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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　炭素質物質（Ｍ１０、Ｍ１１）を利用するための方法であって、
　第１の処理過程（Ｐ１）において、炭素質物質（Ｍ１０、Ｍ１１）が供給され、熱分解
され、熱分解コークス（Ｍ２１）および熱分解ガス（Ｍ２２）が生じ、
　第２の処理過程（Ｐ２）において、前記第１の処理過程（Ｐ１）由来の前記熱分解コー
クス（Ｍ２１）が８５０℃を越える温度で気化され、合成ガス（Ｍ２４）が生じ、スラグ
および他の残留物（Ｍ９１、Ｍ９２）が除去され、
　第３の処理過程（Ｐ３）において、前記第２の処理過程（Ｐ２）由来の前記合成ガス（
Ｍ２４）がフィッシャー・トロプシュ合成または液相メタノール合成によって炭化水素ま
たはメタノール（Ｍ６０、Ｍ６１）に変換され、排出され、
　前記３つの処理過程（Ｐ１、Ｐ２、Ｐ３）は閉サイクルを形成し、前記第３の処理過程
（Ｐ３）由来の余剰ガス（Ｍ２５）はリサイクルガスとして、前記第１の処理過程（Ｐ１
）を通過し、前記第１の処理過程（Ｐ１）の熱分解ガス（Ｍ２２）は、前記第２の処理過
程（Ｐ２）を通過し、
　前記第２の処理過程において、酸素（Ｍ３１）および／または工程蒸気（Ｍ５０）を、
熱分解コークスによって生じる火床に吹き込み、酸素の進入地点から空間的に隔離された
前記火床上の気相に前記熱分解ガス（Ｍ２２）を吹き込み、ここで、それらが割られ、分
解され、熱分解コークスおよび熱分解ガスは、少なくとも２秒間、前記第２の処理過程に
残り、前記第２の処理過程由来の合成ガス（Ｍ２４）は、前記第３の処理過程に導かれる
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、方法。
【請求項２】
　水素（Ｍ３２）が供給される、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　水素（Ｍ３２）が前記第３の処理過程（Ｐ３）で供給される、請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　二酸化炭素（Ｍ３３）が供給される、請求項１～３のいずれか一項に記載の方法。
【請求項５】
　二酸化炭素（Ｍ３３）が前記第１の処理過程（Ｐ１）または第２の処理過程（Ｐ２）で
供給される、請求項１～３のいずれか一項に記載の方法。
【請求項６】
　前記サイクルに沿って圧力降下があることを特徴とする、請求項１～５のいずれか１項
に記載の方法。
【請求項７】
　前記第１の処理過程（Ｐ１）における熱分解反応の熱エネルギーが、前記第２の処理過
程（Ｐ２）由来の熱い合成ガスの一部（Ｍ２４ｂ）を前記第１の処理過程（Ｐ１）に戻す
ことによって、ならびに／または前記炭素質出発物質（Ｍ１１）および結果として得られ
る熱分解コークス（Ｍ２１）の部分酸化によって部分的にまたは完全に提供されることを
特徴とする、請求項１～６のいずれか１項に記載の方法。
【請求項８】
　前記第１の処理過程（Ｐ１）が３００～８００℃の間、好ましくは、４５０～７００℃
の間、特に好ましくは、５００～６００℃の間の温度で実行される、請求項１～７のいず
れか１項に記載の方法。
【請求項９】
　前記第２の処理過程（Ｐ２）におけるガス化反応について、酸素（Ｍ３１）および／ま
たは蒸気（Ｍ５０）および／または二酸化炭素（Ｍ３３）がガス化剤として用いられるこ
とを特徴とする、請求項１～８のいずれか１項に記載の方法。
【請求項１０】
　前記第２の処理過程（Ｐ２）において、ガス化反応に必要とされる熱エネルギーが、外
部から、例えば、加熱装置および／もしくは熱交換機によって部分的にまたは完全に供給
され、かつ／または前記熱分解コークス（Ｍ２１）の一部を酸化剤、特に酸素（Ｍ３１）
で酸化することによって生成される、請求項１～９のいずれか１項に記載の方法。
【請求項１１】
　前記第２の処理過程（Ｐ２）が６００～１６００℃の間、好ましくは、７００～１４０
０℃の間、特に好ましくは、８５０～１０００℃の間の温度で実行される、請求項１～１
０のいずれか１項に記載の方法。
【請求項１２】
　前記第１の処理過程（Ｐ１）および／または前記第２の処理過程（Ｐ２）が、１～６０
バール、好ましくは、５～２５バール、特に好ましくは、１０～１５バールの間の圧力で
実行される、請求項１～１１のいずれか１項に記載の方法。
【請求項１３】
　前記第１の処理過程（Ｐ１）および前記第２の処理過程（Ｐ２）が同じ圧力反応器（Ａ
２４）の中で実行される、請求項１～１２のいずれか１項に記載の方法。
【請求項１４】
　前記第３の処理過程（Ｐ３）における変換がフィッシャー・トロプシュ合成または液相
メタノール合成を用いて実行される、請求項１～１３のいずれか１項に記載の方法。
【請求項１５】
　電気的および／または機械的エネルギー（Ｅ２）が、前記第３の処理過程（Ｐ３）の炭
化水素ならびに他の固体、液体、および／もしくはガス状の生成物（Ｍ６１）の、基本的
に二酸化炭素および水からなる酸化ガス（Ｍ２７）への酸化によって生成される（Ｃ１１
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、Ｃ３１）ことを特徴とする、請求項１～１４のいずれか１項に記載の方法。
【請求項１６】
　純酸素（Ｍ３１）が酸化剤として用いられることを特徴とする、請求項１５に記載の方
法。
【請求項１７】
　水が前記酸化ガス（Ｍ２７）から凝縮され、かつ／または分離されることを特徴とする
、請求項１５または１６に記載の方法。
【請求項１８】
　前記酸化ガス（Ｍ２７）の少なくとも一部が、前記利用工程の第１の処理過程（Ｐ１）
および／または第２の処理過程（Ｐ２）および／または第３の処理過程（Ｐ３）にフィー
ドバックされることを特徴とする、請求項１５～１７のいずれか１項に記載の方法。
【請求項１９】
　電気的および／または機械的エネルギー（Ｅ１）が、熱交換器（Ａ４４、Ａ４６）の中
で前記合成ガス（Ｍ２４）を冷却することによって生成され、その際、過熱蒸気（Ｍ５０
、Ｍ５０、Ｍ５１、Ｍ５２）および／または別の熱いガスが生じ、それから電気的および
／または機械的エネルギー（Ｅ１）が熱機関（Ａ６２）、好ましくは、蒸気タービンを用
いて生成されることを特徴とする、請求項１～１８のいずれか１項に記載の方法。
【請求項２０】
　炭素質物質（Ｍ１０、Ｍ１１）を利用するための設備（Ｚ）であって、
　前記炭素質物質（Ｍ１１）の熱分解を行って、熱分解コークス（Ｍ２１）および熱分解
ガス（Ｍ２２）を形成するための第１のサブユニット（ＡＣ、Ｐ１）と、
　８５０℃を越える温度で、前記熱分解コークス（Ｍ２１）の気化を火床で行って、合成
ガス（Ｍ２４）および残留物（Ｍ９１、Ｍ９２、Ｍ９３、Ｍ９４）を形成するための第２
のサブユニット（ＡＤ、Ｐ２）と、
　フィッシャー・トロプシュ合成または液相メタノール合成を行うことによって、前記合
成ガス（Ｍ２４）の、炭化水素またはメタノール（Ｍ６０、Ｍ６１）への変換を行うため
の第３のサブユニット（ＡＥ、Ｐ３）と、
を備える利用ユニット（ＡＢ）を含む利用装置（Ａ）を備える設備（Ｚ）において、
　前記利用ユニット（ＡＢ）の全３つのサブユニット（ＡＣ、ＡＤ、ＡＥ）が密閉され、
基本的に閉サイクルを形成し、前記熱分解ガス（Ｍ２２）の輸送管は、前記第２のサブユ
ニットへの前記熱分解ガスの入口地点が前記熱分解コークスの前記火床上になるように、
前記第１のサブユニット（ＡＣ、Ｐ１）を前記第２のサブユニット（ＡＤ、Ｐ２）に接続
し、
　前記熱分解ガスの入口地点から空間的に分離された、前記火床に酸素（Ｍ３１）を吹き
込むことを可能にする手段が設けられ、
　前記合成ガス（Ｍ２４）の輸送管が、前記第２のサブユニット（ＡＤ、Ｐ２）を前記第
３のサブユニット（ＡＥ、Ｐ３）に接続し、リサイクルガス（Ｍ２５）の輸送管が、前記
第３のサブユニット（ＡＥ、Ｐ３）を前記第１のサブユニット（ＡＣ、Ｐ１）に接続する
ことを特徴とする、設備。
【請求項２１】
　少なくとも１つのコンプレッサー（Ａ４１、Ａ４２、Ａ４３）が前記利用ユニット（Ａ
Ｂ）の前記輸送管の少なくとも１つに配置されることを特徴とする、請求項２０に記載の
設備。
【請求項２２】
　前記利用ユニット（ＡＢ）のサブユニット（ＡＣ、ＡＤ、ＡＥ）のそれぞれが、１つま
たは複数の圧力反応器（Ａ１４、Ａ２２、Ａ２４）を含むことを特徴とする、請求項２０
または２１に記載の設備。
【請求項２３】
　前記利用ユニット（ＡＢ）の前記第１のサブユニット（ＡＣ）および前記第２のサブユ
ニット（ＡＤ）が共有の圧力反応器（Ａ２４）を含むことを特徴とする、請求項２０～２
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２のいずれか１項に記載の設備。
【請求項２４】
　前記利用ユニット（ＡＢ）の前記第３のサブユニット（Ｐ３、ＡＥ）がフィッシャー・
トロプシュ合成過程、および／または液相メタノール合成過程を含むことを特徴とする、
請求項２０～２３のいずれか１項に記載の設備。
【請求項２５】
　燃料（Ｍ６１）として利用装置（Ａ）由来の炭化水素および／または他の生成物を用い
ることによって、電気的および／もしくは機械的エネルギー（Ｅ２）ならびに／または熱
エネルギーを生成するために配置されるエネルギー装置（Ｃ）によって特徴づけられる、
請求項２０～２４のいずれか１項に記載の設備。
【請求項２６】
　前記エネルギー装置（Ｃ）に、燃料（Ｍ６１）から電気的および／もしくは機械的エネ
ルギー（Ｅ２）を生成する（Ｃ３１）ための駆動装置（Ｃ１１）が提供されることを特徴
とし、前記駆動装置（Ｃ１１）が、動作に必要なエネルギーを前記燃料（Ｍ６１）の、基
本的に二酸化炭素および水からなる酸化ガス（Ｍ２７）への酸化から得、前記酸化ガス（
Ｍ２７）の圧縮（Ｃ１３）および／または凝縮（Ｃ１２）のための装置を含む、請求項２
５に記載の設備。
【請求項２７】
　前記エネルギー装置（Ｃ）の駆動装置（Ｃ１１）が酸化剤として純酸素（Ｍ３１）で動
作され得ることを特徴とする、請求項２６に記載の設備。
【請求項２８】
　前記エネルギー装置（Ｃ）の駆動装置（Ｃ１１）が、前記酸化ガス（Ｍ２７）の圧縮な
らびに／または凝縮のための装置（Ｃ１３）の上流および／もしくは下流に、前記酸化ガ
ス流（Ｍ２７）を冷却するための熱交換器（Ｃ１２）を含むことを特徴とする、請求項２
６または２７に記載の設備。
【請求項２９】
　前記エネルギー装置（Ｃ）の駆動装置（Ｃ１１）が、前記酸化ガス（Ｍ２７）からの水
（Ｍ４１）の凝縮および／または分離のための装置を含むことを特徴とする、請求項２６
～２８のいずれか１項に記載の設備。
【請求項３０】
　前記エネルギー装置（Ｃ）の駆動装置（Ｃ１１）に、前記酸化ガス（Ｍ２７）の圧縮お
よび／もしくは凝縮後に、前記酸化ガス（Ｍ２７）、または残留ガス（Ｍ２６）をそれぞ
れ収集するための貯蔵庫（ＢＢ）が提供されることを特徴とする、請求項２６～２９のい
ずれか１項に記載の設備。
【請求項３１】
　前記エネルギー装置（Ｃ）の駆動装置（Ｃ１１）が、酸素（Ｍ３１）による液体または
ガス状の燃料（Ｍ６１）の燃焼のための少なくとも１つの燃焼チャンバー（Ｃ２１）を備
え、結果として得られるガスの圧力またはガス量を機械的仕事に変換する手段（Ｃ２１、
Ｃ３０）を有し、前記燃焼チャンバー（Ｃ２１）に酸素（Ｍ３１）を導入するための供給
装置（Ｃ２７）を備え、前記燃焼チャンバー（Ｃ２１）から前記酸化ガス（Ｍ２７）を除
去するための通気装置（Ｃ２４）を備える燃焼機関であることを特徴とする、請求項２６
～３０のいずれか１項に記載の設備。
【請求項３２】
　前記エネルギー装置（Ｃ）の駆動装置（Ｃ１１）に、前記燃焼チャンバー（Ｃ２１）に
、ならびに／または前記燃焼チャンバー（Ｃ２１）から出た後の前記酸化ガス流（Ｍ２７
）に、水（Ｍ４０）および／もしくは蒸気（Ｍ５０）を導入するための供給装置（Ｃ２８
）が提供されることを特徴とする、請求項３１に記載の設備。
【請求項３３】
　前記利用装置（Ａ）が、前記利用ユニット（ＡＢ）で生成されたか、または過熱された
蒸気（Ｍ５０、Ｍ５０、Ｍ５１、Ｍ５２）および／もしくは他の熱いガスから電気的およ
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び／もしくは機械的エネルギー（Ｅ１）を生成する（Ａ６４）ための少なくとも１つの駆
動装置（Ａ６１）を備える、電気的および／もしくは機械的エネルギー（Ｅ１）を生成す
るためのエネルギーユニット（ＡＦ）を含むことを特徴とする、請求項２０～３２のいず
れか１項に記載の設備。
【請求項３４】
　前記利用装置（Ａ）のエネルギーユニット（ＡＦ）が、前記利用ユニット（ＡＢ）で生
成されたか、または過熱された蒸気（Ｍ５０、Ｍ５０、Ｍ５１、Ｍ５２）または他の熱い
ガスから電気的および／もしくは機械的エネルギー（Ｅ１）を生成する（Ａ６４）ための
駆動装置（Ａ６１）を含み、その中の前記利用ユニット（ＡＢ）のサイクルにおいて、少
なくとも１つの熱交換器（Ａ４４、Ａ４５、Ａ３２）に、加熱蒸気（Ｍ５１、Ｍ５２）お
よび／もしくは他のガス、ならびに／または生成蒸気（Ｍ５０）が提供されることを特徴
とする、請求項３３に記載の設備。
【請求項３５】
　水素（Ｍ３２）の生産のための装置（Ｄ）、および前記利用ユニット（ＡＢ）に前記水
素を供給するための手段によって特徴づけられる、請求項２０～３４のいずれか１項に記
載の設備。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、特に、廃棄物、バイオマス、石炭、および他の不均一物質の固体、液体およ
びガス状の炭素質物質ならびにそれらの固体、液体およびガス状の炭素質混合物の熱化学
的処理および熱化学的利用による排出のないエネルギー生成のための工程および設備に関
する。さらに本発明は、電気的および機械的エネルギーの生成のための設備、対応する工
程、合成炭化水素の製造、ならびにこのような設備におけるそれらの使用に関する。
【背景技術】
【０００２】
　しばらくの間、排出、特に、二酸化炭素の排出は、地球の気候平衡に非常に有害な影響
を及ぼし、人為的な気候温暖化に大いに寄与することが知られている。したがって、二酸
化炭素の排出を避けることは、特に、廃棄物、バイオマス、および化石燃料などの炭素質
物質からのエネルギー生成において非常に望ましい。
【０００３】
　炭素質物質を従来の発電所の装置における燃料として使用する場合、二酸化炭素がエネ
ルギー生成の不可避の副産物である。結果として得られる燃焼排ガスから二酸化炭素を分
離することは、一般に、合理的なエネルギー支出および／または経済的支出により可能で
はない。
【０００４】
　工業規模で、二酸化炭素を、例えば、アミン系溶剤に閉じ込め、圧縮形態で保存するシ
ステムが試験されている。しかし、このようなシステムは高価で複雑である。
【０００５】
　例えば、太陽エネルギー、風力、水力、および核エネルギーなどの二酸化炭素排出を伴
わないエネルギーの源は、他の問題を抱えている。風力、太陽エネルギーおよびバイオマ
スなどの代替エネルギー源を用いる最近の装置は、着実に増加するエネルギー需要を満た
すために十分な能力を持っていない。さらに、天候に依存するエネルギー源は、必要な出
力能力を無条件に確実にすることができないことが多い。したがって、特に、電気エネル
ギーの低排出で、効率的であり、柔軟かつ容易に拡張可能なエネルギー生成のための装置
は、集中的な研究活動の対象である。
【０００６】
　先行技術から、ガス混合物を、固体、液体およびガス状の炭素質物質から生産すること
ができる様々な種類の工程および装置が知られており、その後、このガス混合物は、化学
合成のためのいわゆる合成ガスとして使用される。一酸化炭素および水素を含有する合成
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ガスは、例えば、工業用液相メタノール合成または炭化水素および他の有機物質を生産す
るためのフィッシャー・トロプシュ（Ｆｉｓｃｈｅｒ－Ｔｒｏｐｓｃｈ）合成に用いられ
る。あるいは、このような合成ガスは、エネルギーを生成するために、例えば、熱機関を
動作させるための燃料としても用いられる。
【０００７】
　固体炭素から一酸化炭素－水素の合成ガスを生産するには、この固体炭素を、酸素、二
酸化炭素または水を用いて気化させ、合成ガスを生じさせる。
【０００８】
【化１】

