
JP 4045229 B2 2008.2.13

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　溶剤と石炭とを混合してスラリーを調製するスラリー調製工程と、前記スラリー調製工
程で得られたスラリーを不活性ガスの存在下、300 ～420 ℃の温度で加熱して溶剤に可溶
な石炭成分を抽出する抽出工程と、前記抽出工程で得られたスラリーから溶剤に不溶な石
炭成分を分離する分離工程と、前記分離工程で分離された溶剤に不溶な石炭成分を含むス
ラリーから溶剤を回収して溶剤に不溶な石炭成分を得る工程と、前記分離工程で得られた
溶剤に可溶な石炭成分を含む溶液から溶剤を回収して無灰炭を得る工程と、前記回収され
た溶剤を前記スラリー調製工程へ循環する工程とを有する無灰炭の製造方法であって、
前記スラリー調製工程での溶剤として、沸点範囲が180 ℃以上200 ℃以下から選択される
沸点～300 ℃以上330 ℃以下から選択される沸点である石炭由来の油分を用いることを特
徴とする無灰炭の製造方法。
【請求項２】
　前記石炭由来の油分の平均沸点（Tb50：50％留出温度）が200 ℃以上300 ℃以下にある
請求項１記載の無灰炭の製造方法。
【請求項３】
　前記無灰炭を得る工程での溶剤を回収して無灰炭を得る方法として噴霧乾燥法を用い、
無灰炭中の有機物と無機物を分離する請求項１または２記載の無灰炭の製造方法。
【請求項４】
　前記スラリー調製工程において溶剤と混合される石炭の水分量が15質量％以上であり、
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この石炭を乾燥することなく溶剤と混合し、得られたスラリーを前記抽出工程の前に脱水
処理する請求項１～３のいずれかに記載の無灰炭の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、無灰炭の製造方法に関する技術分野に属し、詳細には、石炭から無灰炭を得
る無灰炭の製造方法に関する技術分野に属するものである。
【背景技術】
【０００２】
　石炭は、火力発電やボイラーの燃料、または、化学品の原料として幅広く利用されてお
り、環境対策の一つとして石炭中の灰分を効率的に除去する技術の開発が強く望まれてい
る。また、ガスタービン燃焼による高効率複合発電システムでは、LNG 等の液体燃料に替
わる燃料として、無灰炭を得る技術の確立が重要な課題となっている。
【０００３】
　このため、従来より無灰炭の製造方法が種々提案されている。その代表的な無灰炭の製
造方法としては、石炭を溶剤と混合してスラリー状混合体とし、これに水素ガスおよび触
媒を添加して高温高圧下で液体化または可溶化した後、遠心分離機や濾過装置などを用い
て灰分を含む固体を分離する方法が挙げられる（例えば特開平１０－２９８５５６号公報
参照）。更に、石炭と水素供与性溶剤を混合して加熱することにより石炭の一部を液化ま
たは可溶化した後、灰分および未転化石炭固形物を除去する方法、あるいは、溶剤として
NMP （N-メチルピロリドン）やピリジンのような強力な極性溶剤を用いて石炭から溶剤可
溶成分を抽出する方法があげられる（例えば特開２００１－２６７９１号公報参照）。
【特許文献１】特開平１０－２９８５５６号公報
【特許文献２】特開２００１－２６７９１号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　石炭から灰分を除去して無灰炭を製造するには、溶剤を用いて石炭を液化または可溶化
する必要がある。従来の無灰炭の製造方法においては、高価な水素や触媒、あるいは、水
素供与性溶剤を用いて高温、高圧で石炭を液化するために、水素の消費量が多く無灰炭の
製造コストが高くなるという問題点がある。また、水素を添加せずに強力な極性溶剤を用
いて石炭から溶剤可溶成分を抽出する方法では、使用した溶剤が石炭と強固な結合を形成
するため、溶剤の回収が困難となり、ひいては無灰炭の製造コストが高くなるという問題
点がある。
【０００５】
　本発明はこのような事情に着目してなされたものであって、その目的は、溶剤を用いて
石炭から溶剤可溶成分を抽出し、これを分離して無灰炭を得るに際し、従来のNMP やピリ
ジンのような特殊な強力極性溶剤を用いる場合よりも、容易に溶剤を回収することができ
て循環使用することができる無灰炭の製造方法を提供しようとするものである。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明者らは、上記目的を達成するため、鋭意研究を行なった結果、本発明を完成する
に至った。本発明によれば上記目的を達成することができる。
【０００７】
　このようにして完成され上記目的を達成することができた本発明は、無灰炭の製造方法
に係わり、特許請求の範囲の請求項１～４記載の無灰炭の製造方法（第１～４発明に係る
無灰炭の製造方法）であり、それは次のような構成としたものである。
【０００８】
　すなわち、請求項１記載の無灰炭の製造方法は、溶剤と石炭とを混合してスラリーを調
製するスラリー調製工程と、前記スラリー調製工程で得られたスラリーを不活性ガスの存
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在下、300 ～420 ℃の温度で加熱して溶剤に可溶な石炭成分を抽出する抽出工程と、前記
