオマス燃料を低コストで安定的に供給する必要が
あります。農業残渣等のバイオマスは、かさ密度が低く、広い範囲
に分布し、発生に季節性があるため、運搬コスト、貯蔵コストの低
減が大きな課題になっています。

R&D Background

　Supplying low cost and stable biomass fuel with a high 
energy density and stable quality is essential to promoting  
biomass power generation. Reduced transportation and storage 
costs are a priority issue because biomass is distributed in 
wide areas, has low bulk density and is seasonal. 

研究開発の内容と目標

　一定範囲の地域で発生する複数種類の農業残渣と、同地域内の未
利用地で生産性の高い草本植物を生産することにより、安価な原料
の生産・調達システムを開発すると共に、調達した複数種類の原料
に対応できるペレット燃料の製造技術を開発します。

R&D Themes and Objectives

　Herbaceous plants cultivated on unused land and agricultural 
residues of multiple types in small areas are being utilized for 
the development of a biomass production and supply system. 
Multiple types of biomass are being processed using fuel pellet 
manufacturing technology developed in this research and 
development.

研究開発スケジュール　R&D Schedule

研究開発の実施体制　R&D Organization

システム構成　Process Illustration

新エネルギー・産業技術総合開発機構
New Energy and Industrial Technology 
Development Organization 共同研究

Joint Research

トヨタ自動車株式会社 株式会社北川鉄工所
Toyota Motor Corporation Kitagawa Iron Works Co., Ltd.

開発項目
R&D Subjects

平成 25 年度
FY 2013

平成 26 年度
FY 2014

平成 27 年度
FY 2015

平成 28 年度
FY 2016

１．原料生産・調達システムの開発
Development of material production and supply system

２．ペレット製造技術の開発
Development of fuel pellet manufacturing technology
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研究開発の背景

　下水汚泥やし尿汚泥は、全世界で発生しているバイオマス資源で、
燃料として使用できるポテンシャルがあります。しかし、これらの
バイオマス資源を燃料化するためには多大な設備コストと乾燥エネ
ルギーが必要となるため、普及はあまり進んでいません。

R&D Background

  Raw sludge and sewage sludge are biomass resources 
produced around the world and they have sufficient potential 
to be used for fuel. However, such use has not become popular 
because the processing system requires large equipment and is 
energy consuming.

研究開発の内容と目標

　下水汚泥・し尿汚泥を乾燥促進バインダーを用いて常温で乾燥し
て固形燃料とする、省エネルギー型下水汚泥・し尿汚泥乾燥システ
ムを開発します。併せて、同装置の大型化や、製品である固形燃料
の燃焼試験など、実用化に向けた課題の検討を行い早期の普及を目
指します。

R&D Themes and Objectives

　An energy-saving sludge drying system which can produce 
solid fuel from sludge by mixing drying binder will be developed 
in this project. Scaling-up, a combustion examination of solid 
fuel and other aspects of the system will be simultaneously 
studied to enhance early adoption of the system.

研究開発スケジュール　R&D Schedule

研究開発の実施体制　R&D Organization

システム構成　Process Illustration

開発項目
R&D Subjects

平成 25 年度
FY 2013

平成 26 年度
FY 2014

１．省エネルギー型下水汚泥・し尿汚泥乾燥システムの開発
Development of energy-saving drying system for raw/human waste sludge

２．粒状固形燃料燃焼システムの開発
Development of combustion system for granular solid fuel

３．大型化に向けた検討
Scale-up study

４．環境・衛生に関する対策確立
 Establishment of environment and health measures

省エネルギー型下水汚泥・し尿汚泥固形燃料化システムの開発
Development of Energy-saving Solid Fuel Production System from Raw Sludge and Sewage Sludge
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