【０００９】
　一酸化炭素および水素の間の比は、いわゆる水性ガスシフト反応ＩＶによって与えられ
る。
【００１０】

【化２】

【００１１】
　吸熱反応ＩおよびＩＩの過程で必要とされる熱エネルギーは、例えば、反応ＩＩＩの固
体炭素の部分燃焼に由来し得るか、または外部から供給され得る。
【００１２】
　合成ガスまたは対応するガス燃料を生産するための既知の工程の種類において、ガス化
反応の固体炭素はコークスの形態で存在する。これは、順に、石炭または他の炭素質物質
の熱分解による前の処理過程で生成される。熱分解中に生じた熱分解ガスは燃焼され、そ
の際、熱い二酸化炭素含有燃焼ガスは、まず初めにコークスのガス化剤として、および外
部熱エネルギー供給物としても役目を果たす。
【００１３】
　コークスを空気／酸素の付加により気化させる別の処理の種類において、熱エネルギー
は、主に、コークスの炭素の部分燃焼によって生成される。その後、前述の熱分解過程の
熱分解ガスは熱い合成ガスと混合され、そこで分解され、タールを含まない可燃性ガス混
合物が生じる。
【００１４】
　合成ガスを生産するための既知の工程は、安価な化石石炭から化学工業用の合成ガスを
生産する方向、例えば、液体推進剤および他の高価な最終製品を生産する方向に向けられ
、最適化される。これらの工程において、一部の出発物質がエネルギー生成のために燃焼
され、そこで高価な最終製品の生産において、もはや利用可能ではない大量の二酸化炭素
が生産される。人工の気候温暖化により、このような非効率的な工程は、今や次第に受け
入れられなくなっている。
【００１５】
　他の工程は、主に、例えば、化石石炭、バイオマスなどの固体の炭素質物質、または、
例えば、可燃性廃棄物などの不均一混合物からより簡単に管理できるガス燃料を生産する
方向に向けられる。この燃料を用いて、例えば、ガスタービンを稼働させることができる
。このような工程は、例えば、ＤＥ１０２００７０４１６２４　Ａ１およびＤＥ２３２５
２０４　Ａ１に開示されている。しかし、これらの工程において、固体の出発物質中に蓄
えられる一部の化学エネルギーは、コークスの生産またはガスの生産のいずれかにおける
変換で消費され、それに応じて、二酸化炭素が排出される。
【００１６】



