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バイオマスエネルギーの高度利用技術に関し，当社では様々な利用技術の開発・実用化に取
り組んでいる．本稿ではこれらのうち，バイオマスを熱化学的にガス化して，メタノールや尿素(肥
料)などの化成品の原料となるガスを製造する技術について述べる．本技術は，非食糧系のリグノ
セルロースや廃棄物などの多種のバイオマスを利用可能で，大規模プロセスにも展開が可能で
ある．本技術によって輸入に頼る我が国の液体燃料の確保及び温室効果ガスの排出削減に向
けての貢献が可能となる．

|1. はじめに
再生可能エネルギーであるバイオマスの利用は，欧米諸国をはじめ世界的にも技術開発，実
用化が推進されている．我が国においても温室効果ガス排出削減，エネルギー自給率の向上に
向けて様々な取組みがなされている．当社においてはバイオマス処理量が２ t/日規模の熱的に
自立したガス化炉を用い，木質系バイオマスの原料前処理から液体燃料(メタノール)を合成する
一貫した試験プラントを建設し，その運転を成功させている(1)．これに続き，農業系バイオマス廃
棄物への対応，ガス精製技術の高度化，低コスト化，低動力化等，実用化に向けた技術開発を
推進している．
本技術の実用化・普及に向けての一つの方策として，バイオマスガス化・ガス精製設備を既存
のメタノールや尿素(肥料)などの化成品プラントに併設することにより，既存の合成設備を活用し
て効率的に液体燃料や化成品を製造する方式を提案する．

|2. バイオマスエネルギー利用技術
バイオマスエネルギー利用技術の比較を表１に示す．
バイオマスエネルギー利用の普及に向けて，当社においてはバイオマスの収集，エネルギー
変換，利用に際しての関連事業者のニーズに応じた様々な技術開発，普及を推進している．
バイオマスガス化技術は酸素，水蒸気をガス化剤として，原料の一部を燃焼させて 800 ℃～
1200℃の高温場を形成する．この熱によりバイオマスを H2 及び CO を主成分とする原料ガスに転
換するものである．これらガスより液体燃料や化成品が合成される．
本技術は林地残材，廃木材などの木質系や農産物非食用部などを含む草本系の原料に対応
が可能で，熱量収率，反応速度が高いため大規模プラントを小さなスペースで設置可能であるこ
となどの特長を有する．
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表１ バイオマスエネルギーの利用技術比較
原理
システム
原 料
製 品
エネルギー
転換効率
大容量化
開発状況

熱化学変換
ガス化
炭化炉
化成品合成
木質，草本系
木屑
バイオマス
下水汚泥など
メタノール，
炭化物
DME※，尿素
高(液体燃料，
高(固体・ガス燃料)
化成品)
適
可
実証レベル

実用レベル

生物変換
発酵
エタノール製造
穀類(実)
セルロース

発酵
メタン製造
生ゴミ
下水汚泥など

直接燃焼
既設火力
専焼・混焼
草木すべて

エタノール

メタン

電力，蒸気

小～中(液体燃料)

小～中 (ガス燃料)

高(電力)

不適
実用レベル
(セルロースは実証レベル)

不適

適

実用レベル

実用レベル

※ DEM(ジメチルエーテル)

|3. バイオマスガス化・液体燃料など化成品原料ガス製造技術
当社は，中部電力(株)，(独)産業技術総合研究所と共同で受託した(独)新エネルギー・産業技
術総合開発機構(NEDO)委託事業(2001～2004 年度)で，２ｔ/日規模実証プラントによる原料の前
処理からメタノール合成までの一貫運転に成功した．この後も NEDO 委託事業及び共同研究とし
てバイオマスエネルギー等高効率転換技術開発にて要素開発を進めてきた．本報ではこれまで
の開発成果として，農業廃棄物系バイオマスへの取組みと，既設の触媒による化成品合成工程
に適合させたガス精製技術開発について以下に述べる．

3.1 噴流床式ガス化炉による農業廃棄物系バイオマスのガス化
(1) 噴流床式ガス化炉の特長
当社が採用する噴流床式ガス化方式では，粉砕したバイオマスを高速でガス化可能である
ためガス化炉がコンパクトで大容量化も可能である．また本方式では流動媒体が不要であるの
で流動媒体の溶融を回避するためのガス化温度の制約は無く，高温でのガス化が可能であ
る．流動媒体を用いる流動床のガス化温度は 850℃程度以下とする必要があるのに対し，
1000 ℃以上でのガス化が可能であるため，発生タール量が少なく後流でのタール処理が容易
である．さらに流動床の持つ次の特長も併せ持っている．本方式は，図１に示すとおり，炉下部
の断面積を炉上部に比べ小さくしている．これにより炉下部はガス流速が早いため大粒子の炉
底への落下が防止され，炉上部はガス流速が遅いため，小粒子のみが気流に随伴される特性
を持たせている．バイオマスは粉砕により粒度分布を持つが，未反応の大粒子や，反応に時間
を要する原料は反応が完結するまで炉内に滞留するため，高い炭素転換率が得られる．