抽出工程で得られたスラリーから溶剤に不溶な石炭成分を分離する分離工程と、前記分離
工程で分離された溶剤に不溶な石炭成分を含むスラリーから溶剤を回収して溶剤に不溶な
石炭成分を得る工程と、前記分離工程で得られた溶剤に可溶な石炭成分を含む溶液から溶
剤を回収して無灰炭を得る工程と、前記回収された溶剤を前記スラリー調製工程へ循環す
る工程とを有する無灰炭の製造方法であって、前記スラリー調製工程での溶剤として、沸
点範囲が180 ℃以上200 ℃以下から選択される沸点～300 ℃以上330 ℃以下から選択され
る沸点である石炭由来の油分を用いることを特徴とする無灰炭の製造方法である〔第１発
明〕。
【０００９】
　また、請求項２記載の無灰炭の製造方法は、前記石炭由来の油分の平均沸点（Tb50：50
％留出温度）が200 ℃以上300 ℃以下にある請求項１記載の無灰炭の製造方法である〔第
２発明〕。
【００１０】
　請求項３記載の無灰炭の製造方法は、前記無灰炭を得る工程での溶剤を回収して無灰炭
を得る方法として噴霧乾燥法を用い、無灰炭中の有機物と無機物を分離する請求項１また
は２記載の無灰炭の製造方法である〔第３発明〕。
【００１１】
　請求項４記載の無灰炭の製造方法は、前記スラリー調製工程において溶剤と混合される
石炭の水分量が15質量％以上であり、この石炭を乾燥することなく溶剤と混合し、得られ
たスラリーを前記抽出工程の前に脱水処理する請求項１～３のいずれかに記載の無灰炭の
製造方法である〔第４発明〕。
【発明の効果】
【００１２】
　本発明に係る無灰炭の製造方法によれば、溶剤を用いて石炭から溶剤可溶な成分を抽出
し、これを分離して無灰炭を得るに際し、従来のNMP やピリジンのような特殊な強力極性
溶剤を用いる場合よりも、容易に溶剤を回収することができて循環使用することができる
ようになる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１３】
　本発明は無灰炭の製造方法に係わり、例えば次のようにして実施する。
　沸点範囲が180 ℃以上200 ℃以下から選択される沸点～300 ℃以上330 ℃以下から選択
される沸点である石炭由来の油分を溶剤として準備する。この油分（溶剤）と石炭とを混
合してスラリー即ちスラリー状混合体を得る〔スラリー調製工程〕。次に、このスラリー
状混合体を不活性ガスの存在下、300 ～420 ℃の温度で加熱して溶剤に可溶な石炭成分を
抽出する〔抽出工程〕。これにより得られたスラリーから溶剤に不溶な石炭成分を重力沈
降法などにより分離する〔分離工程〕。なお、この分離された溶剤に不溶な石炭成分には
溶剤が混ざっており、これは全体としてはスラリー状のもの、即ち、溶剤に不溶な石炭成
分を含むスラリーである。一方、上記溶剤に不溶な石炭成分を分離した後の残りは、溶剤
に可溶な石炭成分を含む溶液、即ち、この石炭成分が溶剤に溶解した状態の溶液である。
従って、上記分離工程により、かかるスラリーと溶液とが得られることになる。
【００１４】
　上記分離工程により得られた溶液（溶剤に可溶な石炭成分を含む溶液）から溶剤を回収
して無灰炭を得る〔溶剤回収・無灰炭取得工程〕。即ち、この溶液から溶剤を分離するこ
とにより、溶剤に可溶な石炭成分が析出して固体状のものとなって得られる。この固体状
のものが無灰炭である。
【００１５】
　一方、上記分離工程により得られたスラリー（溶剤に不溶な石炭成分を含むスラリー）
から溶剤を回収して溶剤に不溶な石炭成分を得る。即ち、このスラリーから溶剤と溶剤に
不溶な石炭成分（以下、残炭ともいう）とを分離して得る〔溶剤回収・残炭取得工程〕。
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なお、この残炭には通常は灰分も混ざっている。
【００１６】
　上記溶剤回収・無灰炭取得工程および溶剤回収・残炭取得工程で回収された溶剤を前記
スラリー調製工程へ循環する〔溶剤循環工程〕。この循環された溶剤はスラリー調製工程
での溶剤として用いられる。この溶剤と石炭とを混合してスラリーを調製する〔スラリー
調製工程〕。以降、このスラリー調製工程に続いて、前記と同様の抽出工程、分離工程、
溶剤回収・残炭取得工程、溶剤回収・無灰炭取得工程、溶剤循環工程を繰り返して行う。
　　　
【００１７】
　なお、石炭由来の油分とは、石炭から生まれた油分のことである。この油分としては、
例えば、石炭を乾留してコークスを製造する際の副生油の蒸留油であるメチルナフタリン
油、ナフタリン油、タール軽油、及び、これらの混合物等を挙げることができる。
【００１８】
　沸点範囲が180 ℃以上200 ℃以下から選択される沸点～300 ℃以上330 ℃以下から選択
される沸点である油分とは、180 ℃以上200 ℃以下の中の沸点をＡ、300 ℃以上330 ℃以
下の中の沸点をＢとした場合、Ａ～Ｂの沸点を有する油分のことである。即ち、沸点Ａの
油分と沸点Ｂの油分とからなるもの、あるいは、沸点Ａの油分と沸点がＡ～Ｂの間の温度
である油分（単数もしくは複数）と沸点Ｂの油分とからなる油分のことである。
【００１９】
　本発明において溶剤の選択は重要であり、沸点範囲が180 ℃以上200 ℃以下から選択さ
れる沸点～300 ℃以上330 ℃以下から選択される沸点である石炭由来の油分が溶剤として
有利に用いられる。即ち、石炭の溶解性を高める上では、石炭と親和性の高い石炭由来の