(7) JP 5791054 B2 2015.10.7

10

20

30

40

50

　既知の工程の欠点は、特に、コークスが流体流または噴流の中で気化される装置の大量
の排出、低効率、ならびに複雑な構造および操作である。
【００１７】
　同様に、液体推進剤がバイオマスから生産され得る様々な工程が知られている。Ｇ．Ｗ
．Ｈｕｂｅｒ ｅｔ ａｌ．，“Ｓｙｎｔｈｅｓｉｓ ｏｆ Ｔｒａｎｓｐｏｒｔａｔｉｏｎ
 Ｆｕｅｌｓ ｆｒｏｍ Ｂｉｏｍａｓｓ：Ｃｈｅｍｉｓｔｒｙ，Ｃａｔａｌｙｓｔｓ，ａ
ｎｄ Ｅｎｇｉｎｅｅｒｉｎｇ”，Ｃｈｅｍ．Ｒｅｖ．１０６（２００６），ｐ．４０４
４の論文において、様々な方法について概説されている。これらの工程の特定の基本型に
おいて、バイオマスは気化され、その後、得られたガス混合物から、推進剤または燃料と
して働くガス状炭化水素および／もしくは液化炭化水素ならびに／または他の炭素質化合
物が合成される。
【００１８】
　バイオマスから合成推進剤を生産するこのような工程は、“Ｐｒｏｃｅｓｓ ｆｏｒ Ｐ
ｒｏｄｕｃｉｎｇ ｔｈｅ Ｓｙｎｔｈｅｔｉｃ Ｂｉｏｆｕｅｌ ＳｕｎＤｉｅｓｅｌ” 
（ドイツ語のタイトル“Ｖｅｒｆａｈｒｅｎ ｚｕｒ Ｈｅｒｓｔｅｌｌｕｎｇ ｄｅｓ ｓ
ｙｎｔｈｅｔｉｓｃｈｅｎ Ｂｉｏｋｒａｆｔｓｔｏｆｆｓ ＳｕｎＤｉｅｓｅｌ”の英訳
），Ｂ．Ｈｏｆｆｍａｎｎ，Ａｕｆｂｅｒｅｉｔｕｎｇｓｔｅｃｈｎｉｋ，４９（１－２
）（２００８），ｐ．６に記載されている。「Ｃａｒｂｏ－Ｖ」と呼ばれるこの工程にお
いて、塊の多いバイオマス（粉砕植物物質）は、低圧（４バール）、４００～５００℃の
最初のステップで空気を用いて熱分解され、その際、このステップは予備熱処理ステップ
と考えられている。これは熱分解ガスおよび熱分解コークスを生産する。対応する装置は
、例えば、ＤＥ １９８０７９８８　Ａ１に開示されている。その後、熱分解ガスは、長
鎖炭化水素を分解するために、高温（１４００～１５００℃）で予熱した空気または酸素
を用いてポスト酸化される。別々に、そこから、熱分解コークスは分解され、粉コークス
が噴流中の合成ガスに吸熱気化される第２の処理過程のガス流に粉塵型で飛ばされる。対
応する工程は、ＥＰ１７４９８７２　Ａ２に開示されている。処理後、ディーゼルと類似
している推進剤は、多段フィッシャー・トロプシュ合成において、得られた合成ガスから
生産される。熱分解およびガス化過程で生産された二酸化炭素を含む得られた排ガスは大
気中に放出される。
【００１９】
　フィッシャー・トロプシュ反応の効率を高めるために、未反応の水素および一酸化炭素
、ならびにＣ１～Ｃ４炭化水素化合物も含むフィッシャー・トロプシュ合成の残留ガスお
よびガス状生成物は、それらをガス化過程に再循環させることにより、再びフィッシャー
・トロプシュ過程を通過させることができる（Ｈ．Ｂｏｅｒｒｉｇｔｅｒ，Ｒ．Ｚｗａｒ
ｔ，“Ｈｉｇｈ ｅｆｆｉｃｉｅｎｃｙ ｃｏ－ｐｒｏｄｕｃｔｉｏｎ ｏｆ Ｆｉｓｃｈｅ
ｒ－Ｔｒｏｐｓｃｈ（ＦＴ） ｔｒａｎｓｐｏｒｔａｔｉｏｎ ｆｕｅｌｓ ａｎｄ ｓｕｂ
ｓｔｉｔｕｔｅ ｎａｔｕｒａｌ ｇａｓ（ＳＮＧ） ｆｒｏｍ ｂｉｏｍａｓｓ”，Ｅｎｅ
ｒｇｙ ｒｅｓｅａｒｃｈ ｃｅｎｔｒｅ ｏｆ ｔｈｅ Ｎｅｔｈｅｒｌａｎｄｓ ＥＣＮ 
Ｒｅｐｏｒｔ，ＥＣＮ－Ｃ－０４－００１，Ｆｅｂ．２００４参照）。したがって、例え
ば、米国特許公開第２００５／０２５０８６２号は、バイオマスから液体推進剤を生産す
るための工程を示しており、その中で、低分子量のガスおよびより高分子量の不要な分画
は、フィッシャー・トロプシュ合成の下流の元のガス化過程を通過する。
【００２０】
　しかし、全てのこれらの工程において、主に、二酸化炭素および、該当する場合、大気
窒素などの不活性ガスからなる排ガスは大気に放出される。
【００２１】
　ＤＥ２８０７３２６および米国特許第４０９２８２５号は、合成ガスが石炭から生産さ
れる発電所の装置について記載しており、その後、その合成ガスは蒸気発生のための燃料
ガスとして用いられる。蒸気タービンにより、電気エネルギーは蒸気から生産される。一
部の合成ガスは分岐され、メタノールまたは液化炭化水素を生産するために用いられる。
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これらの液体燃料は一時的に蓄えられ、必要に応じて、電気エネルギーを生成するために
用いられる。得られた燃焼排ガスは、大気中に排出される。
【００２２】
　本出願中に引用される先行技術の資料の開示は、本発明の以下の説明の不可欠な要素を
形成する。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００２３】
　廃棄物、バイオマス、石炭、および他の不均一物質の固体、液体およびガス状の炭素質
物質ならびにそれらの固体、液体およびガス状の炭素質混合物の熱化学的処理および熱化
学的利用による排出のないエネルギー生成のための工程および設備を提供することが本発
明の目的であり、その工程および装置は、上記の欠点および他の欠点をもたない。本発明
に係る特定の工程および設備は、できるだけ排出がないようにすべきである。
【００２４】
　本発明の別の目的は、廃棄物、バイオマスまたは石炭を、できるだけ少ないエネルギー
供給で、排出の無い、エネルギー豊富な他の生成物、例えば、合成炭化水素含有生成物に
変換することができる工程および設備を提供することである。
【００２５】
　本発明のもう一つの目的は、例えば、オイルシェール、オイルサンドまたはオイルスラ
ッジなどの利用することが難しい物質を、それぞれ、排出のない方法で、よりエネルギー
が豊富で、より有用な生成物に変換することができるか、または排出のないエネルギー生
成に用いることができる工程および設備を提供することである。
【００２６】
　本発明のさらなる目的は、固体、液体またはガス状物質を、ガス状または液体のエネル
ギー源に効率的に変換することができる工程および設備を提供することである。
【００２７】
　本発明の別の目的は、固体、液体およびガス状の燃料および推進剤を排出なく生成する
ことができる工程および設備を提供することである。
【００２８】
　本発明のさらに別の目的は、排出による化学的損失および／またはエネルギー損失を避
けること、かつ収集した非放出物質を、例えば、燃料および推進剤などのさらに高品位な
エネルギー源に変換することによって、前記工程および設備のエネルギー効率を最適化す
ることである。
【００２９】
　本発明に係るエネルギー生成のための設備は、高率的、かつ広範な出力帯の需要にした
がって、特に、電気エネルギー、機械的エネルギーおよび／または熱エネルギーの供給を
可能にすべきである。
【００３０】
　有利に、本発明に係る排出のないエネルギー生成のためのこのような設備は、生成した
エネルギーの一部を蓄えることができ、かつ出力需要が増大した場合に、化学エネルギー
、電気エネルギー、機械的エネルギーおよび／または熱エネルギーとして、この蓄えたエ
ネルギーを再び放出することができなければならない。
【００３１】
　排出の無いエネルギー生成のための設備は、有利に、エネルギー生成のための広範囲な
固体、液体および／またはガス状の炭素質物質ならびに固体、液体および／またはガス状
の炭素質混合物、特に、廃棄物、バイオマス、石炭および他の不均一物質を利用すること
ができなければならない。
【００３２】
　本発明のさらなる目的は、圧力、温度、水分または他の外部パラメータなどの外部条件
と無関係である排出のないエネルギー生成のための設備を提供することである。例えば、
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比較的高い位置において、より低い周囲圧力は、従来の電力装置の出力に悪影響を及ぼす
。
【００３３】
　これらのおよび他の目的は、独立クレームに記載の本発明に係る工程および設備によっ
て達成される。さらに有利な実施形態は従属クレームで与えられる。
【課題を解決するための手段】
【００３４】
　炭素質物質を利用して、排出のないエネルギーならびに／または炭化水素および他の生
成物を生成するための本発明に係る工程中の第１の処理過程において、炭素質物質が供給
され、熱分解され、その際、熱分解コークスおよび熱分解ガスが生じる。第２の処理過程
において、第１の処理過程由来の熱分解コークスは気化され、その際、合成ガスが生じ、
スラグおよび他の残留物は取り除かれる。第３の処理過程において、第２の処理過程由来
の合成ガスは、排出される炭化水素ならびに／または他の固体、液体および／もしくはガ
ス状の生成物に変換される。第３の処理過程は閉サイクルを形成する。第３の処理過程由
来の過剰ガスは、リサイクルガスとして第１の処理過程および／または第２の処理過程に
入り、第１の処理過程の熱分解ガスは、第２の処理過程および／または第３の処理過程に
入る。
【００３５】
　この工程の有利な変形において、好ましくは、第３の処理過程において水素が供給され
、かつ／または好ましくは、第１の処理過程もしくは第２の処理過程において、二酸化炭
素が供給される。
【００３６】
　この工程は、全ての３つの処理過程において、圧力下で実行され得る。第１の処理過程
由来の熱分解ガスは、第２の処理過程および／または第３の処理過程に入ることができる
。第２の処理過程由来の合成ガスは、順に、第３の処理過程および／または第１の処理過
程の中に入ることができる。
【００３７】
　有利に、このサイクル内のガス流は規定の方向に進む。このガス流は、例えば、このサ
イクル内で、第１の処理過程から第２の処理過程を経由して第３の処理過程に流れ、第１
の処理過程に戻るか、または第１の処理過程から第３の処理過程を経由して第２の処理過
程に流れ、第１の処理過程に再び戻ることができる。
【００３８】
　特に有利に、このサイクルの間に圧力降下がある。これは、圧力降下を起こすためのコ
ンプレッサーを例外として、さらなる輸送系なしで、ガス流をこのサイクルに沿って運ぶ
ことを可能にする。
【００３９】
　利用工程の第１の処理過程は、１つまたは複数の圧力反応器の中で行うことができる。
【００４０】
　第１の処理過程の熱分解反応の熱エネルギーは、熱い合成ガスの一部を第２の処理過程
から第１の処理過程に戻すことによって、かつ／または炭素質出発物質の部分酸化および
結果として得られる熱分解コークスによって、部分的に、または完全に供給され得る。
【００４１】
　有利に、第１の処理過程は、３００～８００℃、好ましくは、４５０～７００℃、特に
好ましくは、５００～６００℃の間の温度にて行われる。
【００４２】
　利用工程の第２過程は、同様に、１つまたは複数の第２の圧力反応器の中で行うことが
できる。第２の処理過程におけるガス化反応のために、酸素、蒸気および／または二酸化
炭素は、ガス化剤として用いることができる。
【００４３】
　熱分解コークスは、完全にまたは単に部分的に気化させることができる。後者の場合、
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未処理のコークスは、結果として得られるスラグと共に排出され得る。
【００４４】
　第２の処理過程におけるガス化反応に必要な熱エネルギーは、部分的に、または完全に
、外部から、例えば、加熱装置および／または熱交換器によって供給することができ、か
つ／または酸化剤、特に、酸素で熱分解コークスの一部を酸化することによって生成させ
ることができる。
【００４５】
　有利に、本発明に係る利用工程の第２の処理過程は、６００～１６００℃、好ましくは
、７００～１４００℃、特に好ましくは、８５０～１０００℃の間の温度にて行われる。
【００４６】
　好ましい変形において、第２の処理過程における温度は８５０℃以上であり、熱分解コ
ークスおよび熱分解ガスは、少なくとも２秒間、第２の処理過程に残る。このように、多
くの国において、汚染物質および廃棄物の処理に適用される規定が満たされている。
【００４７】
　有利に、本発明に係る利用工程の第１の処理過程および／または第２の処理過程は、１
～６０バール、好ましくは、５～２５バール、特に好ましくは、１０～１５バールの間の
圧力で行われる。
【００４８】
　本発明に係る利用工程の別の有利な変形において、第１の処理過程および第２の処理過
程は同じ圧力反応器の中で行われる。
【００４９】
　利用工程の第３の処理過程は、有利に、１つまたは複数の圧力反応器の中で行われる。
第３の処理過程の変換は、好ましくは、フィッシャー・トロプシュ合成または液相メタノ
ール合成を用いて進む。
【発明の効果】
【００５０】
　本発明に係る工程の特に有利な変形において、電気的および／または機械的エネルギー
は、第３の処理過程の炭化水素ならびに他の固体、液体、および／もしくはガス状の生成
物の、基本的に二酸化炭素および水からなる酸化ガスへの酸化によって生成される。有利
に、純酸素は酸化剤として用いられる。酸化ガスから、水は濃縮して出すか、かつ／また
は分離することができる。
【００５１】
　本発明に係るこのような工程の有利な変形において、駆動装置の酸化ガスの少なくとも
一部は、この工程の第１の処理過程、第２の処理過程および／または第３の処理過程に再
びフィードバックされる。
【００５２】
　本発明に係る工程の特に有利な変形において、合成ガスは熱交換器で冷却され、その際
、過熱蒸気および／または別の熱いガスが生じ、そこから電気エネルギーおよび／または
機械的エネルギーが、熱機関、好ましくは、蒸気タービンを用いて生成される。
【００５３】
　炭素質物質を利用して、排出のないエネルギーならびに／または炭化水素および他の生
成物の生成のための本発明に係る設備は、炭素質物質の熱分解を行って、熱分解コークス
および熱分解ガスを生じさせる第１のサブユニット；熱分解コークスの気化を行って、合
成ガスおよび残留物を生じさせる第２のサブユニット；合成ガスの、炭化水素ならびに／
または他の固体、液体および／もしくはガス状の生成物への変換を行う第３のサブユニッ
トを備える利用ユニットを含む利用装置を含む。この利用ユニットの全３つのサブユニッ
トは圧力をかけて密閉され、基本的に閉じられたサイクルを形成する。熱分解ガスの輸送
管は、第１のサブユニットを第２のサブユニットおよび／または第３のサブユニットにし
っかり圧力をかけて接続する。合成ガスの輸送管は、第２のサブユニットを第３のサブユ
ニットおよび／または第１のサブユニットにしっかり圧力をかけて接続する。リサイクル
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ガスの輸送管は、第３のサブユニットを第１のサブユニットおよび／または第２のサブユ
ニットにしっかり圧力をかけて接続する。
【００５４】
　有利に、少なくとも１つのコンプレッサーは、前記輸送管のうちの少なくとも１つと平
衡して配置される。
【００５５】
　ガス流を、輸送管と平衡して唯一の規定の方向に、好ましくは、第１のサブユニットか
ら第２のサブユニットを経て第３のサブユニットに流して、第１のサブユニットに戻すか
、または第１のサブユニットから第３のサブユニットを経て第２のサブユニットに流して
、第１のサブユニットに戻すようにさせる手段を提供することができる。
【００５６】
　これらのサブユニットは、それぞれ、１つまたは複数の圧力反応器を有し得る。有利な
変形において、第１および／または第２のサブユニットは、加熱装置および／または熱交
換器を含む。
【００５７】
　合成ガスの輸送管の分岐を提供することができ、それによって第２のサブユニット由来
の合成ガスの一部を第１の圧力反応器に戻すことができる。
【００５８】
　本発明に係る設備の別の有利な変形において、この利用ユニットの第１のサブユニット
および第２のサブユニットは共有の圧力反応器を含む。
【００５９】
　この利用ユニットの第３のサブユニットは、好ましくは、フィッシャー・トロプシュ合
