
パーム関連バイオマス事業

世界最大の植物油産業であるパーム産業では，パーム空果房（Empty Fruit Bunch：EFB）

やパーム古木（Oil Palm Trunk：OPT）等の廃棄物による土壌汚染やメタンガス発生の課

題を抱えています。IHIは同産業が盛んなマレーシアで工場を立ち上げ，EFBやOPT等の

未利用廃棄物を原料とした燃料ペレットの製造を行っています。ボイラの燃焼技術や

環境対応技術といった既存の事業で培われた知見を持ち寄ることで，GHG削減とパーム

産業のサステナビリティ向上の両側面で貢献していきます。

パーム産業における循環型経済の構築 マレーシア国内の関連設備 EFBぺレット第2工場：プラント全景図



パーム産業における

循環型経済の構築



マレーシア国内の
関連設備



バイオマス燃焼技術

IHIは，長年の実績と研究により培ってきた燃焼技術を応用して，カーボンニュートラル資源

であるバイオマス燃料に関連する技術の開発に取り組み， CO2削減およびクリーンで安定し

た電力の供給に貢献しています。既設の石炭焚ボイラのバイオマス混焼化・専焼化，重油・

原油焚ボイラのバイオマスへの燃料転換や，新規バイオマス発電プラントの建設を実現し，

国内で複数の工事実績を保有しています。

木質バイオマス燃焼技術 木質バイオマス燃焼プラント バイオマスバーナ バイオマスミル

バーナ内筒／外筒を
鋼板製一体型ライナとすることにより、
バーナ内部の微粉木堆積を防止。

バーナ内筒／外筒を
バイオマス燃焼専用の形状とすることで、
高い燃焼性の確保を実現。

縮流リングの設置／脱着により、
木質ペレット／石炭の容易な切替を実現。

分級性能を適正化することにより、
石炭と同等の処理容量を実現。



循環流動層（CFB）ボイラ

循環流動層ボイラ(CFB)は流動層ボイラの形式の一つです。流動層ボイラに
は，多種多様な燃料を適用できるという大きな特徴があります。
CFBは，炉内の燃焼ガス流速(空塔速度)が他の形式より大きいため，燃料と
流動媒体がより活発に反応します。また，火炉から飛散する燃料と流動媒体
はサイクロンで捕集され，火炉内に再循環する(反応時間が長い)ため，安定
して高効率の燃焼が可能となります。そのため，本形式はFIT事案に最も適
用される形式となります。

循環流動層ボイラとは～ボイラの形式～

ＩＨＩ循環流動層ボイラの特長

設計技術の変遷



使用バイオマス燃料



循環流動層ボイラとは
～ボイラの形式～

石炭や廃棄物系の固体燃料を

使用するボイラの形式は、燃焼

方式によって３つに大別できる。



ＩＨＩ循環流動層
ボイラの特長



設計技術の変遷



木質バイオマス
燃料技術



バイオマスバーナ、バイオマスミル

バーナ内筒／外筒を鋼板製一体型ライナ

とすることにより、バーナ内部の微粉木

堆積を防止。

バーナ内筒／外筒をバイオマス燃焼専用
の形状とすることで、高い燃焼性の確保
を実現。

縮流リングの設置／脱着により、

木質ペレット／石炭の容易な切替

を実現。

分級性能を適正化することにより、

石炭と同等の処理容量を実現。

バイオマスバーナ バイオマスミル



地域の再エネ有効利用を目指したスマートコミュニティ

再生可能エネルギーには出力変動があり、送電線の能力を超えた場合に電力が余ること、需要のピーク時に電力

が不足することが課題です。地産地消や需給バランス調整に向けた取組みが必要となります。

福島県相馬市では市と共同で「 CO₂ フリーの循環型地域社会創り」を実践し、先進的な再エネの地産地消を実

現しています。福岡県北九州市では環境省委託により、需給差で生じた余剰電力で水素を製造し地域に供給する

モデル事業に参画。CO₂フリー水素の普及を図り水素社会の実現を目指します。

そうまIHIグリーンエネルギーセンターと周辺施設

スマート

コミュニティ

事業の

コンセプト

副生酸素利用の取組

水素製造・供給拠点化災害対応(BCP)の取組

再エネの地産地消

防災機能充実

地域活性化

水素先進利用研究の取組



再エネの
地産地消

防災機能充実

地域活性化

既設系統空き容量ゼロのため自営線を介して再エネ電力を供給し地域のCO₂を削減

既設系統に流せない太陽光余剰電力をエネルギーマネジメントシステムにより蓄電及び

水素・熱に転換し有効利用

非常時に貯蔵水素で燃料電池発電を行い防災拠点に非常用電力を供給

既設系統停電時には、蓄電池と太陽光発電電力により、自営線内に電力を供給可能

水素関連研究、関連産業誘致貢献による交流人口増加、下水汚泥資源化による新事業創出

相馬市スマートコミュニティ事業の

3つのPOINT



災害対応事業
復興交流支援センターへ
専用回線で非常時に
燃料電池電力を供給

下水汚泥乾燥設備

下水処理場

太陽光電力
(特定送配電事業）

燃料電池電力

系統連系盤

既設系統受電点
（逆潮流無し）

既設系統

自営線

クリーンセンター
（ごみ焼却場）

太陽光発電設備

そうまラボ
（水素研究施設)