油分（溶剤）が必要となり、この石炭由来の溶剤の沸点が180 ℃より低い場合には、溶剤
を回収する工程で揮発による損失が大きくなり、溶剤の回収率が低下し、また、抽出工程
での抽出率が低下する。一方、溶剤の沸点が330 ℃を越える場合には、石炭と溶剤との分
離が困難となり、溶剤の回収率が低下する。かかる点から、本発明においては、沸点範囲
が180 ℃以上200 ℃以下から選択される沸点～300 ℃以上330 ℃以下から選択される沸点
である石炭由来の油分を溶剤として用いる。
【００２０】
　更に、上記沸点範囲の石炭由来の油分の平均沸点（Tb50：50％留出温度）が200 ℃以上
300 ℃以下にあることが望ましい。この場合、より確実に（高い水準で）、溶剤を回収す
る工程での揮発による損失が小さくて溶剤の回収率が高く、また、石炭と溶剤との分離が
容易であって溶剤の回収率が高くなり、更には、抽出工程での抽出率が高くなる。なお、
平均沸点（Tb50：50％留出温度）は、Tb50（Tb50％留出温度）での沸点のことであり、よ
り詳細には、蒸留等により油分全体の50％を留出させた時点での温度（沸点）のことであ
る。
【００２１】
　なお、上記の沸点範囲が180 ℃以上200 ℃以下から選択される沸点～300 ℃以上330 ℃
以下から選択される沸点である石炭由来の油分や、沸点範囲が180 ℃以上200 ℃以下から
選択される沸点～300 ℃以上330 ℃以下から選択される沸点であると共に、平均沸点（Tb
50：50％留出温度）が200 ℃以上300 ℃以下にある石炭由来の油分は、例えば、石炭を乾
留してコークスを製造する際の副生油などを蒸留操作により沸点範囲を調節することによ
って容易に入手できる。
【００２２】
　抽出工程でのスラリーの加熱温度は、300 ～420 ℃であることが必要である。300 ℃よ
り低い温度では、石炭を構成する分子間の結合を弱めるには不充分であり、溶剤に可溶な
石炭成分の割合（以下、抽出率ともいう）が低くなる。一方、420 ℃より高い温度では、
石炭の熱分解反応が活発になり、生成した熱分解ラジカルの再結合が起こるため抽出率は
低下する。一方、300 ～420 ℃では、石炭を構成する分子間の結合が緩み、穏和な熱分解
が起こり抽出率は最も高くなる。この際、石炭の穏和な熱分解により、主に平均沸点（Tb
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50：50％留出温度）が200 ～300 ℃にある芳香族が豊富な成分が生成し、好適に溶剤の一
部として利用することができる。
【００２３】
　抽出工程での不活性ガスとしては、安価な窒素が適当であるが、特に限定されるもので
はない。抽出工程での圧力は抽出の際の温度や用いる溶剤の沸点にもよるが、0.8 ～1.2M
Paの範囲が適当である。
【００２４】
　分離工程での溶剤に不溶な石炭成分を分離する方法としては、特に限定されるものでは
ないが、重力沈降法が好適に用いられ、重力沈降法では一般的には沈降槽が採用される。
この場合、沈降槽の上部（以下、オーバーフローともいう）からは溶剤に可溶な石炭成分
を含む溶液が得られ、沈降槽の下部（以下、アンダーフローともいう）からは溶剤に不溶
な石炭成分（灰分を含む石炭すなわち残炭）を含むスラリーを得ることができる。
【００２５】
　沈降槽のオーバーフローおよびアンダーフローから溶剤を回収する方法は、一般的な蒸
留法や蒸発法を用いることができ、回収された溶剤は石炭スラリー調製槽へ循環されて繰
り返し使用される。溶剤回収により、アンダーフローからは灰分が濃縮された残炭が得ら
れ、オーバーフローからは実質的に灰分を含まない無灰炭を得ることができる。
【００２６】
　従って、従来のNMP やピリジンのような強力な極性溶剤を用いる場合よりも、溶剤を回
収して循環使用することが容易である。また、高価な水素や触媒などを用いるものではな
い。このため、安価なコストで石炭を可溶化して無灰炭を得ることができ、経済性の向上
がはかれる。
【００２７】
　以上のことからもわかるように、本発明に係る無灰炭の製造方法によれば、溶剤を用い
て石炭から溶剤可溶成分を抽出し、これを分離して無灰炭を得るに際し、従来のNMP やピ
リジンのような特殊な強力極性溶剤を用いる場合よりも、容易に溶剤を回収することがで
きて溶剤の循環使用が可能となる。また、高価な水素や触媒等を用いるものではない。従
って、安価なコストで石炭を可溶化して無灰炭を得ることができ、経済性の向上がはかれ
る。
【００２８】
　この詳細を以下説明する。
【００２９】
　本発明者らは、石炭と溶剤の相互作用および溶剤への石炭の抽出率、ならびに、溶剤の
回収方法等について詳細に鋭意検討した。その結果、沸点範囲が180 ℃以上200 ℃以下か
ら選択される沸点～300 ℃以上330 ℃以下から選択される沸点である石炭由来の油分（溶
剤）が石炭との親和性が高く、また、加熱条件下でも安定であること、抽出工程での300 
～420 ℃の加熱温度で抽出率が高くて石炭から多くの成分が抽出されること、抽出工程で
の300 ～420 ℃では石炭の穏和な熱分解が起こり、この穏和な熱分解により石炭から主に
平均沸点（Tb50：50％留出温度）が200 ～300 ℃にある油分が生成すること、石炭から生
成した成分により溶剤の一部が補填されること、及び、上記の溶剤の回収が容易であり、
また、循環使用しても石炭の抽出率に影響を与えないこと等の多くの新規知見を得た。