成装置、液相メタノール合成装置、または液体生成物の生産に適する別の装置を含む。
【００６０】
　第１の処理過程から第２の処理過程を過ぎ第３の処理過程までに圧力降下がある方法で
稼働させることができる利用装置が特に有利である。このように、循環ガス流に沿った大
量輸送は、様々な圧力反応器間の圧力の差によって促進される。これは、できるだけ少な
い移動成分を必要とする装置をもたらすので、十分に有利である。
【００６１】
　本発明の特定の利点は、この設備が、圧力、温度、水分、または全ての他の外部パラメ
ータなどの外部状況と無関係であることである。本発明に係る設備において、物質の流れ
は閉じた方法で進むので、この工程は周囲圧力と実質的に無関係である。
【００６２】
　本発明に係る設備のさらなる実質的な利点は、この閉鎖系がガス処理を必要としないこ
とである。第３の処理過程の合成ガスからの液体生成物の形成および分離が、必然的に分
離されている粒子をもたらすことはさらなる利点である。
【００６３】
　本発明に係る設備の特定の有利な実施形態は、この利用装置由来の炭化水素および／ま
たは他の生成物を燃料として用いて、電気エネルギー、機械的エネルギーおよび／または
熱エネルギーを生成するように配置されるエネルギー装置を含む。有利に、これらの燃料
から電気エネルギーおよび／または機械的エネルギーを生成するための駆動装置をこのエ
ネルギー装置の中に提供し、その際、前記駆動装置は、これらの燃料の、基本的に二酸化
炭素および水からなる酸化ガスへの酸化から操作に必要なエネルギーを得、かつこの酸化
ガスの圧縮および／または凝縮のための装置を含む。
【００６４】
　この駆動装置は、燃料セルまたは熱機関として設計することができる。特定の有利な変
形において、この駆動装置は、酸化剤として純酸素を用いて操作することができる。
【００６５】
　本発明に係る設備のさらなる実施形態において、酸化ガスの圧縮および／もしくは凝縮
のための装置の上流ならびに／または下流で、酸化ガス流を冷却するための熱交換器を提
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供する。
【００６６】
　さらに、本発明に係る設備のさらなる実施形態において、酸化ガスからの水の凝縮およ
び／または分離のための装置を提供する。これは、とりわけ、残っている残留ガスの量を
低下させる。
【００６７】
　本発明に係るこのような設備の別の変形は、この酸化ガス、またはこの酸化ガスの圧縮
および／もしくは凝縮の後の残留ガスをそれぞれ収集するための貯蔵庫を含む。
【００６８】
　本発明に係る設備の利用装置の３つの処理過程の１つの中で、この酸化ガスまたは残留
ガスを再循環させるために、輸送管を提供することができる。
【００６９】
　本発明に係る上記の設備のうちの１つの別の有利な実施形態において、エネルギー装置
の駆動装置は、液体またはガス状の燃料の酸素での燃焼用の少なくとも１つの燃焼室、結
果として生じるガスの圧力またはガス量を機械的仕事に変換するための手段、酸素を燃焼
室に導入するための供給装置、およびこの燃焼室からこれらの酸化ガスを除去するための
通気装置を備える燃焼機関として設計される。
【００７０】
　本発明に係るエネルギー生成のためのこのような設備の特定の有利な変形において、こ
のエネルギー装置の駆動装置は、燃焼室に、ならびに／または燃焼室から出た後の酸化ガ
ス流に水および／もしくは水蒸気を導入するための供給装置が設けられている。この駆動
装置は、例えば、この酸化ガス流で動作するタービン装置を含むことができる。
【００７１】
　本発明に係る設備のさらなる有利な変形において、利用装置は、この利用装置の利用ユ
ニットの中で生成されたか、または加熱された蒸気および／もしくは他の熱いガスから、
電気エネルギーおよび／もしくは機械的エネルギーを生成するための少なくとも１つの駆
動装置を備える電気エネルギーおよび／もしくは機械的エネルギーを生成するためのエネ
ルギーユニットを含む。
【００７２】
　特定の有利な変形において、この利用装置のエネルギー単位は、利用ユニットの中で生
成されたか、または加熱された蒸気もしくは他の熱いガスから、電気エネルギーおよび／
もしくは機械的エネルギーを生成するための駆動装置を含む。この利用ユニットのサイク
ルの中に、蒸気および／もしくは他のガスを加熱するための、かつ／または蒸気を生成す
るための少なくとも１つの熱交換器を提供する。
【００７３】
　さらに特定の有利な設備は、水素の生産のための装置、およびこの利用ユニットの中に
水素を供給するための手段を含む。
【００７４】
　本発明に係る工程を用いて、または本発明に係る設備を用いて生産された炭化水素およ
び他の固体、液体、および／もしくはガス状の生成物は、それぞれ、例えば、典型的な硫
黄およびリンの不純物がないことによって類似の石油製品と区別することができる。出発
物質の分画がバイオマスである生産の場合には、このような生成物は、石油化学製品と比
べて増加したＣ１４－同位体分画を有する。
【００７５】
　下記に、本発明に係る設備について図を参照して記載する。これらの図は、単に本発明
の主題の例示的な実施形態を示すにすぎない。
【図面の簡単な説明】
【００７６】
【図１】炭素質物質を利用して、排出のないエネルギーならびに／または炭化水素および
他の生成物を生成するための本発明に係る設備を示す模式図である。
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【図２】利用装置から空間的に分離されるエネルギー装置を備える本発明に係る設備の実
施形態を示す模式図である。
【図３】ベース負荷エネルギーユニットを備える本発明に係る設備の利用装置の全体的な
例示的実施形態を示す模式図である。
【図３Ａ】図３に示すベース負荷エネルギーユニットの可能な変形を示す模式図である。
【図４】利用装置、およびこの利用装置の中で生産される燃料化合物からの最大負荷エネ
ルギーの生成のためのエネルギー装置を備える本発明に係る設備の全体的な例示的実施形
態を示す模式図である。
【図４Ａ】図４に示す最大負荷エネルギー装置のための可能な変形を示す模式図である。
【図５】ベース負荷エネルギーユニットおよび最大負荷エネルギー装置を有する利用装置
を備える本発明に係る設備の可能な実施形態を示す模式図である。
【図６】水素の形態で化学エネルギーを供給する本発明に係る設備を示す模式図である。
【図７】（ａ）は従来の火力発電所の装置の電力プロファイル、（ｂ）、（ｃ）は本発明
に係る設備の電力プロファイル、（ｄ）は本発明に係る設備の最大負荷およびベース負荷
のプロファイルを示す模式図である。
【図８】本発明に係る設備のための利用装置の様々な可能な例示的実施形態の１つを示す
模式図である。
【図９】本発明に係る設備のための利用装置の様々な可能な例示的実施形態の１つを示す
模式図である。
【図１０】本発明に係る設備のための利用装置の様々な可能な例示的実施形態の１つを示
す模式図である。
【図１１】本発明に係る設備のための利用装置の様々な可能な例示的実施形態の１つを示
す模式図である。
【図１２】本発明に係る設備のための利用装置の様々な可能な例示的実施形態の１つを示
す模式図である。
【図１３】駆動装置が燃焼機関として実現される最大負荷エネルギー装置駆動装置の一実
施形態を示す模式図である。
【図１４】駆動装置が燃焼機関として実現される最大負荷エネルギー装置駆動装置の別の
実施形態を示す模式図である。
【図１５】駆動装置が複合ガス／蒸気タービンとして実現される最大負荷エネルギー装置
の駆動装置を示す模式図である。
【発明を実施するための形態】
【００７７】
　下記で論じる実施例は本発明の改良された説明を提供するが、本明細書で開示される特
徴に本発明を制限することには適さない。
【００７８】
　図１は、炭化水素および他の生成物Ｍ６０ならびに／または液体燃料および／もしくは
ガス燃料Ｍ６１（化学エネルギー）を与えるために、炭素質物質Ｍ１０の熱化学的利用の
ための利用装置Ａを有し、炭素質物質を利用して、排出のないエネルギーならびに／また
は炭化水素および他の生成物を生成するための、ならびに電気エネルギーおよび／もしく
は機械的エネルギーＥ１の生成のための本発明に係る設備Ｚの可能な実施形態を模式的に
示す。
【００７９】
　利用装置Ａは供給装置ＡＨを含み、その中で、利用されるべき未処理の炭素質出発物質
Ｍ１０は炭素質出発物質Ｍ１１に進む。出発物質Ｍ１０の種類によって、残留物Ｍ１７、
例えば、金属は、さらに利用され得るということを被り得る。
【００８０】
　処理した炭素質出発物質Ｍ１１に加えて、他の化学エネルギー源は、例えば、特に合理
的に利用できない化学工業または石油産業由来のメタンもしくは他の副産物を利用するこ
とができる。
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【００８１】
　利用装置Ａの最も重要なものは利用ユニットＡＢであり、その中の第１の処理過程Ｐ１
の第１のサブユニットＡＣにおいて、処理した炭素質物質Ｍ１１を供給し、熱分解すると
、熱分解コークスＭ２１および熱分解ガスＭ２２が生じる。第２の処理過程Ｐ２の第２の
サブユニットＡＤにおいて、第１の処理過程由来の熱分解コークスＭ２１を気化させると
、合成ガスＭ２４が生じ、スラグおよび他の残留物Ｍ９０が残る。第３の処理過程Ｐ３の
第３のサブユニットＡＥにおいて、第２の処理過程由来の合成ガスＭ２４を、炭化水素ベ
ースの固体、液体、および／またはガス状の生成物Ｍ６０、Ｍ６１に変換する。全３つの
処理過程を、圧力をかけて密閉し、実質的に閉じられたサイクルを形成させる。
【００８２】
　本発明に係る利用工程で生じる熱エネルギーは、蒸気Ｍ５２の形態で、第１の利用ユニ
ットＡＢから集めることができ、適切な駆動装置、例えば、蒸気タービン（図示せず）に
よって電気的および／または機械的エネルギーＥ１を生成するために、エネルギーユニッ
トＡＦで使用することができる。駆動装置を動作させるために、例えば、窒素などの圧縮
可能な媒体の加熱も可能であり、都合がよい。利用ユニットＡＢの一定の動作中に、この
ように、特定のベース出力を発生させることができる。エネルギーユニットＡＦは本発明
に係る設備の任意の構成要素である。
【００８３】
　放出ユニットＡＧは、蓄積灰および他の固体残留物Ｍ９０を放出し、処理するために用
いられる。
【００８４】
　本発明に係る設備は、燃料として利用装置Ａの炭素生成物Ｍ６１を利用して、電気およ
び／もしくは機械的エネルギーＥ２、または熱エネルギーＥ４の排出のない生成のための
エネルギー装置Ｃをさらに含むことができる。得られる酸化ガスＭ２７は利用装置Ａに戻
されるので、排出が起こらない。
【００８５】
　エネルギー装置Ｃは、建物を加熱する熱エネルギーＥ４の生成のための加熱装置として
設計することができる。あるいは、このエネルギー装置は、電気エネルギーＥ２の生成の
ための発電所装置として設計することができる。
【００８６】
　利用装置Ａおよびエネルギー装置Ｃの間に、有利に、燃料および酸化ガスの輸送および
一時的な貯蔵のための装置Ｂを挿入することができる。このような装置Ｂは、エネルギー
装置Ｃで使用される燃料Ｍ６１を処理するための手段も含み得る。
【００８７】
　合成処理過程Ｐ３で生成される炭化水素含有燃料Ｍ６１は、装置Ｂのタンクまたは圧力
貯蔵容器（図示せず）で一時的に貯蔵される。これらの貯蔵容器から燃料Ｍ６１を必要に
応じて集め、適切な駆動装置を用いて、エネルギー装置Ｃ内で電気的および／または機械
的エネルギーＥ２に変換する。これは、例えば、熱機関または燃料電池装置によって起こ
り得る。エネルギー装置Ｃの二酸化炭素含有残留ガスＭ２６を、利用ユニットＡＢに戻し
て再循環させる。必要なら、一時保管容器を設けることができる。
【００８８】
　エネルギー装置Ｃは、本発明に係る設備Ｚによって生産されるエネルギー出力を、現在
必要な需要に非常に短時間で適応させることができるという利点を提供する。この場合、
化学燃料Ｍ６１は、一時的なエネルギー貯蔵として機能を果たす。その後、消費電力のピ
ークの間、例えば、適切に設計された駆動装置、例えば、燃料Ｍ６１で動作するガスター
ビンおよび／または蒸気タービンを、非常に迅速に動作させ、電気的および／または機械
的エネルギーを生成することができる。設備Ｚの最大出力は、化学燃料Ｍ６１のエネルギ
ー貯蔵容量により、短時間で設備Ｚの熱ベース出力を上回り得る。
【００８９】
　エネルギー装置Ｃ内で、利用装置Ａによって供給される燃料に加えて、さらなる追加燃
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料Ｍ１４を使用することができる。
【００９０】
　エネルギー装置Ｃは、同時に利用装置Ａと共に設置することができる。あるいは、図２
に示すとおり、本発明に係る設備Ｚ内で、エネルギー装置Ｃを利用装置Ａと空間的に分離
して配置することも可能である。燃料Ｍ６１および酸化ガスＭ２７は、例えば、鉄道、船
、またはパイプラインによって輸送することでき、この場合、輸送装置（タンク車、船の
貯蔵タンク、パイプライン）は、同時に一時貯蔵ＢＡ、ＢＢとしても機能する。この場合
、装置ＡとＣの間の物質輸送のシステム全体は、燃料および酸化ガスの輸送および一時貯
蔵のための装置Ｂの一部と見られるべきである。
【００９１】
　長距離にわたる燃料Ｍ６１の形態の化学エネルギーの輸送は、電気エネルギーの伝送よ
りも実質的に効率的であるので、本発明に係る設備Ｚの最大負荷エネルギー装置Ｃの場所
は、対応する需要が起こる場所であるように選択することができる一方で、利用装置Ａを
、炭素質出発物質Ｍ１０が存在する場所に有利に構築する。
【００９２】
　本発明に係る設備は、外部化学エネルギーの生成および供給のための装置Ｄをさらに含
むことができる。例えば、水素Ｍ３２を生産し、外部化学エネルギーの供給源として供給
することができる。本発明に係る設備Ｚのこのような可能な実施形態を、図６の説明の中
で詳細に扱う。
【００９３】
　本発明に係る設備Ｚの利用装置Ａの可能な実施形態を、図３に模式的に示す。示した装
置Ａは、炭素質出発物質Ｍ１１を利用する利用ユニットＡＢ、および電気的および／また
は機械的エネルギーの基本的に一定の基準量Ｅ１を生み出すためのエネルギーユニットＡ
Ｆを含む。
【００９４】
　利用ユニットＡＢの構造は、基本的に、図９を参照して後に説明する例示的な利用ユニ
ットに相当する。ベース負荷のエネルギーユニットＡＦはブロックとしてのみ描かれる。
可能な実施形態を図３Ａで説明する。
【００９５】
　熱交換器／加熱器Ａ４４の中で、同時に、第２の処理過程Ｐ２由来の熱い合成ガスＭ２
４を、第３の合成処理過程Ｐ３の温度まで冷却し、加熱蒸気Ｍ５２をより冷たい蒸気Ｍ５
１から生成する（約５５０～６００℃／５０バール）。必要に応じて、それに続くさらな
る熱交換器が合成ガス蒸気をさらに冷却することができる。加熱蒸気Ｍ５２をエネルギー
ユニットＡＦに入れ、そこで電気的および／または機械的エネルギーＥ１の生成に利用す
る。残留蒸気凝縮物Ｍ４１を利用ユニットＡＢに戻るように導き、第３処理過程Ｐ３にお
いて蒸気Ｍ５１に変換し、その後、この蒸気Ｍ５１を、熱交換器／加熱器Ａ４４において
、再び加熱蒸気Ｍ５２に変換する。
【００９６】
　図３ＡのエネルギーユニットＡＦの例示的な実施形態は、蒸気タービンＡ６２の形態で
、駆動装置Ａ６１、または加熱蒸気Ｍ５２で動作することができる機械エネルギーの生成
のための別の熱機関、および電気エネルギーＥ１を生成する与えられた例の中の発電装置
Ａ６４を含む。蒸気タービンＡ６２の拡大後、排気Ｍ５３をコンデンサー／エコノマイザ
ーＡ６３で凝縮し、廃熱を、適切に設計した冷却サイクルＡ６５を経由して放出する。
【００９７】
　得られた凝縮物Ｍ４１は、好ましくは、６０～７０℃の温度であるので、利用装置ＡＢ
の次のボイラー過程Ａ３２の水は、あまり加熱する必要はない。同時に、この水は、ポン
プＡ６６のキャビテーションを避けるために、高温であるべきではない。凝縮物Ｍ４１を