自営線
(特定送配電事業)

風力発電設備

災害対応設備
（水電解，タンク，

燃料電池）

水素製造
研究設備

EV用充電器

アクアポニックス
設備

ためた水素を
電気に変えて

つかう

余った電気を
水素に変えて
ためる＆つかう

蓄電池

再エネ電気を
つくる

再エネ電気を
制御する＆ためる

再エネ電気を
つかう

余った電気を
熱に変えて
ためる＆つかう

再エネ電気を
つかう

再エネ電気
を送る

自営線

蓄電池

そうまIHIグリーン
エネルギーセンターと
周辺施設

3つのPOINT



スマートコミュニティ
事業のコンセプト

「再エネの地産地消」

×

「防災機能充実」

×

「地域活性化」



水素先進利用研究の取り組み

【水素先進利用研究に適した研究インフラ】

水素製造・利用も含めた形で、再生可能エネルギーの有効利用技術を実証

【地域貢献】

・水素関連の研究を、国内外の研究機関・企業と共同で行えるオープンイノベーションの場を提供。研究者等の交流人口増加により地域活性化に貢献

・地域に水素等の科学・エネルギーを身近な存在にするための活動の取り組み →地域の小中学校と企業との連携による体験学習の場を提供



副生酸素利用の取り組み

【再エネを活用した植物工場(アクアポニックス農業)】

電力DR：自営線内の電力需給に応じて，ハウス内電力使用量を調整

副生酸素の活用：水素製造時に大気放散されている酸素を養殖に利用

環境自動制御：ハウス内環境（温湿度・照度・CO2濃度）＆水質（水温・水位・酸素量・アンモニア濃度・・・）



災害対応(BCP)の取り組み

＜非常用燃料電池発電＞

・太陽光余剰電力 → 水素に変換

・BCP用燃料電池システムをSIGC内に設置し、

防災拠点(復興交流支援センター)に専用回線で電力を供給

＜グリッド強靭化＞

◆既設系統停電時はSIGCの太陽光・蓄電池も停止

→ 直ちに燃料電池が発電

◆停電後一定時間経過

→ 蓄電池，太陽光起動

→ 自営線内に電力供給

・非常時に、下水処理場やごみ焼却場に電力供給可能

・EV充電器を介して、SIGCの電力をEVに充電し市内の

避難施設等で使用

災害対応（BCP）設備

（水電解装置，水素貯蔵タンク，燃料電池，専用回線，分電盤）

非常時の電気の流れイメージ



メタネーション/オレフィン合成

2050年カーボンニュートラル社会の実現に向け、CO2を分離回収・有価転化する技術への

期待が高まっています。IHIでは回収後のCO2から燃料であるメタン、或いは基礎化学品を

製造する技術・事業開発を進めています。独自の触媒開発と反応器設計に加え、IHIがこれ

まで培ってきたガス・化学バリューチェーンにおけるエンジニアリング力を組み合わせるこ

とで最適なカーボンリサイクルの実現を進めて参ります。

排ガス由来のCO₂と再エネ由来の水素から、クリーンな燃料(メタン) を製造する触媒とプロセスを開発。 排ガス由来のCO₂と再エネ由来の水素から、プラスチックなどの化成品原料(低級オレフィン) を
製造する触媒とプロセスを開発。

メタネーション オレフィン合成

小型メタネーション装置 (Compact Methanation Package)



メタネーション

カーボンニュートラルメタンバリューチェーン CNMバリューチェーン確率に向け，様々な知見で貢献します。

プロセススケールアップ

資源輸入拠点でのメタネーション資源輸出国の製造プラントにおける
CO2回収・メタネーション

1.2Nm3-CH4/h反応装置
（IHI横浜事業所）

各種工場
（CO2排出源）における

CO2回収・メタネーション

12.5Nm3-CH4/h反応装置
（SIGC水素研究棟）

試験・研究向け小型商用品と，本格事業向け

大型プラントの両面に取り組みます。



オレフィン合成

排ガス由来のCO2と再エネ由来
の水素から，プラスチックなどの
化成品原料（低級オレフィン）を
製造する触媒とプロセスを開発。



[適用例]