【００３０】
　そして、沸点範囲が180 ℃以上200 ℃以下から選択される沸点～300 ℃以上330 ℃以下
から選択される沸点である石炭由来の油分を溶剤として用いることにより、外部からの補
充無しに溶剤の循環使用が可能となり、ひいては安価なコストで無灰炭が製造できること
を見出した。
【００３１】
　以上のような知見に基づいて本発明は完成されたものであり、前述のような構成の無灰
炭の製造方法としている。このようにして完成された本発明は、溶剤と石炭とを混合して
スラリーを調製するスラリー調製工程と、前記スラリー調製工程で得られたスラリーを不
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活性ガスの存在下、300 ～420 ℃の温度で加熱して溶剤に可溶な石炭成分を抽出する抽出
工程と、前記抽出工程で得られたスラリーから溶剤に不溶な石炭成分を分離する分離工程
と、前記分離工程で分離された溶剤に不溶な石炭成分を含むスラリーから溶剤を回収して
溶剤に不溶な石炭成分を得る工程と、前記分離工程で得られた溶剤に可溶な石炭成分を含
む溶液から溶剤を回収して無灰炭を得る工程と、前記回収された溶剤を前記スラリー調製
工程へ循環する工程とを有する無灰炭の製造方法であって、前記スラリー調製工程での溶
剤として、沸点範囲が180 ℃以上200 ℃以下から選択される沸点～300 ℃以上330 ℃以下
から選択される沸点である石炭由来の油分を用いることを特徴とする無灰炭の製造方法で
ある。
【００３２】
　故に、本発明に係る無灰炭の製造方法によれば、溶剤を用いて石炭から溶剤可溶成分を
抽出し、これを分離して無灰炭を得るに際し、従来のNMP やピリジンのような特殊な強力
極性溶剤を用いる場合よりも、容易に溶剤を回収することができて溶剤の循環使用が可能
となる。また、高価な水素や触媒等を用いるものではない。従って、安価なコストで石炭
を可溶化して無灰炭を得ることができ、経済性の向上がはかれる。
【００３３】
　本発明において、溶剤は前述の如き重要な役割を果たすものであり、沸点範囲が180 ℃
以上200 ℃以下から選択される沸点～300 ℃以上330 ℃以下から選択される沸点である石
炭由来の油分を溶剤として用いる必要がある。これは、次の理由による。
【００３４】
　一般的に溶剤として用いられるベンゼン、トルエン、キシレンなどの一環芳香族化合物
は、石炭の抽出率が小さく、また沸点が低すぎて溶剤回収時の損失が大きくなる。また、
N-メチルピロリドン（NMP ）やピリジンなどの極性溶剤を用いた場合には、石炭の抽出率
は高いが、使用した溶剤が石炭と強力に結合し、溶剤の完全回収が困難になるという問題
点がある。アントラセンなどの三環以上の芳香族化合物では、沸点が高すぎるために無灰
炭と溶剤の分離が困難となる。更に、石炭の液化方法等で用いられるテトラリンなどの水
素供与性溶剤は、石炭を可溶化または液化して高い抽出率を示すが、溶剤中の水素は石炭
分子へ移動するために失われ、最終的に溶剤の水素化が必要となる。
【００３５】
　これに対して、沸点範囲が180 ℃以上200 ℃以下から選択される沸点～300 ℃以上330 
℃以下から選択される沸点である石炭由来の油分（溶剤）は、石炭との親和性に優れ、ま
た、加熱状態でも安定で石炭の抽出率が高く、蒸留等の方法で容易に回収可能であり、石
炭の穏和な熱分解によって溶剤の一部が常に補填され、外部から補充されることなく、溶
剤の循環使用を経済的に有利に行うことができる。
【００３６】
　前述の沸点範囲（180 ℃以上200 ℃以下から選択される沸点～300 ℃以上330 ℃以下か
ら選択される沸点）である石炭由来の油分（溶剤）の平均沸点（Tb50：50％留出温度）が
200 ℃以上300 ℃以下にあることが望ましい〔第２発明〕。この場合、前述のように、よ
り確実に（高い水準で）、溶剤を回収する工程での揮発による損失が小さくて溶剤の回収
率が高く、また、石炭と溶剤との分離が容易であって溶剤の回収率が高くなり、更には、
抽出工程での抽出率が高くなる。
【００３７】
　溶剤に対する石炭濃度は、原料となる石炭の種類にもよるが、乾燥炭基準で20～50質量
％の範囲が適当である。石炭濃度は高いほど好ましいが、50質量％より高い場合にはスラ
リー混合体の粘度が高くなり好ましくない。
【００３８】
　抽出工程での不活性ガスとしては、安価な窒素が適当であるが、特に限定されるもので
はない。抽出工程での圧力は、抽出の際の温度や用いる溶剤の蒸気圧にもよるが、0.8 ～
1.2MPaが好適に用いられる。圧力が溶剤の蒸気圧より低い場合には、溶剤が飛散しやすく
、溶剤の損失を防ぐには溶剤の蒸気圧より高い圧力が必要となる。
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【００３９】
　抽出の際の処理時間は、10～80分程度が適当である。処理温度は、高いほど処理時間は
短くて良いが、360 ℃で60分程度の処理が好ましい。
【００４０】
　分離工程での溶剤に不溶な石炭成分を分離する方法としては、特に限定されるものでは
ないが、重力沈降法が好適に用いられる。この理由を以下説明する。
【００４１】
　溶剤に不溶な石炭成分を分離する方法としては、各種の濾過方法や遠心分離による方法
が一般的に知られている。しかしながら、濾過による方法では濾過助剤の頻繁な交換が必