、ポンプＡ６６によって、一時貯蔵庫（図示せず）から処理過程Ｐ３の熱交換器／ボイラ
ーＡ３２に輸送し、合成過程Ｐ３の同時冷却と共に、今度は、蒸気Ｍ５１へと蒸発させる
（約２５０～３００℃／２０バール）。まず第１に、加熱器Ａ４４に入る前に残りの水を
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分離し、第２に、利用ユニットＡＢにおいて、工程蒸気Ｍ５０を様々な目的で得ることが
できる貯蔵庫を形成するために、蒸気Ｍ５１を蒸気ドーム（図示せず）で貯蔵する。工程
蒸気Ｍ５０のサイクルおよび消費の損失を、凝縮物貯蔵庫（図示せず）に新たに水を供給
することによって代償する。
【００９８】
　別の変形において、高圧過程の下流の蒸気タービンＡ６２の中で、一部の蒸気は、図３
Ａにて破線矢印で示す工程蒸気Ｍ５０として抽出することができる。このように、大量の
蒸気Ｍ５２をエネルギー生成に利用することができ、その後に、必要な工程蒸気のみを提
供する。
【００９９】
　例えば、熱交換器Ａ４５、Ａ１７などの工程蒸気を消費するものからの排気は、同様に
凝縮されたＭ４１であり、給水Ｍ４０に再循環させることができ、可能な限り閉じている
エネルギーサイクルをもたらす。
【０１００】
　熱い蒸気でエネルギーユニットＡＦを動作させる代わりに、エネルギーユニットＡＦの
熱機関を動作させるためにこの熱いガスを続いて用いることにとって、例えば、窒素など
の、この利用ユニットの熱交換器Ａ３２、Ａ４４中の圧縮媒体中で加熱することも可能で
ある。より活動的な熱い蒸気の代わりに不活性ガスを使用することは、とりわけ、設備構
成要素の腐食損傷を低下させる利点を有する。
【０１０１】
　それに応じて、利用装置Ａにおいて、この蒸気サイクルは、装置Ａのできるだけ高い効
率を達成するために、様々な熱交換器を介して異なる方法で行うこともできる。
【０１０２】
　例えば、図３で開示するベース負荷エネルギーユニットＡＦのみを有する本発明に係る
設備において、合成過程Ｐ３で生じる生成物は、化石燃料を用いて動作させることができ
る従来のエネルギー装置Ｃ、例えば、最大負荷をカバーするために使用することができる
ディーゼル発電機またはガスタービン発電機のための燃料Ｍ６１として使用することがで
きる。この場合の化学燃料Ｍ６１は、平衡状態で実行される基本システムＡＢ、ＡＦとは
独立して、短時間で非常に高い生産力を達成するのに役立つ。したがって、非常に短期間
に、例えば、１００％一定のベース負荷生産Ｐｃ２の本発明に係る設備Ｚの総出力電力を
、例えば、６００％の最大負荷生産Ｐｅ２まで増加させることができる。
【０１０３】
　あるいは、生成物Ｍ６０を、例えば、燃料を生産するための他の方法で、または化学工
業の反応物として使用することもできる。
【０１０４】
　本発明に係るこのような設備は、従来の装置に比べて、とりわけ、３過程の工程内の閉
じた物質の流れにより、燃焼排ガスを浄化する排ガスフィルターおよび触媒装置を利用ユ
ニットＡＢの中で省くことができる。これは、このような装置の構成要素の数の低下をも
たらし、それによってより低い投資コストおよび運用コストをもたらす。
【０１０５】
　さらに、フィルターシステム、スタックなどは必要ないので、このような利用ユニット
のスペース要件も低く、物質の流れの体積は高圧のおかげでより低い。
【０１０６】
　本発明に係る設備Ｚの特定の有利な実施形態において、図４に模式的に開示されるとお
り、利用装置Ａの燃料Ｍ６１で動作させることができる最大負荷Ｅ２をカバーするエネル
ギー装置Ｃを提供する。エネルギー装置Ｃを、エネルギー生成の間に蓄積する二酸化炭素
を利用装置Ａのサイクルの中に戻し導くことにより、排出の起こらない方法で設計する。
【０１０７】
　燃料Ｍ６１を、需要ピークを埋めるために、輸送／貯蔵装置Ｂの一時貯蔵庫ＢＡ、例え
ば、タンクシステムまたは圧力貯蔵容器から有利に得る。エネルギー装置Ｂから生じる二
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酸化炭素含有残留ガスＭ２６を、一時貯蔵庫ＢＢの中に収集し、貯蔵することもできる。
【０１０８】
　エネルギー装置Ｃの可能な実施形態を図４Ａに示す。駆動装置Ｃ１１は、利用ユニット
ＡＢの合成過程Ｐ３由来の化学エネルギー源Ｍ６１によって電気的および／または機械的
エネルギーＥ２を生成する。前記駆動装置Ｃ１１は、例えば、燃料Ｍ６１の二酸化炭素へ
の酸化の間に生じる熱を、例えば、発電機設備（図示せず）を動作させるための機械的な
仕事に変換する熱機関であり得るか、または酸化反応を発電Ｅ２に直接使用する燃料電池
装置であり得る。
【０１０９】
　このような駆動装置Ｃ１１は閉サイクルを含み、すなわち、この装置は、大気中に排出
しない。機械的な仕事の実行中に生じる酸化ガスＭ２７は、基本的に二酸化炭素のみを、
該当する場合は水も含み、後処理し（Ｃ１２）、圧縮され（Ｃ１３）、残っている残留ガ
スＭ２６は、利用装置ＡＢのサイクルにフィードバックされる。
【０１１０】
　利用装置Ａおよび最大負荷エネルギー設備Ｃを同時に位置付ける場合、残留ガスＭ２６
は直接フィードバックされ得る。有利な変形において、一時貯蔵ＢＢを図４に示すとおり
に提供する。すでに上記に記載したように、本発明に係る設備Ｚのエネルギー装置Ｃを利
用装置Ａから分離して配置することができる。
【０１１１】
　熱エネルギーまたは電気的エネルギーを生成する酸化反応は、空気の代わりに純酸素Ｍ
３１を用いて駆動装置Ｃ１１で起こる。空気の代わりに酸素Ｍ３１を使用することは、ま
ず第１に、高温の熱化学的反応中の大気窒素の不在により、窒素酸化物の形成を避ける；
しかし、特に、基本的に、二酸化炭素および水蒸気のみが、生じる酸化ガスＭ２７に残る
。反応の化学量論に応じて、生じるガスは一酸化炭素および未反応の燃料の特定分画も含
み得る。同様に、これらは、利用装置Ａのサイクルに問題なく供給することができる。
【０１１２】
　エネルギーを生成する酸化反応の反応生成物Ｍ２７は、基本的にはガス状である。次に
、対応する酸化ガス混合物を、その体積を減らすために圧縮する（Ｃ１３）。熱交換器Ｃ
１２を用いて、酸化ガス混合物Ｍ２７を圧縮の上流および／または下流で冷却することが
できる。水Ｍ４１を凝縮して、分離することによって、二酸化炭素のみが、該当する場合
は、一酸化炭素および未処理の燃料の分画を有する残留ガスＭ２６に残る。次に、残留ガ
スＭ２６を装置Ａの利用ユニットＡＢの第１の処理過程Ｐ１に供給し、物質の閉サイクル
が生じる。もう１つの方法として、残留ガスＭ２６を、図４の破線矢印で示す第２の処理
過程Ｐ２、または第３の処理過程Ｐ３にも供給することができる。
【０１１３】
　したがって、本発明に係る設備Ｚにおいて、液体またはガス状の炭化水素および炭化水
素誘導体を炭素質物質Ｍ１１から生成し、その後、結果として得られる高級な燃料混合物
Ｍ６１を電気エネルギーＥ２に変換する。生産された二酸化炭素をフィードバックし、利
用装置Ａ内で部分的にまたは完全に元の燃料６１に変換する。このように、最大負荷の発
電機装置Ｃの効果的な二酸化炭素排出を非常に大幅に低下させるか、または完全に避ける
ことができる。
【０１１４】
　駆動装置は、さらなる燃料として水素Ｍ３２と組み合わせた操作で、問題なく動作させ
ることもできる。このような場合には、水のみが水素の酸素での酸化において生じるので
、水素分画を、熱交換器／コンデンサーおよびコンプレッサーの下流で生じる残留ガスＭ
２６の量の低下をもたらす。
【０１１５】
　エネルギー装置の適切な駆動装置のさらなる可能な実施形態を、図１３～１５で後に説
明する。
【０１１６】
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　本発明に係る設備Ｚの別の有利な実施形態を図５に示す。これは、利用ユニットＡＢに
加えて、ベース負荷エネルギーユニットＡＦと最大負荷エネルギー装置Ｃの両方を含む。
【０１１７】
　本発明に係る利用工程のさらなる有利な変形において、化学エネルギーを分子水素の形
態で、比較的多量にこの工程に導入する。本発明に係る設備Ｚのこのような実施形態を、
例えば、図６（ａ）に模式的に示す。利用装置Ａは、すでに上記に記載したとおり、炭素
質出発物質Ｍ１０の形態の物質を受け取る。二酸化炭素Ｍ３３は、同様に、炭素源として
適切である。示した実施形態で用いられる主要なエネルギー源は、主に、分子水素Ｍ３２
の化学エネルギーである。一方では、水素は、出発物質の削減に役立ち、第２に、酸素で
の酸化は熱エネルギーの供給をもたらす。
【０１１８】
　分子水素Ｍ３２は電気分解によって水から生産することができ、酸素分子Ｍ３１も蓄積
する。この方法で、電気エネルギーＥ１を化学エネルギーに変換することができる。しか
し、このガス状の分子水素は、液体燃料やガス状の炭化水素に比べて、かなり低いエネル
ギー密度を有し、その結果として、それ自体を乗り物の推進剤として使用することは、未
だ確立することができていない。
【０１１９】
　本発明に係る利用工程において、水素の化学エネルギーを、高価な炭化水素および他の
生成物の形態で化学エネルギーに効率的に変換することができる。有利に、生じる化学エ
ネルギーの全てをこの工程に導入するために、それぞれ、電気分解の間に生じる酸素Ｍ３
１も用いるか、または最大の電気エネルギーを電気分解に加える。
【０１２０】
　示した例において、装置Ｄは、分子水素Ｍ３２および分子酸素Ｍ３１を提供する。電気
分解反応の電気エネルギーＥ３は、好ましくは、再生エネルギー源（風力、太陽エネルギ
ー、水力など）に由来する。これは、風力装置ＤＡおよび太陽エネルギー装置ＤＢの特有
の欠点が、すなわち、必ずしも保証されない外的要因への依存による、循環型エネルギー
生成を克服することができるという大きな利点を有する。これは、生成された電気エネル
ギーの、相応して低い達成可能な市場価格につながる。対照的に、化学エネルギー（分子
水素Ｍ３２および分子酸素Ｍ３１）への変換によって、生成したエネルギー出力を一時的
に蓄えることができる。次に、例えば、より高いエネルギー密度、または他の高価な生成
物を有する、より容易に管理できる液体燃料を生成するために、水素、および可能であれ
ば酸素も、本発明に係る工程で利用する。
【０１２１】
　装置Ｄのエネルギー生成ユニットＤＡ、ＤＢのエネルギーを、電流の形態で、利用装置
Ａの場所に位置する電気分解ユニットＤＣに輸送し、次に、その中で水素Ｍ３２および酸
素Ｍ３１を局所的に生成する。例えば、本発明に係る設備Ｚのエネルギー装置Ｃにおいて
、酸素の一部は必要なく、他の方法で利用することができる。例えば、圧力タンクの形態
の一時貯蔵ＤＥ、ＤＦは、エネルギー生成ユニットＤＡ、ＤＢの変動するエネルギー生成
を補償するために緩衝液として働く。
【０１２２】
　すでに上記で説明したとおり、利用装置Ａは、高価な炭化水素および他の合成生成物Ｍ
６０、場合によっては、エネルギーＥ１を生産する。残留物Ｍ９０を、このシステムから
連続的に除去する。同様に、水を、例えば、凝縮Ｍ４１によりこのシステムから容易に除
去することができる。示した例示的な実施形態において、酸素が利用できない場合、水が
主に酸化剤およびガス化剤として働く。水Ｍ４１をこのシステムから除去するが、酸素の
シンクとしても働く。これは、主に、このシステムが炭素源として大量の二酸化炭素Ｍ３
３を利用する時に関連する。
【０１２３】
　図６（ａ）に示す組み合わせにおいて、本発明に係る利用工程は、比較的低エネルギー
の炭素源から高価な、高エネルギー炭化水素生成物Ｍ６０を生産することもできる。極端
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な場合には、この工程を、原則的に、炭素源として独占的に純粋な二酸化炭素を用いて実
行することができる。供給された電気エネルギーは、直接的にまたは間接的に（風力、水
力）太陽に由来するので、主な観点から見て、人工光合成、すなわち二酸化炭素、水およ
び太陽光から炭素化合物の生成が生じる。
【０１２４】
　エネルギー装置Ｃとの利用装置Ａの組み合わせは許容できる。
【０１２５】
　再生エネルギーの位置が遠く離れている場合、電流の代わりに、局所的に生産された水
素Ｍ３２を利用装置に輸送することはより効率的であり得る。このような変形を、例えば
、図６（ｂ）に示す。エネルギーＥ３を、遠く離れているエネルギー生成ユニットＤＡ、
ＤＢで生成し、次に、そこから、分子水素Ｍ３２を電気分解ユニットＤＣで生産する。こ
の分子水素を一時貯蔵庫ＤＥで貯蔵し、適切な輸送手段ＤＧで利用装置Ａに導入する。化
学工業の副産物として生産された水素は、さらなる分子水素Ｍ３２の供給源として役立ち
得る。
【０１２６】
　炭素質燃料で動作する従来の発電所と比べて、本発明に係る設備Ｚのパワースペクトル
の違いを、図７（ａ）～（ｄ）でより詳細に説明する。
【０１２７】
　図７（ａ）は、従来の火力発電所の電力プロファイルを模式的に示す。縦軸は電力Ｐを
、横軸は時間ｔを示す。この発電所は、追加された熱容量Ｐａ、すなわち、化学エネルギ
ーとして燃料中に含まれる熱エネルギーまたは熱力、および効果的な熱電力Ｐｂ、すなわ
ち、時間単位あたりの電気的もしくは機械的エネルギーに効果的に変換できる熱エネルギ
ーを有する。従来の電力網内の電力Ｐｅの需要は、１日の間だけでなく、１週間の間に変
化する。最大負荷も発電所でカバーできるようにするために、ベース負荷Ｐｃに加えて、
このような発電所装置の全体的な公称出力は、最大負荷に向けなければならない。これは
、必要とされる最高性能により、この装置の寸法は、平均総電力に基づいて、実際必要な
寸法よりも大きいことを意味する。
【０１２８】
　エネルギー生成のための本発明に係る設備において、対照的に、これは必ずしも必要で
はない。例えば、図１に示すとおり、このような設備Ｚは、利用装置Ａにおいて、炭素質
物質Ｍ１０、Ｍ１１の形態で供給される化学エネルギーの一定部分を、蒸気の形態の熱エ
ネルギーに変換し、次に、例えば、ベース負荷エネルギーユニットＡＦの蒸気タービンを
用いて電気エネルギーに変換される。炭素質物質Ｍ１０、Ｍ１１の形態で供給される化学
エネルギーのさらなる分画を、利用ユニットＡＢの合成過程Ｐ３において、高価な炭素質
燃料Ｍ６１、例えば、ディーゼル様製品またはプロパンなどのガス状生成物の形態で、一
定の生産力Ｐｇで化学エネルギーに変換する。これらの燃料を、任意の望ましい量でＢＡ
にて貯蔵することができ、かつ／または図２に示すとおり、短いかまたはより長い距離に
わたって輸送することができる。
【０１２９】
　図７（ｄ）は、１週間にわたる、本発明に係る設備の総出力Ｐｅのプロファイルを模式
的に示す。仕事日の最大負荷需要の期間中に、最大負荷エネルギー装置Ｃは化学燃料Ｍ６
１から電気エネルギーを生成し、次に、相応に高い価格で、エネルギー網に供給され得る
。この場合、化学燃料Ｍ６１の需要は、利用装置Ａの生産力Ｐｇを実質的に上回り、（－
）で示される。この平均を上回る消費は、燃料貯蔵庫ＢＡから取りだされる。夜および週
末の間、需要は大幅に低下し、生産力Ｐｇは需要Ｐｅを上回り、（＋）で示される。結果
として、燃料貯蔵庫ＢＡは再び満たされる。
【０１３０】
　ベース負荷期間中に、図７（ｄ）に示すとおり、エネルギー装置Ｃを最小電力レベルに
落として実行させることができるか、またはエネルギー装置Ｃを完全にシャットダウンす
ることにより、ベース負荷Ｐｃはベース負荷エネルギーユニットＡＦによって完全にカバ
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ーされる。
【０１３１】
　従って、本発明に係る設備は、従来の発電所において、電気的および／または機械的エ
ネルギーにすぐに変換されなければならないので、一定の有効電力Ｐｄの一部Ｐｆのみが
熱電力の形態で生じるという実質的利点を有する。この一部Ｐｆを、ベース負荷最低値Ｐ

