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研究レポート

１ まえがき

高温高圧ガス化技術は，含水性バイオマスのエネル
ギー変換技術として期待され研究開発が行われている
（松村ら，2000）。我々は，ガス化触媒である活性炭
を原料に懸濁させた触媒懸濁スラリーを用いることを
提案し，採卵鶏糞を原料に高温高圧ガス化プロセスの
研究開発を行っている。これまでに，本プロセスの実
用化に向け，触媒懸濁スラリーの流動，伝熱，反応の
各特性の確認，原料投入から生成ガス取り出しまでの
一連の工程を持つ処理規模が1t－wet/dのパイロット
試験装置によるプロセスの実証運転，ならびにこのプ
ロセスの評価と実用システムの検討を行ってきた（中
村ら，エネ総研レビュー第13号）。しかしながら，こ
れまでのパイロット試験装置を使用したガス化試験の
報告は，4時間程度のガス化試験結果を元に行ってお
り，ガス化特性が十分に安定しているとは言いがたく，
また，採卵鶏糞以外の原料のガス化は行っていなかっ
た。
そこで，今回，パイロット試験装置を用いた採卵鶏
糞の1日の連続ガス化試験ならびに豚糞，牛糞を原料
としたガス化試験を行ったので，その結果について報
告する。

２ 概　　要

（１）高温高圧ガス化

高温高圧ガス化は，水の臨界点（374℃，22.1MPa）
以上の高温高圧水中でバイオマスを加熱分解させ，可
燃性のガスを得る技術であり（図1），水の中の反応で
あるため，エネルギー的にも経済的にも負担となる乾
燥処理を行わずに適用できる利点がある。得られるガ
スは，水素，メタン，二酸化炭素を主成分とする中カ
ロリーの可燃性ガスであり，タールを含まず，高圧で
回収できる。また，ここでの反応は迅速であり，
600℃，25MPaでは数分の滞留時間でバイオマスが
ほぼ完全にガス化分解でき，そのため，処理後の残さ
は，原料中に含まれる灰分のみとなる。

（２）触媒懸濁スラリー

高濃度原料の高温高圧ガス化では，ガス化率向上の
ため，従来，ガス化反応器で充填層触媒（図2(a)）が
用いられてきたが，充填層に灰分等が堆積し，その結
果，ガス化反応器が閉塞してしまうことが問題となっ
てきた。そこで，微細な触媒を原料に懸濁させた触媒
懸濁スラリー（図2(b)）としてガス化反応器に供給す
ることにより，ガス化反応器での閉塞問題を解決する。

（３）パイロット試験装置

図3に高温高圧ガス化パイロット試験装置のフロー
を示す。原料，微粉活性炭（ガス化触媒）と水の濃度
を調整混合した原料を，破砕機により800μm以下に
破砕した後，加圧熱水液状化反応器に送る。加圧熱水
液状化反応器で液状化処理することにより，原料の粘
性率を下げ，ガス化反応器への高圧送給を行いやすく
する。加圧熱水液状化反応器の入口流れと，出口流れ
の間にはNo.1熱交換器（二重管型熱交換器）を設置し
て熱を回収する。液状化処理温度に不足する熱は，
LPG（生成ガス発生後はその余剰ガスを利用）の燃焼
排ガスにより加熱する。液状化物は高圧ポンプで
25MPaに昇圧しガス化反応器へ送る。ガス化反応器
に入る前には，No.2熱交換器（二重管型熱交換器）に
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よりガス化反応器出口流れから，熱を回収して430～
500℃まで加熱する。ガス化反応温度に不足する熱は
加熱器により熱を加える。ガス化反応器内では高温高
圧の超臨界水状態となり，原料の分解とガス化が進行
する。ガス化反応後には生成ガス，水，活性炭と灰分
となり，気液分離器を経て生成ガスが得られる。なお，
加熱器，ガス化反応器の熱源も，LPG（生成ガス発生
後はその余剰ガスを利用）の燃焼排ガスを利用する。
主要機器にはSUS316を使用している。
パイロット試験装置によるガス化試験は，表1の条
件で行った。使用した原料の元素分析結果は表2に示
すとおりである。また，活性炭には平均粒経が20μm
の椰子殻活性炭を使用した。試験では装置内各部の温
度，圧力を測定するとともに，生成ガスの組成分析，
生成ガス量の測定，排水中の全炭素分（TC），全無機
炭素分（IC）の分析を行った。
ガス化の評価は，測定・分析した生成ガス量や生成
ガス組成，排水中のTC値，IC値やTOC値（全有機炭
素量）を用い式（1）～（3）に示す炭素ガス化率と
炭素収支で行った。なお，式（1）では，活性炭のガ
ス化はほぼないものとしており，また，生成したCO2
のうち排水中に溶け込んでいるものは排水中のICにな
るものとしている。この値が1となれば原料の完全ガ
ス化が達成されていることになる。
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表２　原料の成分組成
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３ 結果および考察