要であり、また、遠心分離による方法では未溶解石炭成分による閉塞が起こりやすく、こ
れらの方法を工業的に実施するのは困難である。従って、流体の連続操作が可能であり、
低コストで大量の処理にも適している重力沈降法が好適に用いられる。これにより、沈降
槽のオーバーフローからは溶剤に可溶な石炭成分を含む溶液を、沈降槽のアンダーフロー
からは溶剤に不溶な石炭成分（灰分を含む石炭すなわち残炭）を含むスラリーを得ること
ができる。
【００４２】
　沈降槽の温度および圧力は抽出工程と同じであることが好ましく、300 ～420 ℃の温度
範囲、0.8 ～2.0MPaの圧力範囲が適当である。また、沈降槽の数を増やすことにより、ア
ンダーフローに同伴した溶剤に可溶な成分を回収することができるが、効率的に回収する
には沈降槽を二段に配置するのが適当である。
【００４３】
　本発明において分離工程での溶剤に不溶な石炭成分を分離する方法として重力沈降法を
用いた場合、沈降槽のオーバーフローからは溶剤に可溶な石炭成分を含む溶液を、沈降槽
のアンダーフローからは溶剤に不溶な石炭成分（灰分を含む石炭すなわち残炭）を含むス
ラリーを連続的に得ることができる。
【００４４】
　沈降槽のオーバーフロー流体およびアンダーフロー流体から溶剤を回収する方法として
は、特に限定されるものでなく、一般的な蒸留法や蒸発法を用いることができ、回収され
た溶剤は石炭スラリー調製槽へ循環されて繰り返し使用される。溶剤回収により、アンダ
ーフローからは灰分が濃縮された残炭が得られ、オーバーフローからは実質的に灰分を含
まない無灰炭を得ることができる。
【００４５】
　沈降槽の温度、圧力を例えば300 ～420 ℃の温度、0.8 ～2.0MPaの圧力とした場合、こ
の沈降槽のオーバーフロー流体およびアンダーフロー流体は、300 ～420 ℃の温度と0.8 
～2.0MPaの圧力を保持している。そこで、本発明者らは、このような流体の持つエネルギ
ーをそのまま利用して溶剤を効率的に回収する方法、及び、無灰炭中の金属成分の存在形
態について鋭意検討を行った。その結果、溶剤に可溶な石炭成分を含むオーバーフロー液
を直接不活性ガス中に噴霧する（噴霧乾燥処理する）ようにすると、少ないエネルギーで
経済的に有利に溶剤を回収することができ、更に、かかる噴霧乾燥処理により有機物と無
機物が分離して析出し、オーバーフロー中に少量混入した微細な無機物や溶剤中に溶けた
金属成分を簡単な方法で除去できることを見出した。
【００４６】
　かかる点より、無灰炭を得る工程での溶剤を回収して無灰炭を得る方法として噴霧乾燥
法を用い、無灰炭中の有機物と無機物を分離することが望ましい〔第３発明〕。
【００４７】
　噴霧乾燥処理において、有機物と無機物が分離して析出する理由は次のように考えられ
る。
【００４８】
　噴霧処理後に得られた無灰炭試料を走査型二次電子顕微鏡（SEM ）で観察すると、粒子
径が数μm の球形粒子と１μm 以下の不定形粒子が混在して認められる。このうち、球形
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の粒子は、前記オーバーフローの溶剤に可溶な石炭成分中に含まれる有機物が、噴霧乾燥
処理により球形に成長して得られたものと考えられる。一方、オーバーフロー中に少量混
入した微細な無機物や溶剤中に溶けた金属成分は、噴霧乾燥処理においても、元の形態を
維持しながら１μm 以下の不定形な超微粒子として存在し、より大きな球形の粒子に成長
することはない。このように、噴霧乾燥処理では、溶剤が急速に除去されることにより、
溶剤中に溶解した有機成分のみが球形の粒子に成長し、有機物と無機物が分離して析出す
るため、無灰炭中の有機物と無機物を分離することが容易になる。
【００４９】
　無灰炭中の有機物と無機物を分離する方法としては、特に限定されないが、一般的に、
粒子径や比重の違いなどを利用して分離する方法が挙げられる。また、無灰炭中に残存す
る金属としては鉄の量が多いことから、磁気分離等による方法も好適に用いることができ
る。
【００５０】
　このように、噴霧乾燥処理により有機物と無機物が分離して析出し、オーバーフロー中
に少量混入した微細な無機物や溶剤中に溶けた金属成分の除去が容易となる。かかる点か
ら、溶剤に可溶な石炭成分を含む溶液を加熱した不活性ガス中に噴霧して無灰炭を得ると
共に溶剤を回収する方法が望ましい。このような方法によれば、安価なコストで灰分量が
200ppm以下の高品質の無灰炭を製造することができる。
【００５１】
　本発明に用いられる石炭としては、特に限定されるものでないが、製造された無灰炭を
燃焼用に用いる場合には、発熱量が大きい瀝青炭あるいは亜瀝青炭などを用いることがで
きる。また、溶剤と混合してスラリー混合体を形成する場合、石炭を５mm以下に粉砕して
用いるのが適当である。
【００５２】
　ところで、石炭中には水分が含まれており、石炭を原料とする場合には乾燥して使用す
るのが一般的である。本発明者らは、石炭の乾燥方法と溶剤への抽出率との関係について
鋭意検討した。その結果、15質量％以上の水分を含む石炭を乾燥せずに用いて溶剤とスラ
リー混合体を形成し、例えば130 ～200 ℃の温度で石炭の脱水を行うことにより、溶剤へ
の抽出率が向上することを見出した。
【００５３】
　このように石炭の脱水により抽出率が向上するのは、脱水時に溶剤が存在することによ