ｃ用の電力を送るために用いることができる。他方で、有効電力Ｐｄの別の一部Ｐｇを、
燃料Ｍ６１の形態で貯蔵庫ＢＡにて一時的に貯蔵する。次に、ベース負荷エネルギーユニ
ットＡＦの熱電力を上回る需要（Ｐｅ－Ｐｆ）は、最大負荷エネルギー装置Ｃによって燃
料貯蔵庫ＢＡからカバーされ得る。これは、ベース負荷エネルギーユニットＡＦの熱電力
Ｐｆで構成される有効電力Ｐｄおよび利用ユニットＡＢの合成過程Ｐ３の生産力が、図７
（ｂ）に示すような平均重要の平均値に対応する方法で、本発明に係る設備を設計するこ
とを可能にする。結果として、従来の発電所装置の熱電力Ｐｂと同じくらい効果的な熱電
力Ｐｄを有する本発明に係る設備において、比較的高いベース負荷電力Ｐｃ１およびより
高い最大負荷電力が達成され、最大電力は、短時間、効果的な熱電力Ｐｄをかなり上回り
得る。
【０１３２】
　他の方法のラウンドを考慮して、所定の需要プロファイルをカバーすることができるよ
うにするために、本発明に係る設備Ｚを、例えば、匹敵する従来の発電所の熱電力の７５
％または５０％でかなり小さく設定された熱電力を有するように設計することができる。
これは、かかり低い資本コストをもたらす。
【０１３３】
　本発明に係る設備Ｚを、熱エネルギーから直接生成される電力Ｐｆが、燃料Ｍ６１から
生成される電力Ｐｇのために低下する方法で設計し、最適化することができる。このよう
な変形を図７（ｃ）に示す。本発明に係るこのような設備は、低下したベース負荷の最小
値ＰＣ２をカバーするが、かなり高いエネルギー量を貯蔵することができる。対応する貯
蔵エネルギーは、最終的に、最大負荷電力Ｐｅ２を生成するために用いることができ、次
に、より高い価格で売ることができる。
【０１３４】
　状況に応じで、エネルギーＡＦのベース負荷電力が最小であり、任意に、この設備の内
部エネルギー需要のみをカバーするのに十分であり得る程度まで、最大負荷エネルギーの
柔軟な生成に関して、本発明に係る設備を最適化することが可能である。
【０１３５】
　利用工程および利用装置
　本発明に係る工程および本発明に係る設備をそれぞれ用いる、炭素質固体の熱化学的利
用のための装置Ａの構造の第１の可能な変形を、図８に模式的に示す。本発明に係る設備
Ｚの利用装置Ａは、本発明に係る工程の３つの処理過程Ｐ１、Ｐ２、Ｐ３を実行するため
の３つのサブユニットＡＣ、ＡＤ、ＡＥを備える利用ユニットＡＢを含み、それらが閉じ
た循環ガス流を可能にする方法で、閉サイクルを形成するために接続される。処理ユニッ
トＡＨの中に、この工程のために処理された炭素質物質Ｍ１１を提供するためのサイロＡ
９１のみを示す。他方で、放出ユニットＡＧの中に、スラグ貯蔵所Ａ９２のみを示す。利
用装置Ａは、エネルギーユニット（図示せず）を含むことができ、または含まなくてもよ
い。これは、利用工程の機能性と関連しない。
【０１３６】
　利用ユニットＡＢの３つのサブユニットＡＣ、ＡＤ、ＡＥを、それらが閉じた循環ガス
流を可能にする方法で閉サイクルに接続する。第１の処理過程Ｐ１（熱分解過程）、およ
び第１のサブユニットＡＣそれぞれにおいて、炭素質出発物質Ｍ１１を圧力下で熱分解し
、それによって、熱分解コークスＭ２１および熱分解ガスＭ２２を形成させる。第２の処
理過程Ｐ２において（ガス化過程）、および第２のサブユニットＡＤそれぞれにおいて、
熱分解コークスＭ２１を気化して、合成ガスＭ２４を形成させ、最終的に、第３の処理過
程Ｐ３（合成過程）および第３のサブユニットＡＥそれぞれにおいて反応させ、炭化水素
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および／または固体、液体もしくはガス状の生成物Ｍ６０を形成させる。
【０１３７】
　処理される炭素質出発物質Ｍ１１を、第１処理過程Ｐ１により供給装置ＡＨ、Ｐ６から
連続してこのサイクルに供給する。同時に、合成ガスＭ２４から生成される生成物Ｍ６０
、Ｍ６１を、第３の処理過程Ｐ３から連続して取り除く。様々な残留物Ｍ９１、Ｍ９２、
Ｍ９３をこのサイクルから継続的に除去する。
【０１３８】
　非常に多数の炭素質物質、特に、廃棄物、バイオマス、石炭、または例えば、汚染土壌
などの他の不均一物質、例えば、埋立地からの以前に堆積した廃棄物も、本発明に係る利
用工程の出発物質Ｍ１１として使用することができる。これは、環境に優しく、費用効率
の高い開放型埋立地の除去を可能にする。オイルシェール、オイルサンドまたはオイルス
ラッジなどの、利用することが難しい固体－液化石油含有物質も、本発明に係る工程に利
用することができる。特に利用できず、燃やさなければならないかもしれない化学工業ま
たは石油産業のガス状の炭素質副産物も、添加物Ｍ１２として使用することができる。
【０１３９】
　出発物質の発熱量、炭素含有量、水分含有量、ならびに、金属、ガラスおよびセラミッ
クなどの不燃性残留物の含有量は非常に変化し得る。この目的のために、出発物質を特定
の利用装置に適するピースサイズに粉砕することができ、好ましいピースサイズは、物質
の一貫性および第１の圧力反応器の特定の設計から、ならびに反応器の内部輸送システム
それぞれに起因する。移動火格子を用いる処理では、例えば、約５～１０ｃｍのピースサ
イズが非常に適する。
【０１４０】
　第１の処理過程Ｐ１は、示した例において第１の圧力反応器Ａ１３を含み、その中で、
炭素質出発物質Ｍ１１の熱分解が圧力下で起こる。出発物質Ｍ１１を、適切な圧力ロック
Ａ１１により加圧された熱分解反応器Ａ１３の中に運ぶ。示した実施形態において、熱分
解反応器Ａ１３は水平圧力体Ａ１４からなり、その中で、熱分解中に、塊の多い物質の水
平輸送が模式的に示される移動火格子Ａ１５により反応器にそって進み、火格子板は行き
来する。処理されるべき出発物質の連続的な前進に適する任意の他の輸送装置、例えば、
ローラー火格子、チェーンコンベヤ、コンベヤスクリューなどは、同様に使用することが
できる。ロータリーキルン炉も使用することができる。
【０１４１】
　熱分解反応器Ａ１３において、この物質を、約３００～８００℃の温度、１～６０バー
ルの圧力で、圧力反応器Ａ１３を通して連続的に輸送し、この過程中、酸素非存在下で熱
分解する。とりわけ、熱分解反応の維持に加えて、第１に、温度によるガスの膨張、およ
び第２に、熱分解ガスの新生産のおかげで、所望の作動圧力が維持される方法で温度を選
択する。熱分解の間、４５０℃の最低温度が遊離酸素化合物の連続的で完全な反応を確実
にする。５００～６００℃の動作温度および５～２５バールの間の動作圧が特に良く適す
る。
【０１４２】
　熱分解反応に必要な熱エネルギーを、初めに、第２の反応器Ａ２１からの熱いフィード
バックガス流Ｍ２４ｂに由来し、これは、本明細書の下記でさらに考慮される。さらに、
工程蒸気Ｍ５０は、第１の反応器の動作温度を維持するのに役立つ。例えば、熱交換器ま
たは外部熱などの外部熱供給が同様に存在し得る。後者は、低温状態からの利用装置Ａの
始動の間にも都合がよい。
【０１４３】
　第３の処理過程（合成過程）Ｐ３からのリサイクルガスＭ２５を、コンプレッサーＡ４
２通過後に、第１の圧力反応器Ａ１３に供給する。リサイクルガスＭ２５は、主に、二酸
化炭素および水蒸気、合成過程で反応しなかった一酸化炭素および水素、ならびに低分子
量炭化水素の残留物も含む。この工程を制御可能にするために、高発熱量を有するさらな
る炭素を、例えば、石炭または重油の形態で反応器Ａ１３に導入することができる。これ
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らの添加物Ｍ１２を、すでに前もって出発物質Ｍ１１に加えるか、または反応器Ａ１３に
別々に導入することができる。粘性添加物Ｍ１２の固体出発物質Ｍ１１との混合は、反応
器内の粘着性物質の輸送を促進する。さらに、液体添加物Ｍ１２は、熱分解ガスの量を増
加させ、それによって動作圧を高める。
【０１４４】
　第１の処理過程Ｐ１の熱分解において、基本的に固体炭素および無機残留物からなる熱
分解コークスＭ２１が形成する。熱分解コークスＭ２１を、圧力反応器Ａ１３の端から排
出する。熱分解中に形成する熱分解ガスＭ２２は、ガス状物質だけでなく、室温で固体お
よび液体である物質も含む。熱分解ガスＭ２２の組成は、出発物質に大きく依存し、汚染
物質も含み得る。
【０１４５】
　熱分解コークスＭ２１を、圧力下で、第２の処理過程Ｐ２の圧力反応器Ａ２１に輸送す
る。例えば、閉じた搬送スクリューも適する。圧力ロックも提供することができる。同様
に、熱分解ガスＭ２２を、別々の輸送管により第２の圧力反応器Ａ２１に輸送する。この
輸送管に配置したコンプレッサーＡ４１は、熱分解ガスを、より高い動作圧にある第２の
圧力反応器Ａ２１に運ぶ。
【０１４６】
　第２の処理過程Ｐ２において、動作温度は６００～１６００℃である。この第２の処理
過程において、次に、反応Ｉ、ＩＩおよびＩＩＩに従って、熱分解コークスＭ２１中の固
体炭素を、ガス化剤として二酸化炭素、必要なら、酸素および／または蒸気を用いて気化
させ、一酸化炭素および水素を形成させる。
【０１４７】
　二酸化炭素は主にリサイクルガスＭ２５に由来する。さらなる二酸化炭素Ｍ３３もこの
サイクルに供給することができる。水蒸気は、主に、出発物質Ｍ１１の残留水分からなる
。工程蒸気Ｍ５０も供給することができる。
【０１４８】
　これらの吸熱分解反応の過程の間に必要な熱エネルギーは、例えば、第２の圧力反応器
Ａ２１を通過した酸素Ｍ３１での固体炭素（反応ＩＩＩ）の部分酸化に由来する。発熱水
性ガスシフト反応ＩＶもそれに寄与し得る。
【０１４９】
　利用装置Ａを始動するため、およびこの工程を制御するために、例えば、コークス、油
または石油ガスなどの追加燃料Ｍ１３を第２の反応器Ａ２１へ供給すること、かつ／また
は一時的に発熱を増加させるために酸素供給を増加させることは必要であり得る。
【０１５０】
　第３の処理過程Ｐ３における後の合成に重要である一酸化炭素および水素の間の比は、
水性ガスシフト反応ＩＶによって与えられ、工程蒸気Ｍ５０を加えることによって右側に
向かう方向に影響を与えることができる。しかし、このシステムにおける水の総量をでき
るだけ低く保つこと、および、代わりに、第３の処理過程に追加水素Ｍ３２を直接導入す
ることは都合がよい。
【０１５１】
　利用ユニットＡＢの示した例において、同様に、第２の処理過程は圧力体Ａ２２を含み
、その中で、熱分解コークスは移動火格子Ａ２３により反応器Ａ２１内に輸送される。再
び、他の輸送システムも、第１の圧力反応器Ａ１３についてすでに説明したとおり可能で
ある。これは、熱分解コークスを第２の処理過程でさらなる調製なしに処理することがで
きるという利点を有する。
【０１５２】
　原則として、もう一つの方法として、第２の反応器を別に設計することができる。例え
ば、熱分解コークスを前もって粉砕するか、または製粉することができ、次に、流体流も
しくは噴流の中でコークスのガス化を可能にする。しかし、この変形は、反応器内での粒
子の保持時間がより短いという欠点を有し、より均質な物質の供給および調製を必要とす
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る。さらに、このような装置は、ガス流速度および他の工程パラメータのより正確で、よ
り迅速な制御を必要とする。
【０１５３】
　塊の多い熱分解コークスの反応表面は、流体流における同様の可能な反応と比べて比較
的小さいが、圧力反応器の高い質量容量のおかげで、反応器Ａ２１内の比較的長い滞留時
間により補償される。さらなる利点は、より簡単なスケールアップ可能性である。圧力反
応器の簡単な伸長または断面図の拡大により、容量および変換率を、圧力または温度など
の関連する工程パラメータを変化させる必要なく増加させることができる。噴流または流
体流を有する反応器は、対照的に、単純で問題のない方法でスケールアップすることはで
きない。
【０１５４】
　部分酸化に必要な酸素Ｍ３１、および必要なら、工程蒸気Ｍ５０を熱分解コークスによ
って生じる火床に吹き込み、それによって、必要な熱エネルギーを生成し、反応器Ａ２１
を動作温度で保つ。純酸素のかわりに、空気も用いることができるが、不活性大気窒素は
利用装置内を循環しているガス物質の流れを拡大し、再び除去することは難しい。これは
装置の効率をかなり低下させるので、どんな場合でも純酸素が好ましい。さらに、このシ
ステム内に窒素が存在しないことが、窒素酸化物の形成も防ぐ。
【０１５５】
　図８に示す利用装置Ａの例示的な実施形態において、熱分解ガスＭ２２を圧力反応器Ａ
２１内の火床上の気相に吹き込み、一般的な高温で、熱分解ガスＭ２２に含まれる多原子
分子を非常に急速に割り、分解する。それゆえに、第２の処理過程で生じる合成ガスＭ２
４は基本的に有機分子を含まず、第３の処理過程のフィッシャー・トロプシュ合成に用い
ることができる。例えば、ダイオキシンなどの汚染物質も分解される。
【０１５６】
　火床への酸素供給Ｍ３１および圧力反応器への熱分解ガスＭ２２の進入地点を、ダイオ
キシンを形成できない方法で都合よく選択し、これは適切な空間的隔離によって達成する
ことができる。同様に、存在する合成ガスの中に、酸素は存在すべきではない。
【０１５７】
　例えば、木くずもしくはわら、または他の汚染されていないバイオマスなどの問題のな