（１）鶏糞の連続ガス化試験結果

a．機器の圧力損失

図4にガス化試験時のNo.2熱交換器ジャケット（二
重管型熱交換器の内管と外管の環状部分。間隙はパイ
ロット試験装置の中でもっと狭い1.3mm）での圧力損
失の状況を示す。鶏糞1のガス化試験では，原料を装
置に供給し始めてから，約3時間後にNo.2熱交換器ジ
ャケットで圧力損失の変動が大きくなり，原料供給
7.5時間後にこの箇所で閉塞し，試験を中断した（図4
（a））。閉塞物は，原料に由来したCa化合物であると
考えられる。
これまでの採卵鶏糞のガス化試験から，原料供給時
に大きくなるNo.2熱交換器ジャケットの圧力損失は，
水を流すことで小さくなることが確認されていたこと
から，鶏糞2のガス化試験では，原料を2.5時間供給し
た後に水を1時間供給する間欠運転を行った。その結
果，No.2熱交換器チューブでの圧力損失の変動は小さ
く，ほぼ1日の連続運転を行うことができた。

b．ガス化率と生成ガス組成

図5に，鶏糞2のガス化試験時の炭素ガス化率の結
果を示す。いずれも1に近い値となり，この試験では
原料の完全ガス化が達成されたことがわかる。
また，図6には，鶏糞2のガス化試験時の生成ガス
組成の結果を示す。1日のガス化試験の中で，生成ガ
スの組成に大きな変化はなく，原料のガス化が安定し
ていることが確認された。

（２）豚糞，牛糞のガス化試験結果

豚糞，牛糞のいずれの原料にもおが粉が含まれてお
り（敷料として使用しているため），どちらもパイロ
ット試験装置で使用する破砕機による前処理運転が困
難であった。特に牛糞については，おが粉の粒径が
5mm程度のものが多く混入しており，破砕機の入口ス
リット（800μm）に詰まってしまい（写真1），計画
試験濃度である10wt％分の原料を用意することがで
きなかったため，牛糞濃度を4wt％として試験した。

a．機器の圧力損失

図7に豚糞，牛糞のガス化時のNo.2熱交換器ジャケ
ットでの圧力損失の状況を示す。豚糞，牛糞のガス化
では，鶏糞の場合と比べ，圧力損失が小さいことが確
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0
10
20
30
40
50

0 200 400 600 800 1000 1200 1400
試験積算時間[min]

生
成
ガ
ス
比
率
[v
ol
%
]

