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研究レポート

NEDO受託研究「食品廃棄物の超臨界水ガス化による
再生可能熱の創生」

エネルギア総合研究所　総合エネルギー技術グループ　和田　泰孝

1 まえがき
　わが国のエネルギー自給率は先進諸国中でも最低
レベルであり，原子力再稼働はもちろんだが，国内
の未利用バイオマス資源の有効活用技術の開発は，
エネルギーセキュリティーの面だけでなく国際的な
協調のもと取組が進められている地球温暖化対策の
面からも重要である。含水性バイオマスは，カーボ
ンニュートラルな再生可能エネルギー源であるが、
含水率が高いため利用が進んでいない。しかし，超
臨界水と呼ばれる373.946℃以上22.064MPa以上
の水中で水と反応させて燃料ガス化する超臨界水ガ
ス化技術であれば有効活用が可能である［1］［2］。本技
術の開発を，広島大学および株式会社東洋高圧等と
の共同研究体制にて，H26年7月から約5年の予定
でNEDOから100％補助の研究事業を受託し，研究
を進めている。（図1）当社はエネルギア総合研究所
に設置されたパイロットスケールの実験装置を活用
し，実証前段階のガス化実験を行っているので，こ
れを紹介する。（図2）

2 概　　要
2.1　事業スキーム
　本事業においてターゲットとした含水性バイオマ
スは焼酎残渣である。焼酎は水に浸した麦米芋など
をアルコール発酵させたのちに蒸留し製造するが，
その際，有機性排水である食品廃棄物「焼酎残渣」
が発生する。豚や牛の飼料として一部使われている
ものの，腐敗しやすいことや輸送費がかさむことか

ら利用が進まず，焼酎メーカは有価で処理業者に処
理を依頼している現状がある。この廃棄物を，排水
処理するとともに燃料ガス化する事業構築を目指し
研究を進めている。（図3）

　本事業は，コストメリットの高い焼酎残渣処理と
焼酎蒸留用蒸気生産にターゲットを置いたスキーム
とした。これまでの超臨界水ガス化技術の研究は，
1970年代のマサチューセッツ工科大学Modell［3］

による最初のガス化実験以降，ガス化反応のメカニ
ズム解明とともに，燃料ガス生産量増大を目的とし
た触媒等によるガス化反応の高効率化にポイントを
置いて進められて来た。それ自体は奇異ではないが，
すでに80％以上の炭素ガス化率を達成しており，こ
れ以上効率を求める開発は労多くして開発益が少な
いと思われたため，別の開発スキームを検討する必
要があった。そこで超臨界水ガス化技術の特徴であ
る「高温」につきものの廃熱を，焼酎メーカが製造
工程で必要とする「蒸気」と結びつけることで，技
術の付加価値を高めることができた。（図4参照）

　単純に焼酎残渣から燃料ガスを生産し焼酎メーカ
が持つボイラの燃料として利用するよりも，装置全
体の廃熱利用による蒸気生産のほうが，より効果の
高い省エネルギーが可能となる。焼酎残渣の処理コ
ストの低減効果は同様なので，焼酎メーカでの利用
価値は蒸気生産の方が高い。研究においてもお客様
の立場に立って考えることは重要である。
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図1　事業受託の体制

図3　焼酎残渣とガス化処理水

図2　パイロット試験装置

図4　焼酎残渣のエネルギー利用フロー図

焼酎残渣 ガス化処理水
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2.2　事業における課題
　技術上の研究開発課題として，焼酎残渣から生成
されるタールによる装置閉塞の防止があげられた。
近年，超臨界水ガス化のタール生成機構に関する研
究が発展し，生成機構が2つに分けられることが確
認された。一つは、糖・セルロース・ヘミセルロー
スが亜臨界条件（<647 K）におけるイオン反応に
よりタールを生成する機構［4］，もう一つは、リグニ
ン・アミノ酸が超臨界条件（647 K）においてラジ
カル反応により生成する機構である。活性炭触媒［5］

やアルカリ触媒はイオン反応タールの抑制に有効で
あったが，ラジカル反応タールには効果がなく抑制
ができなかった。そこでラジカル反応タールの抑制
を本研究の課題とした。

3 実　　験
3.1　研究の進め方
　従来，ラジカル反応に対する対策としては水素が
有効と考えられているが，高温高圧の反応器へ水素
を供給することは容易ではない。そこで，超臨界水
中で分解して反応性の高い低炭素ラジカルを生成さ
せる酢酸等のラジカル捕捉剤添加によるタール抑制
を発案，広島大学において基礎実験を，当社におい
て大型のパイロット装置を使った実用化レベルでの
実験を進める計画とした。
3.2　実験条件
　ラジカル捕捉剤である酢酸添加のタール閉塞防止
効果を確認するため，一定条件の焼酎残渣に添加す
る酢酸の量を変化させガス化試験を行った。表1に
実験条件を示す。なおタールが生成する温度域の配
管の圧力損失変化を観察し効果を評価した。焼酎残
渣は六条麦焼酎の残渣を使った。

4 結果と考察
　結果を図5に示す。酢酸濃度が非常に薄いT-1，2
では十分な効果を発揮せず配管の圧力損失が経時的
に上昇したが，酢酸濃度0.1 wt％のM-1，2ではター

ル生成が抑制されていることが分かる。なお，これ
は焼酎残渣固形分の五十分の1という微少な酢酸でも
タール抑制の効果が期待できることを示唆している。

5 ま  と  め
　本結果は，広島大学の基礎実験結果をもとに計画・
実施して得られた。また他にも，実用化の実現可能
性調査や実証装置・実用化装置の設計が，東洋高圧
および復建調査設計において進められている。実現
可能性調査では，全国に343工場ある焼酎工場のう
ち焼酎残渣発生量が把握できた56工場を評価し18
工場（32％，焼酎残渣発生量で65％）において10
年以内に利益が得られる結果が得られた。実証装置・
実用化装置の概略設計も進められており，今後はパ
イロット試験装置の実験結果等に基づいた詳細設計
を進める計画である。

Test No. 単位 T-1 T-2 M-1 M-2 D-1
焼酎残渣 − 六条麦焼酎残渣
焼酎残渣

固形分濃度 【wt%】 5.0

ガス化触媒 − 活性炭
活性炭濃度 【wt%】 2.5
ラジカル

捕捉剤濃度 【wt%】 0.02 0.1 0.5

試験時間 時：分：秒 4：08：35 3：24：15 4：43：50 4：58：05 4：48：00

表1　実験条件

図5　実験結果