い出発物質については、前もって、別々の燃焼器の中の酸素で熱分解ガスＭ２２を燃焼さ
せること、および熱エネルギーを供給する目的で、熱い排ガスを同様に火床に通過させる
か、または未燃の排ガスを直接火床に吹き込み、それらも酸化させることも可能である。
【０１５８】
　圧力反応器Ａ２１の終わりに、残留物は、灰および不活性残留物の形態で残り、場合に
よっては、未処理の炭素であり得る。スラッギングが必要な場合、灰融点を下げる添加物
を加えることができる。この目的で、例えば、チョークの粉を出発物質Ｍ１１に加えるこ
とができる。スラッグを、第２の圧力反応器Ａ２１から、利用装置ＡＢの圧力領域の適切
な圧力ロックＡ２８を経て排出する。
【０１５９】
　もう一つの方法として、第２の処理過程を、圧力反応器の端の未反応の熱分解コークス
を再びスタートに輸送し、この反応器を２回通過させることができる方法で設計すること
ができる。これは、圧力反応器のより簡潔な設計を可能にする。
【０１６０】
　合成ガス流Ｍ２４を第２の圧力反応器Ａ２１から排出し、主要部Ｍ２４ａを適切な熱交
換機Ａ４４に通過させ、このガス流を、第３の処理過程Ｐ３におけるフィッシャー・トロ
プシュ合成に適する温度まで冷却すると同時に、例えば、内部工程の目的で工程蒸気Ｍ５
０および／またはエネルギーユニットＡＦ（図示せず）におけるエネルギー生成のための
蒸気Ｍ５２を発生させる。より低い温度により、圧力が低下し、反応Ｉ、ＩＩおよびＩＶ
の平衡がシフトし、その結果、この合成ガス中の二酸化炭素の割合が再び増加する。同様
に、固体炭素Ｍ９４は、グラファイトの形態でガス流から分離することができる。炭素Ｍ
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９４を、出発物質Ｍ１１、Ｍ１２としてこのサイクルに戻して通過させるか、他の方法で
貴重な物質として使用するか、または残留物質としてこのシステムから除去することがで
きる。
【０１６１】
　その後、合成ガス流Ｍ２４ａをサイクロン分離器Ａ４７に通過させ、主に残留コークス
および灰からなるダストＭ９２を分離する。残留ダストＭ９２を、第１圧力反応器Ａ１３
もしくは第２の圧力反応器Ａ２１に戻して通過させることができるか、または処理し、か
つ／または排出する。サイクロン分離器のかわりに、他の適切なガス流精製装置も使用す
ることができる。
【０１６２】
　炭素Ｍ９４を分離しない場合、この炭素はフィッシャー・トロプシュ反応器Ａ３１内の
合成ガス流と共に到達し、そこで、それをフィッシャー・トロプシュ反応の副産物として
生じる炭素と共に分離するか、または濾過することができる。
【０１６３】
　出発物質に応じて、合成ガス中の干渉物質を除去するために、さらなるガス流処理を提
供することができる。特に、その後の合成過程に不都合な残留物を有利に除去する。例え
ば、硫黄化合物は、フィッシャー・トロプシュ合成の触媒毒として機能することができる
。
【０１６４】
　次に、合成ガスＭ２４を、圧力調整器Ａ４８を経て、第３の処理過程Ｐ３の第３の圧力
反応器Ａ３１へ供給し、その中で、フィッシャー・トロプシュ合成を行う。圧力調整器Ａ
４８は、第３の処理過程に望まれる値まで圧力を低下させる。一酸化炭素／水素の所望の
比を設定するために、追加水素Ｍ３２をフィッシャー・トロプシュ反応器Ａ３１に通過さ
せることができる。同様に、必要な固体触媒Ｍ３７を供給する。
【０１６５】
　第３の処理過程のフィッシャー・トロプシュ合成において、不均一系触媒（例えば、鉄
、コバルト、ルテニウム、ニッケルの触媒）の存在下、一酸化炭素と水素は極めて発熱的
に反応し（２５０℃で炭化水素鎖メンバーにつき約１５８ＫＪ／モル）、アルカン、オレ
フィン、アルコール、アルデヒドならびに他の炭化水素の化合物および誘導体を形成する
。副産物はメタンおよび固体炭素であり、同様に、高い発熱反応で生じる。特定の圧力お
よび温度におけるフィッシャー・トロプシュ合成の正確なパラメータは、主として、生産
される生成物によって決まり、本発明に係る整備または本発明に係る工程の基本的な機能
原理に直接関係しない。より高い処理温度は、より短い鎖長および炭素析出の増加をもた
らす傾向にあるが、より高い圧力はより長い鎖長をもたらす。さらに、一酸化炭素、水素
および水の現在の分圧は合成生成物に大きな影響力をもつ。
【０１６６】
　例えば、２１０～２５０℃で動作する低温のフィッシャー・トロプシュ工程はこの合成
処理過程に適し、主に、ディーゼル様生成物およびワックスの形態の長鎖分画を生み出す
。その後、後者は、例えば、水素添加分解によってさらに利用することができる。３２０
～３５０℃の間の温度を有する高温の工程は、順に、メタン、短鎖アルカンおよびアルケ
ンの多量の分画、ならびに軽ガソリンの比較的高い分画も生み出す。低温工程については
、例えば、管束反応器（ｔｕｂｅ－ｂｕｎｄｌｅ ｒｅａｃｔｏｒ）が適し、その中で、
合成ガスは、触媒を詰めた冷却管を上から下まで流れる。リサイクルガスおよび生成物は
管の底を離れる。
【０１６７】
　特に適切な反応器は（図８に模式的に示す）現代の懸濁反応器であり、その中で、固体
触媒は、液体生成物中に細かく分布して浮く（いわゆるサソール（Ｓａｓｏｌ）社のスラ
リー相フィッシャー・トロプシュ工程）。反応生成物は液相から分離されるが、ガス状生
成物はリサイクルガスＭ２５の一部として反応器から離れる。熱を、懸濁される冷却管Ａ
３２を通って除去し、それによって蒸気Ｍ５１、Ｍ５０が発生する。
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【０１６８】
　懸濁反応器は、管束反応器よりも単純な建築の形態を有し、それゆえに、低コストであ
る。触媒をより効果的に用いることができ、操作を行っている間に交換可能であり、本発
明に係る循環工程で都合がよい。さらに、このような工程は、循環中、触媒粒子の新しい
未使用の表面の機械的暴露により、不均一系触媒は連続的に再生され得るという利点を有
する。このように、触媒の硫黄被毒は連続して代償され得る。その結果として、必要なら
、合成ガス流からの硫黄の除去は省くことができる。
【０１６９】
　冷却機Ａ３２によって得られる蒸気Ｍ５１、Ｍ５０は、かなりの熱エネルギーを含むが
、例えば、エネルギーユニットＡＦの蒸気タービンにおいて、効率的な利用に十分なほど
まだ熱くはない。それゆえに、この蒸気は、例えば、熱交換器Ａ４４において、装置の一
般的なエネルギー効率を増加させるために、熱い蒸気Ｍ５２の生産に有利に用いられる。
利用装置Ａの利用ユニットＡＢとさらなるエネルギー生成サブユニットＡＦの間の相互作
用は、図３～５ですでに考慮した。
【０１７０】
　未反応の一酸化炭素および水素ガスに加えて、フィッシャー・トロプシュ反応器Ａ３１
を離れるガス流Ｍ２５は、水蒸気、二酸化炭素およびガス状の反応生成物Ｍ６０をさらに
含む。揮発性の高い炭化水素Ｍ６０の分画を、例えば、冷却カラム（図示せず）を用いて
、そこから凝縮して出すことができる。同様に、水Ｍ４１を凝縮して出し、それ故に、リ
サイクルガスから取り除き、それによって物質の流れから取り除くことができる。残って
いるリサイクルガス流から、一部Ｍ２５ｂを工程生成物として分離することができる。残
っているリサイクルガス流Ｍ２５ａをコンプレッサーＡ４２の中で圧縮し、第１の反応器
Ａ１３に再循環させる。
【０１７１】
　利用装置Ａ内のガス流の循環搬送は、主に、一般的な圧力差によりこのサイクルにそっ
て進む。これらは、主として、２つのコンプレッサーＡ４１、Ａ４２によって生成される
。装置の設計に応じて、２つのコンプレッサーの一方は省くことができ、この装置の総額
を下げる。この装置が（例えば、本明細書の以下に記載の図９の利用装置の第２の例示的
な実施形態などにおいて）たった一つのコンプレッサーを含む場合、第１の反応器Ａ１３
の上流の配置は、対応するコンプレッサーＡ４２が、第１および第２の処理過程の間のコ
ンプレッサーＡ４１よりも少ないガス量を圧縮する必要があるという利点を有し、そこで
、さらに熱分解ガスが発生し、全体積はより高い温度によってより高いか、または第２お
よび第３の処理過程の間で等しい。
【０１７２】
　コンプレッサーＡ４１を省く場合、第１および第２の処理過程が基本的に同じ圧力で進
むように、２つの反応器Ａ１３、Ａ２１の間でわずかな圧力降下がある。次に、ガス流は
、コンプレッサーＡ４２から移動し、第１の反応器Ａ１３、第２の反応器Ａ２１および第
３の反応器Ａ３１を経て、コンプレッサーＡ４２に戻る。対照的に、コンプレッサーＡ４
２を省く場合、基本的に第３の反応器Ａ３１および第１の反応器Ａ１３の中の圧力は同一
である。コンプレッサーを、第２および第３の処理過程の間に配置することもできる。エ
ントロピーの理由により、ガス流を搬送し、この工程を実行し続けるために、少なくとも
１つのコンプレッサーまたは別の輸送手段が存在しなければならない。
【０１７３】
　不均一な出発物質によりガス生産における一時的な変動を代償するために、圧力貯蔵庫
（図示せず）を、ガスサイクルＭ２２、Ｍ２４、Ｍ２５の間に提供することができる。同
様に、熱分解コークスＭ２１の一時貯蔵庫も提供することが可能である。
【０１７４】
　図８の利用ユニットＡが比較的小さい寸法であり、それに応じて、第１の圧力反応器Ａ
１３および第２の圧力反応器Ａ２１の間の体積流量Ｍ２２が比較的小さい場合、コンプレ
ッサーＡ４１は、合理的なエネルギー消費で数バールの圧力差を生じさせることができる
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。次に、第１の処理過程を、第２の処理過程よりも実質的に低い圧力で実施することがで
きる。さらに、第１の処理過程を、大気圧またはさらに低下した圧力で実行することがで
きる。
【０１７５】
　利用装置の動作の開始
　本明細書の以下に、図８に示す利用装置Ａの動作を開始する可能な方法についてこれか
ら記載する。利用装置Ａを開始するために、このサイクルおよび３つの処理過程を洗い流
し、酸素を含まないガス、有利に二酸化炭素、一酸化炭素および／もしくは水素ガスまた
はその混合物、すなわち合成ガスで満たす。その後、コークスであらかじめ満たした第２
の反応器Ａ２１を、例えば、ガスバーナーを用いて加熱する。この目的のために、第２の
反応器をこのサイクルから分離し、対応する接続を閉じる。所望の動作温度まで加熱する
間、圧力反応器Ａ２１内のコークスの輸送Ａ２３はまだ活性化されない。必要なら、この
システム内に加熱ガスを循環させ、全体の装置部分を等しく加熱することができるように
するために、熱交換器Ａ４４および圧力反応器Ａ２１の間に一時的なバイパス（図示せず
）をこのサイクルに提供することができる。同様に、圧力を予定した値まで高める。
【０１７６】
　これと並行して、前もってコークスでも充填した第１の圧力反応器Ａ１３をこのサイク
ルから分離し、第１の処理過程の意図した動作温度まで加熱した。同様に、圧力を第１の
処理過程の所望の値にする。第１の反応器内の物質輸送Ａ１５は、なおスイッチオフのま
まである。しかし、最低限の安全な動作温度４５０℃以下での出発物質の熱分解は、爆発
性混合物の形成をもたらし得るので、好ましくは、加熱は出発物質を含めないで起こるべ
きである。対照的に、コークスはすでに熱分解され、後にサイクルを起動する時、唯一、
第２の処理過程にコークスを供給するのに役立つ。
【０１７７】
　フィッシャー・トロプシュ反応器Ａ３１は、同様に動作条件に達するが、サイクルから
分離される。これらの動作条件が利用装置の様々な処理過程に達した後に、様々な輸送シ
ステムＡ１５、Ａ２３はゆっくりと進み、このサイクルは開かれ、コンプレッサーＡ４１
、Ａ４２は活性化され、その結果、最終的に、利用装置ＡＢの平衡状態が、所望の動作パ
ラメータで生じる。
【０１７８】
　本発明に係る設備Ｚの利用ユニットＡＢのさらなる実施形態を図９に示す。明らかにす
るために、利用ユニットＡＢの境界は示さない。
【０１７９】
　図８の利用ユニットＡＢと対照的に、第１の圧力反応器Ａ１３と第２の圧力反応器Ａ２
１の間にコンプレッサーを配置せず、逆止弁Ａ５３のみ配置するが、しかし、これは省く
こともできる。ガス流を、コンプレッサーＡ４２によって生じる圧力降下によって装置を
とって運ぶ。この有利な変形は、さらに、低いスループット体積を有し得る単一コンプレ
ッサーＡ４２のみを必要とするので、装置ＡＢの全費用は低下する。
【０１８０】
　示した変形において、分岐した合成ガス流Ｍ２４ｂは、第１の反応器Ａ１３に直接戻ら
ないが、かわりに圧力反応器Ａ１３の加熱装置Ａ１６を通って導かれ、その後再び、合成
ガスＭ２４ａと組み合わされる。あるいはまたはさらに、工程蒸気Ｍ５０で動作するさら
なる加熱装置Ａ１７を提供することができる。
【０１８１】
　熱交換器Ａ４５をリサイクルガス流Ｍ２５ａに配置し、工程蒸気Ｍ５０によってリサイ
クルガス流Ｍ２５ａを加熱するのに役立つ。したがって、この実施形態におけるこのリサ
イクルガス流は、第１の圧力反応器Ａ１３への熱供給としても働く。
【０１８２】
　示した例において、第３の圧力反応器Ａ３１の上流で減圧はない。第３の処理過程にお
ける圧力は、この場合、第２の処理過程における圧力制御によって、その後、熱交換器Ａ