H2
CH4
CO2
C2H4
C2H6
CO

図６　生成ガス組成（鶏糞２のガス化試験）

写真１　牛糞粉砕時の破砕機入口スリット部
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認された。これは，表2に示したように豚糞，牛糞で
は，鶏糞と比べて，灰分の割合が50％程度少ないた
めであると考えられる。鶏糞のガス化試験から，灰分
は機器に堆積し，その結果として閉塞を招く可能性が
ある（特にNo.2熱交換器ジャケット）ためである。こ
の結果から，豚糞，牛糞は，鶏糞に比べ装置の運転は
容易であると言える。

b．ガス化率と生成ガス組成

図8に，豚糞，牛糞のガス化時の炭素ガス化率の結
果を示す。豚糞，牛糞ガス化時の炭素収支は0.8程度
となっており供給した炭素が気相と液相のみでは回収
できていないことが確認される。回収できていない炭
素分は機器内に固体として堆積しているか排水中の固
形物中に含有されて装置外に排出されている可能性が
ある。文献［Xuら，1996］では，40メッシュ（640μm）
以下に粉砕したポプラおが粉11.5wt％と4.2wt％のコ
ーンスターチの混合物を原料として，650℃，28MPa
の条件で，活性炭充填層触媒を用いた超臨界水ガス化
試験を行っており，そこでは原料の完全ガス化が達成
されたことを報告している。圧力がガス化率に及ぼす
影響はほとんどなく，今回の豚糞，牛糞ガス化時の反
応温度は600℃であり，このガス化条件とほぼ同じ事
から，十分に細かく粉砕されたおが粉であれば，ガス
化するものと考えられる。今回の場合，原料に含まれ
るおが粉は，ガス化反応器まで到達していない可能性
が高く，おが粉をガス化反応器に到達できる粒径まで
粉砕し供給すれば完全ガス化も可能であると考える。
生成ガス組成の結果を図9に示す。生成ガス中の

CO2とC2H6は供給する炭素量［g/min］（表2の原料組
成の結果から，同濃度の原料を供給した場合，豚糞，
牛糞では，供給する炭素量が多くなる）に関係なく一
定で，供給する炭素量が多くなるほど，H2は減少，

CH4は増加する傾向があり，これは，鶏糞の供給濃度
を上げた試験と同様の結果となった。炭素濃度が高い
豚糞，牛糞では，同程度の濃度で原料を供給する場合，
鶏糞より高い発熱量を持つ，使用しやすいガスを得る
ことができることを確認した。

４ ま と め

高温高圧ガス化パイロット試験装置を使用して，鶏
糞を原料とした連続運転と，鶏糞以外の原料として豚
糞と牛糞を原料としたガス化試験を行った。その結果，
以下の知見を得た。
・鶏糞のガス化試験から，連続一日のガス化を安定的
に行うことが可能であることを確認した。

・豚糞，牛糞のガス化では，鶏糞と比べ装置の運転性
はよく，また，発熱量の高いガスを得ることができ
ることを確認した。この装置では，原料の完全ガス
化は達成できなかったが，原料中のおが粉を十分に
小さく破砕し，ガス化反応器に供給すれば，完全ガ
ス化は達成できると推定される。

今後も，ここで得られた知見を生かし，本技術の実
用化に向けた更なる検討を進めていきたい。

含水性バイオマスの高温高圧ガス化技術の研究開発

0� 50� 100� 150� 200� 250� 300�

原料切替積算時間[min]

N
o.
2熱
交
換
器
ジ
ャ
ケ
ッ
ト
差
圧
[M
P
a]

10wt%豚糞（水切替：220 min）�
4wt%牛糞（水切替：160 min）�
10wt%鶏糞（水切替：460 min）�

0�

0.5�

1�

1.5�

2�

2.5�

3�

図７　No．２熱交換器ジャケットの圧力損失

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

1.2

炭素ガス化率１� 炭素ガス化率２� 炭素収支�

炭
素
ガ
ス
化
率
，
炭
素
収
支
[-
] 10wt%豚糞ガス化� 4wt%牛糞ガス化� 参考（10wt%鶏糞ガス化時）�

図８　炭素ガス化率

0

5

10

15
20

25

30
35

40
45

50

H2 CO CH4 CO2 C2H4 C2H6

豚糞�

牛糞�

鶏糞�

図９　生成ガス組成