り、石炭細孔内にある水が抜けると同時に溶剤が細孔内に進入するため、乾燥による石炭
細孔の収縮が妨げられて抽出率が向上するものと考えられる。
【００５４】
　かかる点より、スラリー調製工程において溶剤と混合される石炭の水分量が15質量％以
上の場合、この石炭を乾燥することなく溶剤と混合し、得られたスラリーを前記抽出工程
の前に脱水処理することが望ましい〔第４発明〕。そうすると、溶剤への抽出率が向上す
る。
【００５５】
　本発明において溶剤の回収と循環使用は重要である。一般に、プロセスから完全に溶剤
を回収するのは困難であり、少なからず溶剤の損失が起こるために外部から溶剤の補充が
必要となる。しかしながら、この欠点は、本発明に係る沸点範囲が180 ℃以上200 ℃以下
から選択される沸点～300 ℃以上330 ℃以下から選択される沸点である石炭由来の油分を
溶剤として用いることによって容易に克服される。即ち、抽出工程で石炭からは主に平均
沸点（Tb50：50％留出温度）が200 ～300 ℃の範囲にある芳香族が豊富な油分が生成し、
これを好適に溶剤の一部として利用することができる。これにより、本発明では外部から
溶剤を補充することなく溶剤の循環使用が可能となり、ひいては経済的に有利に無灰炭を
製造できる。
【００５６】
　本発明に係る無灰炭の製造方法は、より具体的には、例えば図１に示す装置およびプロ
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セスフローにより行われる。その詳細を、図１を用いて以下に説明する。
【００５７】
　先ず、石炭スラリー調製槽(1) にて石炭と循環溶剤とを混合し、スラリー調製してスラ
リーを得る。このスラリーは予熱器(2) で加熱され、所定温度にて抽出槽(3) で所定時間
抽出され、固液分離装置（沈降槽）(4) で清澄化された抽出液と灰分などの非抽出成分が
分離される。このとき、循環溶剤は、溶剤回収装置（噴霧乾燥機）(5) および(6) から回
収された溶剤であり、熱回収器にて凝縮潜熱を与えた後でも溶剤の平均沸点である200 ℃
程度の高温状態で石炭と混合される。よって、石炭スラリー調製槽(1) で調製された石炭
スラリーは、150 ℃以上の温度となっているため、石炭スラリー調製槽(1) の保持圧力を
0.2 ～0.5MPa程度とすることによって、石炭中の水分が蒸発し、系外へ除去水として抜き
出される。このように、熱回収器を組入れた場合は、スラリー調製とスラリー脱水の工程
は１基の槽内で同時に行うことができる。なお、循環溶剤は溶剤回収装置（噴霧乾燥機）
(5) および(6) から回収されて得られるものであり、プロセスの初期段階においては得ら
れないので、プロセスの初期段階においては循環溶剤ではなく、沸点範囲が180 ℃以上20
0 ℃以下から選択される沸点～300 ℃以上330 ℃以下から選択される沸点である石炭由来
の油分を用いる。
【実施例】
【００５８】
　本発明の実施例および比較例について、以下説明する。なお、本発明はこの実施例に限
定されるものではなく、本発明の趣旨に適合し得る範囲で適当に変更を加えて実施するこ
とも可能であり、それらはいずれも本発明の技術的範囲に含まれる。
【００５９】
〔例１〕溶剤の沸点範囲、溶剤の由来と石炭抽出率、溶剤回収性との関係
　石炭に対し溶剤をその４倍量仕込み、0.5MPaの窒素で加圧してオートクレーブ中360 ℃
で１時間抽出し、そのままの温度で急速濾過し、そのときの濾残量より石炭の抽出率を求
め、濾液から溶剤の沸点留分を蒸留法で回収したときの溶剤の回収率を求めた。また、抽
出中の圧力上昇値を測定した。
【００６０】
　このとき、石炭としては、表１に示す瀝青炭Ｄを用いた。
【００６１】
　溶剤としては、下記(1) ～(4) の溶剤のいずれかを用いた。
　(1) 本発明に係る溶剤（沸点範囲が180 ℃以上200 ℃以下から選択される沸点～300 ℃
以上330 ℃以下から選択される沸点である石炭由来の油分）の沸点範囲よりも低い沸点範
囲にある石炭乾留油-A、
　(2) 本発明に係る溶剤の一例に相当する石炭乾留油-B、
　(3) 本発明に係る溶剤の沸点範囲にあるが、石炭由来ではなく、石油由来の灯油（市販
品）、
　(4) 本発明に係る溶剤の沸点範囲よりも高い沸点範囲にある石炭乾留油-C
【００６２】
　上記の結果（石炭の抽出率、溶剤の回収率、抽出中の圧力上昇値）を表２に示す。表２
からわかるように、溶剤として(2) の溶剤（本発明に係る溶剤の一例に相当する石炭乾留
油-B）を用いた場合、石炭の抽出率は68％、溶剤の回収率（溶剤留分の回収率）は100.5 
％、抽出中の圧力上昇値（抽出槽圧力増加）は１MPa 程度であった。なお、溶剤の回収率
が100 ％を超えたのは、石炭抽出温度で石炭から油分が生成したためである。
【００６３】
　これに対して、(1) の溶剤（石炭乾留油-A）を用いた場合、石炭の抽出率は45％程度と
低い上、抽出中の圧力上昇値が5.5MPa程度に達した。
【００６４】
　(4) の溶剤（石炭乾留油-C）を用いた場合、石炭の抽出率は前記(2) の溶剤（石炭乾留
油-B）を用いた場合とほぼ同等であるが、溶剤の一部が石炭と強固に結合し、溶剤の回収
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率が低下したため、溶剤循環は困難となることがわかった。
【００６５】