排ガス由来のCO2と再エネ由来
の水素から，プラスチックなどの
化成品原料（低級オレフィン）を
製造する触媒とプロセスを開発。

オレフィン合成



プレスリリース
大型の商用石炭火力発電機におけるアンモニア
混焼に関する実証事業の採択について

アンモニアのメリット

発電燃料としての
アンモニアの課題

石炭火力における微粉炭／アンモニア混焼技術

今後の取組み

アンモニア混焼によるCO2削減効果

■さらなる低NOx化、運用性・環境特性向上
のための研究開発の継続

■スケールアップ、実証サイトの探索
■カーボンフリーアンモニア製造も含めた、

サプライチェーン構築の検討
■国際標準・規格整備への提言

アンモニア燃焼技術

アンモニアは, 燃焼時にCO2が発生しないことから, 石炭をはじめとする化石燃料に代わる新たなエネルギー
として注目されています。IHIでは, ボイラおよびガスタービン開発で培ってきた燃焼技術を活かし, 窒素酸
化物（NOx）の発生を抑えつつ安定してアンモニアを燃焼させる技術の開発を進めています。今後は商用火
力発電所において実証運転による評価を行い, 早期の社会実装を目指します。

数値解析を用いたボイラ
/アンモニア混焼技術の検討

大容量燃焼試験

水素キャリアとしてだけでなく、
直接燃料利用が可能

容易に液化し、大量の水素を運搬可能

肥料や化学原料として既に普及、
ハンドリング技術確立済

液体アンモニア燃焼ガスタービン

液体アンモニア100%燃焼による
CO2フリーガスタービンの開発



アンモニア混焼による
CO2削減効果



発電燃料としての
アンモニアの課題

火炎の比較(ガスタービン燃焼器)



アンモニア20%

混焼試験により、

石炭専焼時と同等の

安定性・低NOxを達成

大容量燃焼試験

2.4t／h（新設）



二塔式ガス化炉の開発「TIGAR®」

低品位燃料（褐炭、バイオマス）をガス化することにより、化学原料や燃料に有効利用できる技

術です。低品位炭やバイオマスへの適用性が高い／燃焼ガスとガス化ガスが別系統のため、ガス

化ガス中水素濃度が高い／低温・常圧運転のため、高価な耐熱材/耐圧機構を用いる必要が無く、

イニシャルコスト、メンテナンスコストの低減が可能／流動床のため燃料は粗粉砕でよく、微粉

砕機や搬送ガスなどが不要／ガス化中にガス化原料（炭種、バイオマス）を安定して変更可能な

どの特徴があります。

二塔式ガス化炉 TIGAR® ガスの適用例 開発の歴史

50トン/日実証試験目標達成 TIGAR®商用機の受注へ



二塔式ガス化炉 TIGAR®

燃焼炉

ガス化炉
□気泡流動床、水蒸気ガス化

□燃焼炉からの循環媒体の熱を利用してガス化
□未反応チャーは循環媒体とともに燃焼炉へ移動

□循環流動床

□チャーを空気で燃焼
□循環媒体が加熱され、ガス化炉へ循環

バイオマスにも対応可能



ガスの適用例



50トン/日実証試験目標達成

インドネシアの褐炭、

バイオマスを用い、

運転性能の確認と

長時間運転の実証を実施

商用機へ反映する

設計データ、

保守・メンテナンスデータ、

コストデータを取得

実証機の結果



TIGAR®商用機の受注へ

国内未利用褐炭や

バイオマスにTIGAR®を

適用することで

低コストで水素を

製造することができる。

肥料工場にTIGAR®を

適用し，原料を天然ガス

からシンガスに

転換することで、

原料費削減・収益改善に

貢献する。

商用機の受注



CO2回収システム（化学吸収法）の開発

CO2化学吸収法は, 火力発電所などの大規模設備から排出されるCO2の分離・回収に適用でき, 

カーボンニュートラル実現のための有力技術として注目を集めています。

IHIでは, 省エネルギーかつ信頼性の高いCO2化学吸収システムの開発に長年取り組んできま

した。吸収液開発～プラント設計・実証運転までを一貫して手掛けた経験を活かし, お客さま

の設備に最適なプラントをご提案します。ご要望に応じて, メタネーション等のCO2利用技術

と組み合わせたCCUシステム全体の提案にも対応いたします。

化学吸収法の原理 商用機イメージ IHIにおける技術開発

商用化に向けて 石炭燃焼排ガス以外の分野への応用や大規模実証機の実現など商用化に向けて、取り組み中です。



CO2回収システム（化学吸収法）の原理

火力発電所から排出された排ガスは、

吸収液と接触し、ガス中のCO2は選択

的に取り込まれます。CO2を取り込ん

だ吸収液は放散塔で加熱され、ほぼ純

粋なCO2を放散します。CO2濃度の薄

くなった吸収液は吸収塔へ送られ、再

びCO2を取り込みます。この吸収と放

散のサイクルを繰り返し、排ガスから

連続的にCO2を分離・回収します。



CO2回収システム 商用機イメージ



IHIにおけるCO2化学吸収技術開発