図１ ガス化炉内でのバイオマス粒子軌跡
炉形状を段階的に変えることによって様々な大きさのバイオマス粒子がその終端速度とガス
流速との関係で沈降せず吹き抜けず炉内を循環しガス化に必要な滞留時間が確保される．
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(2) 農業系バイオマス廃棄物のガス化
原料バイオマスの大量・安定供給確保の課題に対して，未利用の農業廃棄物であるパーム
残渣のガス化が可能となれば実用化が促進されると考えられるため，当社の採用する噴流床
式ガス化炉への適用性を評価した．評価はガス化基礎特性を把握する為のチャー(原料を乾
留したもの)のガス化反応速度計測設備と，噴流床式ガス化炉でのガス化性能を把握する為の
240kg/日規模のガス化試験設備を用いた．繊維状の形状を持つ EFB(Empty Fruit Bunch)と
細かい繊維状の粒子と核となる硬い部分が存在する PKS(Palm Kernel Shell)の２種を対象にチ
ャーの反応速度を評価すると，EFB は杉とほぼ同等の反応速度を有するのに対し，PKS に関し
てはガス化速度が遅いことが明らかとなった．
この２種の原料を 240 kg/日ガス化試験設備で評価した結果，図２に示すとおり，炭素転換率
は EFB で 98％前後，PKS でも 94％前後と良好な結果が得られた．上述の当社噴流床式ガス
化炉の特長により，反応速度の遅い PKS 粒子であっても，反応が完結するまで炉内に留まり高
い炭素転換率が得られることが確認された．

図２ チャー反応率と炭素転換率の関係
ガス化速度の遅い PKS(パーム残渣)でも図１のガス化炉設計によって
94％前後と良好な炭素転換率が得られる

3.2 バイオマスガス化ガスのガス精製技術
バイオマスガス化ガスからは図３に示すとおり既設の化成品プラントに繋ぎこむことで様々な液
体燃料や化成品を合成可能である．バイオマスガス化ガスから合成可能な化合物の一つであるメ
タノールは優れた燃料性を有すると共に，C１化学のベースとして様々な化成品の起点物質でも
ある．さらに，実用レベルに近いメタノールを燃料とした燃料電池や，欧州で導入が進む軽油代
替燃料 (BDF : Bio-diesel fuel)合成プロセスにおけるエステル化にも必要となる．
しかしながらメタノールや化成品の触媒合成においては，硫化水素や芳香族炭化水素により
合成触媒は被毒するため，高いレベルでの精製が要求される(2)．
当社では，これら被毒物質を除去するためガス精製システムの開発を進め，図４に示す炭素系
吸着剤による多成分吸着塔での粗精製工程に加えて，吸着材による硫化水素除去，及び触媒
による芳香族炭化水素の分解を行う精密精製を行うシステムを構築した．
本システムでは合成触媒被毒の影響が懸念される多環芳香族炭化水素及び単環芳香族炭化
水素を高度に精製する．図５にガス精製工程での各触媒被毒物質の精製割合を示す．なお炭素
系吸着材による多成分吸着塔では，市販活性炭コストを低減するために，プラントの副生物であ
るバイオマスチャーを有効利用した吸着塔の開発を進め，H2S 及び芳香族炭化水素を粗精製す
る多成分吸着塔の有効性を確認した．
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図３ バイオマスガス化ガスからの液体燃料・化成品合成
バイオマスガス化ガスは合成ガスとして様々な用途に転換が可能

図４ バイオマスガス化・ガス精製システムの構成
バイオマスをガス化，精製して既設化成品プラントへ供給するまでのシステム構成例を示す．

図５ 多成分ガス精製システム
多成分吸着塔で芳香族炭化水素，H2S を粗精製．精密精製器でさらに高精度精製を行う．
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|4. 既設化成品プラントとの組み合わせによる効率化
本技術によるバイオマスガス化・ガス精製プラントを天然ガスからメタノールや肥料を合成する
プラントと組み合わせて，天然ガス(メタン)の一部代替としてバイオマスガス化ガスを供給すること
を検討している．(図６)
これにより，既存の合成設備を活用可能であることや製造化成品の流通・利用面などにおい
て，バイオマスから単独で化成品を合成するシステムに比べ実用化，普及に向けた条件面で非
常に有利となる．バイオマスガス化技術に当社の有する化学プラントに関する知見を組み合わせ
ることによって，本技術の実用化・普及の促進が進むと期待される．

図６ バイオマスガス化・ガス精製システムの既設化成品プラントへの併設例
H2，CO，CO2 からなるバイオマスガス化ガスを既設化成品プラントの原料である天然ガスの一部代替として
供給する．

|5. まとめ
バイオマスをガス化して，メタノールなどの化成品の原料ガスとして精製する技術について当社
の取組みを紹介した．カーボンニュートラルなバイオマスを化石資源の代替として利用可能とする
本技術を実用化・普及することによって，我が国のエネルギー自給率向上や温室効果ガス排出
量の削減に寄与できる．また日本で開発した本技術を途上国で普及させることを通じても，温室
効果ガス排出量削減に貢献することが可能であると考えている．
本技術の普及に際しては，バイオマスの集積という課題が常に存在するため足踏み状態にあ
るともいえるが，一方で欧米の開発スピードは無視できない．我が国の農林業の将来的な再生を
見据え，確実に技術開発を進めることがメーカとしての責務であると考え，引き続き政府，各省
庁，自治体ほか関係先と共に実用化・普及に努め我が国の持続的な発展に寄与したい．
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