　(3) の溶剤（石油由来の灯油）を用いた場合、その沸点範囲は本発明に係る溶剤の沸点
範囲にあるものの、石炭との親和性が低いため、石炭の抽出率は53％であり、不十分な結
果となった。
【００６６】
　従って、溶剤として(1) の溶剤や(3) ～(4) の溶剤を用いた場合には、石炭の抽出率、
溶剤の回収率、抽出中の圧力上昇値のいずれかもしくはそれ以上の点において具合が悪い
が、(2) の溶剤（本発明に係る溶剤の一例に相当する石炭乾留油-B）を用いた場合には、
石炭の抽出率が高く、溶剤留分を完全回収でき、溶剤の回収率が高くて溶剤循環が可能で
あり、更に、抽出中の圧力上昇値が１MPa 程度であって実用的な圧力で操作可能であり、
石炭の抽出率、溶剤の回収率、抽出中の圧力上昇値の全ての点において具合が良い。
【００６７】
　なお、上記石炭の抽出率は、用いられた石炭の無水無灰炭基準での質量に対する抽出さ
れた石炭（溶剤に可溶な石炭成分）の質量の割合〔質量％（重量％）〕である（以下、同
様）。上記石炭の無水無灰炭基準での質量とは、石炭を無水無灰炭の状態としたときの石
炭の質量、即ち、石炭の質量から石炭に含まれている水分および灰分の質量を差し引いた
ときの質量のことである（以下、同様）。
【００６８】
　上記溶剤の回収率（溶剤留分の回収率）は、用いられた溶剤の質量に対する回収された
溶剤（回収までの抽出過程などで石炭から生成した溶剤留分を含む）の質量の割合〔質量
％（重量％）〕である（以下、同様）。
【００６９】
〔例２〕単体溶剤の評価
　溶剤として、下記(5) ～(7) の溶剤のいずれかを用い、前記例１の場合と同様の方法に
より抽出、急速濾過を行い、石炭の抽出率、溶剤の回収率、抽出条件下での油分収率およ
び水素消費量を求めた。その結果を表３に示す。
【００７０】
　(5) 本発明に係る溶剤の沸点範囲よりも低い沸点（180 ℃未満）をもつトルエン、
　(6) 極性溶剤であるN-メチルピロリジノン(NMP）（但し、本発明に係る溶剤の沸点範囲
にある。）
　(7) 水素供与性溶剤であるテトラリン
【００７１】
　溶剤としてNMP を用いた場合は、NMP が石炭と強固に結びつき、蒸留による溶剤の完全
回収ができなかった。トルエンを用いた場合は、石炭の抽出率が低く、また、抽出中の圧
力上昇もはなはなだしくて実用的ではないことがわかった。テトラリンを用いた場合は、
石炭の抽出率は高いものの、テトラリンの一部がナフタレンに変化しており、テトラリン
による石炭の水素化反応が起き、結果としてテトラリンが減少する。従って、ナフタレン
を水素化してテトラリンにもどす必要が生じ、高コストな水素化工程が必要となるため、
工業化は困難となる。
【００７２】
〔例３〕抽出温度の影響
　表４に示す組成、性状の石炭Ｄ，Ｅ，Ｆについて、前記(2) の溶剤（本発明に係る溶剤
の一例に相当する石炭乾留油-B）中で１時間抽出し、石炭抽出率を求めた。このとき、抽
出温度をパラメータとして変化させ、抽出温度と石炭抽出率の関係を求めた。この結果を
図２に示す。
【００７３】
　石炭は200 ℃程度の加熱で溶け出し、抽出温度が高くなるに伴い抽出率が高くなるが、
ある温度以上になると逆に減少する。これは、石炭の熱分解が激しくなり、熱分解した分
子同士の重合反応等で、もとの分子よりも巨大化するためであり、むやみに加熱すれば良
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いということではなく、石炭毎に最適温度が存在する。
【００７４】
　多くの石炭を用いて試験した結果として、加熱処理温度は300 ～420 ℃程度が好ましい
ことがわかった。
【００７５】
〔例４〕溶剤循環の影響
　石炭乾留油-Bを出発溶剤とし、石炭Ｅの抽出で溶剤を回収しながら循環使用したときの
循環回数と、石炭抽出率の関係を図３に示す。図示されるように、循環回数の増加に従い
抽出率が増加する傾向が見られる。これは、抽出時に生成する石炭Ｅ自身を由来とする溶
剤留分が初期溶剤に加わりながらその濃度が高まっていき、石炭Ｅとの親和性が向上する
効果によるものと考えられる。循環を繰り返した末、最終的には全ての溶剤が石炭Ｅ由来
の溶剤留分で置き換わるので、初期溶剤として石炭乾留油-Aや石炭乾留油-Cなどを用いて
もプロセス上最適な溶剤性状に変化し、高い抽出率が維持される。
【００７６】
〔例５〕噴霧乾燥法による溶剤回収と生成した無灰炭の形状および無灰炭中の有機物と無
機物の分離
　前記例３の抽出工程で得られた石炭Ｅの抽出（360 ℃、1MPa）スラリーを重力沈降法で
抽出液と非抽出成分とに分け、この抽出液を加熱した窒素気流中で噴霧した。即ち、噴霧
乾燥法による溶剤回収を行った。その結果、溶剤は完全に蒸発し回収することができた。
この溶剤の回収と共に粉末状の抽出炭（無灰炭）が得られる。この抽出炭には0.05％の灰
分が残存していた。
【００７７】
　上記噴霧乾燥法で得られた粉末状の抽出炭を顕微鏡で観察したところ、数ミクロンから
数十ミクロンの球形粒子が見られた。このような球形粒子に混じり、更に微細で不定形な
塵状の物質も存在することがわかった。図４に上記抽出炭の顕微鏡観察の結果を示す。図
４の(A) は球形粒子を示すものであり、図４の(B) は塵状の物質を示すものである。
【００７８】
　上記粉末状の抽出炭を篩を用いて球形粒子と塵状粒子に分け、それぞれをSEM で分析し
た。球形粒子についてのSEM 像とEDX による構成元素の強度を図５に示す。図５の(A) は
SEM 像を示すものであり、図５の(B) は構成元素の強度を示すものである。塵状粒子につ
いてのSEM 像とEDX による構成元素の強度を図６に示す。図６の(A) はSEM 像を示すもの
であり、図６の(B) は構成元素の強度を示すものである。これらより、球形粒子からは炭
素、酸素、硫黄といった石炭有機成分の構成元素以外の元素は検出されていないが、塵状
の物質は主に鉄などの金属元素から成っていることがわかった。
【００７９】
　これらの結果から、噴霧乾燥法により、石炭抽出液中の溶解有機成分と石炭抽出液中に
無機金属成分が分かれて生成されることがわかった。抽出液中の残存灰分から完全に分離
された球状の抽出炭と、無機成分が濃縮された塵状物質は、分級法や浮選法あるいは磁気
分離法で分けることができ、より精製された完全無灰炭を製造することが可能となる。
【００８０】
〔例６〕スラリーの脱水の効果
　表５に示す組成、性状の石炭Ｇ，Ｈ，Ｉを気流乾燥した後、前記(2) の溶剤（本発明に
係る溶剤の一例に相当する石炭乾留油-B）と混合してスラリーを得、表６に示す抽出温度
に加熱して抽出し、抽出率を求めた。また、上記石炭Ｇ，Ｈ，Ｉをそのまま（乾燥するこ
となく）前記(2) の溶剤と混合してスラリーを得、このスラリーを150 ℃，圧力0.5MPaに
保持して蒸発した水分を除去（脱水処理）した後、上記と同様の抽出温度に加熱して抽出
し、抽出率を求めた。
【００８１】
　この結果（抽出率）を表６に示す。３種類の石炭（石炭Ｇ，Ｈ，Ｉ）とも、後者のスラ
リーを脱水処理した場合は、前者の石炭を気流乾燥した場合に比べて、抽出率が高い。即
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ち、スラリーの脱水処理による抽出率の向上の効果が認められた。特に、水分濃度15％を
超える石炭Ｇおよび石炭Ｈの場合に、スラリーの脱水処理による抽出率の向上の効果が大
きい。
【００８２】
　このようにスラリーを脱水処理した場合の方が抽出率が高いのは、次のような理由によ
るものと考えられる。即ち、石炭を気流乾燥した場合は、石炭の細孔内部に存在する水分
が蒸発した際に石炭の細孔が収縮し、溶剤が石炭細孔内部に浸透できなくなるのに対し、
スラリーを脱水処理した場合は、脱水時に溶剤が存在するため、石炭細孔内の水分が抜け
ると同時に溶剤が細孔内に進入して石炭細孔内部への溶剤のスムースな浸透が成されるた
めであると考えられる。
【００８３】
【表１】

【００８４】
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【表２】

【００８５】
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【表３】

【００８６】
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【表４】

【００８７】
【表５】

【００８８】
【表６】

【産業上の利用可能性】
【００８９】
　本発明に係る無灰炭の製造方法によれば、溶剤を用いて石炭から溶剤可溶な成分を抽出
し、これを分離して無灰炭を得るに際し、従来のNMP やピリジンのような特殊な強力極性
溶剤を用いる場合よりも、容易に溶剤を回収することができて溶剤の循環使用が可能とな
り、また、高価な水素や触媒等を用いるものではなく、このため、安価なコストで石炭を
可溶化して無灰炭を得ることができ、経済性の向上がはかれる。従って、石炭から無灰炭
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を得る際の方法として好適に用いることができる。特には、石炭を火力発電やボイラーの
燃料や化学品の原料として利用する際に環境対策の一環として必要な石炭中の灰分を除去
する方法や、ガスタービン燃焼による高効率複合発電システムでの液体燃料に替わる燃料
として用いる際に必要な無灰炭を得る方法として好適に用いることができる。
【図面の簡単な説明】
【００９０】
【図１】本発明に係る無灰炭の製造方法の一例の概要を示す模式図である。
【図２】本発明の実施例に係る石炭抽出温度と石炭抽出率の関係を示す図である。
【図３】本発明の実施例に係る溶剤の循環回数と石炭抽出率との関係を示す図である。
【図４】本発明の実施例に係る噴霧乾燥法で得られた粉末状の抽出炭を示す図であって、
図４の(A) は球形粒子状のもの、図４の(B) は塵状のものを示す図である。
【図５】本発明の実施例に係る噴霧乾燥法で得られた粉末状の抽出炭の中の球形粒子状の
ものについてのSEM 像とEDX による構成元素の強度を示す図であって、図５の(A) はSEM 
像、図５の(B) は構成元素の強度を示す図である。
【図６】本発明の実施例に係る噴霧乾燥法で得られた粉末状の抽出炭の中の塵状のものに
ついてのSEM 像とEDX による構成元素の強度を示す図であって、図６の(A) はSEM 像、図
６の(B) は構成元素の強度を示す図である。
【符号の説明】
【００９１】
　(1) --石炭スラリー調製槽、(2) --予熱器、(3) --抽出槽、(4) --固液分離装置（沈降
槽）、(5) --溶剤回収装置（噴霧乾燥機）、(6) --溶剤回収装置（噴霧乾燥機）。
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