(27) JP 5791054 B2 2015.10.7

10

20

30

40

50

４４の中で合成ガス流Ｍ２４を冷却することによる圧力降下によって、かつコンプレッサ
ーＡ４２によって直接制御される。
【０１８３】
　本発明に係る工程のさらに可能な変形において、第３の処理過程の低温のフィッシャー
・トロプシュ反応器を高温のフィッシャー・トロプシュ反応器に置き換え、その中で触媒
は回転しながら飛んでいる粉塵として存在する。優先的に、高温のフィッシャー・トロプ
シュ合成で生じ、かつ第１の凝縮過程の後にリサイクルガス中に残っているガス状の短鎖
炭水化物を、ガスフィルターに通すことによって、二酸化炭素、一酸化炭素、水素などの
リサイクルガスのより小さい分子から分離する。例えば、このようなシステムを、石油ガ
スを精製するための石油化学工業で周知である。この場合、このようなシステムは、第１
の炭化水素豊富なガス相および第２の低級炭化水素ガス相を生成するのに役立つ。この炭
化水素豊富なガス相を、さらに、電気エネルギーを生成するための第２の発電過程の燃料
として利用するか、または液体ガスおよび石油ガスへ処理する。低級炭化水素と二酸化炭
素が豊富な第２のガス相を、リサイクルガスとしてこのサイクルに戻し入れる。
【０１８４】
　本発明に係る設備の利用装置のさらに別な変形において、フィッシャー・トロプシュ反
応器のかわりに、第３の処理過程Ｐ３は液相のメタノール合成反応器を含む。先行技術か
ら知られる液相メタノール合成は、特に、比較的高い割合の二酸化炭素を有する合成ガス
から高収率でメタノールを生成するのに適する。この合成は、合成ガスを不活性鉱油中の
粉触媒のスラリーに吹き込む「スラリー－気泡塔型反応器」で起こる。この反応は、極め
て発熱的であるので、冷却装置が必要である。生成されるガス状のメタノールは、未反応
の合成ガスと共に圧力反応器を出る。付随する鉱油および触媒を分離した後に、メタノー
ルを凝縮する。
【０１８５】
　メタノールは化学工業の有益な基本製品であり、推進剤としても用いられ得る。さらに
、メタノールはガソリンへの添加剤として機能することができ、例えば、ドイツでは、乗
り物のガソリン中に最高で３％のメタノールの割合が許可されている。特に、メタノール
は、第２の発電過程の燃料Ｍ６０としても用いることができる。
【０１８６】
　利用装置の動作パラメータの制御および最適化
　図８および９で示す本発明に係る工程は、利用ユニットＡＢの３つの処理過程Ｐ１、Ｐ
２、Ｐ３を通る環状の物質の流れに基づき、炭素質出発物質Ｍ１１を炭素源およびエネル
ギー源としてこのサイクルに供給し、合成過程の生成物を、本発明に係る設備Ｚのエネル
ギー装置Ｃの高級な生成物Ｍ６０または燃料Ｍ６１として分岐する。スラグＭ９１および
他の残留物質Ｍ９２、Ｍ９３、Ｍ９４、ならびにリサイクルガスＭ２５ｂ中の水蒸気をこ
のサイクルから連続的に除去する。熱交換器中で生成した蒸気を、一方で、装置を動作さ
せるための工程蒸気Ｍ５０として用い、それによって装置の効率および有効性が増す。他
方で、過熱蒸気Ｍ５１、Ｍ５２を、エネルギーユニットＡＦ内のエネルギー生成のために
用いることができる。
【０１８７】
　基本的に、本発明に係る利用工程において、エネルギー豊富であるが利用することが難
しい不均一の固体出発物質Ｍ１１から、エネルギー豊富な生成物Ｍ６０、Ｍ６１、すなわ
ち、フィッシャー・トロプシュ過程の異なる分画を生成する。その後、これらを、さらに
、例えば、液体推進剤または化学工業の反応物として利用することができる。利用装置Ａ
Ｂを動作させるのに必要なエネルギーは、第２の処理過程の部分酸化反応に由来し、（合
成ガスの形態で）生成される過剰な化学エネルギーは、後に、第３の処理過程の発熱フィ
ッシャー・トロプシュ反応において、蒸気Ｍ５０、Ｍ５１の形態の熱エネルギーに再び変
換される。
【０１８８】
　本発明に係るエネルギー生成工程、または本発明に係る設備Ｚの特に有利な変形それぞ
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れにおいて、過熱蒸気Ｍ５２を、ベース負荷エネルギーユニットＡＦの長期操業のために
出発物質Ｍ１１から生成し、かつ最大負荷エネルギーユニットＣの弾力的運用のために燃
料Ｍ６１も生成する。
【０１８９】
　この工程の閉じた、循環している物質の流れのおかげで、利用装置Ａの動作中に、動的
平衡が存在する。装置の個々の部分における様々なパラメータ（圧力、温度、化学組成物
、輸送速度など）の必要な値を、とりわけ、用いる出発物質の性質によって決定する。一
定の動作状態を保つために、不均一出発物質にもかかわらず、様々な動作パラメータを制
御することができる。
【０１９０】
　第３のフィッシャー・トロプシュ過程Ｐ３における炭化水素および他の生成物を生産す
ることにとって、第３の反応器Ａ３１の圧力および温度は決定的なパラメータである。圧
力は、短期的には、性能を向上させるか、または低下させることによって、コンプレッサ
ーＡ４２を用いて制御することができる。順に、熱交換器Ａ３２の冷却性能により、温度
を制御することができる。長期的には、一方で、第２の処理過程の作動圧力および温度を
変化させ、他方で、熱交換機Ａ４４の冷却性能を制御することによって、合成ガス流Ｍ２
４の圧力により圧力を制御することができ、それによって、合成ガス流Ｍ２４内の温度お
よび圧力が下がる。
【０１９１】
　装置がフィードバックにより平衡状態で実行するので、利用装置Ａの制御は比較的単純
であり、いくつかの関連性のあるパラメータの制御のために、非常に多数のパラメータ、
すなわち様々な装置の構成成分の個々の運転パラメータを修正することができ、これによ
り、ゆっくりもしくは急速に平衡に影響を与えることができる。
【０１９２】
　好ましくは、本発明に係る利用工程を、二酸化炭素の割合を高めることによって実行す
る。とりわけ、これは、反応平衡ＩＶを左手側（より多くの一酸化炭素）にシフトする。
利用装置の作動圧力を１０～６０バールの間に高めることにより、二酸化炭素含有量を増
加させることができ、それにもかかわらず、同時に、一酸化炭素の絶対量は可能な限り高
くなり、それゆえに、処理の出力も高い。同様に、より高いまたはより低い圧力が可能で
あるが、効率は低い。
【０１９３】
　利用装置を、様々な態様に関して最適化することができる。例えば、主に、ディーセル
様およびガソリン様の炭化水素およびワックスなどの有益な物質を、第３の処理過程にお
いて、例えば、木くずなどの二酸化炭素－中立的なバイオマスから生産する場合、この工
程を、バイオマスおよび操作の実行のコストと生成される高価な物質の値の間の比ができ
るだけ有利になる方向に向かわせる。対照的に、どんな場合でも、二酸化炭素－中立的な
バイオマス（ｃａｒｂｏｎ ｄｉｏｘｉｄｅ－ｎｅｕｔｒａｌ ｂｉｏｍａｓｓ）であるの
で、二酸化炭素の排出に注意を払う必要はない。さらに生態学的バランスを改善するため
に、外部エネルギー供給（電力など）を低下させることができ、同時に、バイオマス消費
が高まる。
【０１９４】
　対照的に、最低限の二酸化炭素生産で、汚染物質の環境に優しい廃棄に焦点を置く場合
、このサイクルから除去し、環境に放出する必要のある二酸化炭素をできるだけ少なくす
る方法で、装置を作動させる。その後、場合によっては、これは外部エネルギーに対する
需要の増加もたらし得る。
【０１９５】
　同様に、この利用装置を、出発物質の最大処理能力に関して最適化することができ、場
合によっては、未処理の熱分解コークスは、スラグと共に第３の処理過程を離れることが
できる。次に、環境的に問題のない熱分解コークスを、スラグと共に埋め立てることがで
きる。このような変形は、例えば、大量の汚染物質を二酸化炭素－中立的な方法で無害に
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する必要がある時に有利である。
【０１９６】
　第２の処理過程Ｐ２の動作温度を同様に最適化することができる。したがって、第２の
反応器Ａ２１における定量的な処理能力を高めるために、例えば、利用ユニットＡＢの第
２の処理過程Ｐ１の動作温度を下げることができる。その後、これは、熱分解ガスＭ２２
の中に、もはや分解されず、フィッシャー・トロプシュ反応器Ａ３１に合成ガスＭ２４と
共に通過しない特定の揮発性物質をもたらす可能性がある。したがって、例えば、ベンゼ
ンは、出発物質から、例えば、比較的少量の重油からフィッシャー・トロプシュ合成の生
成物に通過することができる。そこで、これらの物質は、液体燃料Ｍ６１の一部として残
るが、必要であれば、分離することもできる。
【０１９７】
　図１０は、利用ユニットＡＢのもう一つの都合のよい実施形態を模式的に示す。第２の
圧力反応器Ａ２１に進入する前に、第１の処理過程Ｐ１と第２の処理過程Ｐ２の間に、工
程蒸気で第２の処理過程の動作温度まで熱分解ガスＭ２２を加熱するのに役立つ熱交換器
Ａ４６を配置する。熱い合成ガスＭ２４を熱交換器Ａ４６に供給することも可能である。
【０１９８】
　コンプレッサーＡ４３を、熱交換器Ａ４４の下流の合成ガスＭ２４の輸送管に配置する
。熱交換器Ａ４４の下流の温度が非常に低いために、この装置のこの地点における質量流
量は最高であるが、コンプレッサーＡ４３によって処理されなければならないガス量はよ
り少なく、動作温度は、それがより低いので、コンプレッサーにとって好ましい。
【０１９９】
　示した利用ユニットＡＢにおいて、合成ガス流中の固体成分Ｍ９２を分離するためのサ
イクロン分離器を提供しない。残留粉塵Ｍ９２、Ｍ９４は、第３の処理過程Ｐ３に妨げら
れずに入り、そこで、合成反応器Ａ３１の液相に拘束される。残留粉塵は炭化水素に不溶
性であるので、苦労せず濾過することができる。サイクロン分離器を省くと、利用装置Ａ
Ｂのコストは低下する。
【０２００】
　本発明に係る設備Ｚの利用ユニットＡＢのさらなる有利な実施形態を図１１に示し、こ
れは、例えば、木くずなどの汚染されてないバイオマスから液体燃料Ｍ６１を生産するの
に特に適する。この変形において、熱分解ガスＭ２２は、第２の処理過程Ｐ２を通過しな
いが、第３の処理過程Ｐ３を通過し、合成ガスＭ２４は第３の処理過程Ｐ３を通過しない
が、第１の処理過程Ｐ１を通過し、リサイクルガスＭ２５は第１の処理過程Ｐ１を通過し
ないが、第２の処理過程Ｐ２を通過する。
【０２０１】
　第１の処理過程Ｐ１において、熱い合成ガス流Ｍ２４は熱分解物質を加熱し、動作温度
を維持する。その結果、実際の熱分解ガスに加えて、第１の処理過程から出る熱分解ガス
流Ｍ２２は、第２の処理過程の合成ガス分画も含み、したがって、ここに第１の処理過程
を経るループを作る。
【０２０２】
　第２の処理過程Ｐ２において、熱分解ガスＭ２２における合成ガス分画が反応する一方
で、熱交換器Ａ４５で凝縮されていない熱分解ガス分画Ｍ２３を、合成反応器Ａ３１の液
相に溶解させる。第２の駆動装置Ｃ１１の推進剤または燃料として第３の処理過程の生成
物Ｍ６０を直接使用する場合において、純度要求は特に高くないので、熱分解ガスの分解
は省くことができる。その後、例えば、有機酸などの不適切な残留物を除去するために、
推進剤または燃料Ｍ６１を後精製する。融点および沸点が低く、かなりの量のタール分画
を含む熱分解ガスの凝縮分画Ｍ２３を、有利に、固体または液体添加剤Ｍ２３として第２
の処理過程に供給することができる。
【０２０３】
　その後、リサイクルガス流Ｍ２５を圧縮し（Ａ４２）、加熱し（Ａ４６）、かつ第２の
処理過程Ｐ２を通過させることにより、再びサイクルを形成させる。圧力反応器Ａ２１に
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導入するガスを分解することは必要ではないので、第２の処理過程をより低い動作温度で
実行することができる。
【０２０４】
　図１２は利用ユニットＢの実施形態を示し、その中で、第１の処理過程および第２の処
理過程Ｐ１、Ｐ２を、共有の圧力反応器Ａ２４で行う。熱分解は、反応器Ａ２４の第１の
チャンバーＡ２５で起こり、第２のチャンバーＡ２６で気化が起こる。共有の輸送システ
ムが熱分解コークスＭ２１を運び、かつ熱分解ガスＭ２２を流す貫通孔を有し、圧力反応
器Ａ２４に配置される隔壁Ａ２７によって、２つのチャンバーＡ２５、Ａ２６を形成させ
る。隔壁Ａ２７は、主に、２つのチャンバーＡ２７、Ａ２６を熱的に分離するのに役立ち
、その結果、異なる動作温度をこれらの２つの処理過程で実行することができる。２つ以
上のチャンバーを有するこのような共有の圧力反応器を備え付けることも可能である。
【０２０５】
　最大負荷エネルギーの生成のためのエネルギー装置
　本発明に係る設備のエネルギー装置Ｃの駆動装置Ｃ１１を燃焼機関として構成する場合
、このような駆動装置の有利な変形において、水Ｍ４０をさらなる拡大手段として用いる
ことができる。この目的のために、燃焼工程の点火後、例えば、ディーゼルエンジンの圧
縮燃料－空気混合物の自己発火後、特定量の水をシリンダー注入する。その後、好ましく
は、微細分布したこの水を、発熱酸化反応の熱エネルギーによって蒸発させる。水蒸気に
よりガスの圧力およびガス量が結果的に増加することは、運動エネルギーの生成を増大さ
せるが、同時に、燃焼ガスおよび水蒸気の混合物全体の温度は低下する。しかし、これは
、純酸素との反応のより高いエネルギー密度により、かなり高い反応温度が生じるので問
題ないか、またはさらに望ましく、熱力学的効率を増加させるだけでなく、駆動装置Ｃ１
１の構成成分に圧力を加える。
【０２０６】
　もう一つの方法として、水を水蒸気Ｍ５０として提供することもできる。特定量の液体
水を液体燃料と混合して提供することもできる。酸素に加えて、高い反応温度で、過熱蒸
気はさらに追加的酸化剤としての機能を果たす。
【０２０７】
　本明細書の以下の図１３に、本発明に係る設備Ｚの最大負荷エネルギー装置Ｃのこのよ
うな可能な駆動装置Ｃ１１の動作モードについて、シリンダーを備えるピストンエンジン
の形態の燃焼機関の例を参照して、さらに詳細に記載し、説明する。同様に、燃焼機関と
して設計する駆動装置Ｃ１１は、タービンまたはワンケルエンジン（Ｗａｎｋｅｌ ｅｎ
ｇｉｎｅｓ）などとして設計することもできる。機械的仕事の性能のための、例えば、発
電機装置を動作させるためのそれぞれの種類の燃焼エンジンの機能的な原理にしたがって
、熱い燃焼ガスを用い、その過程で部分的に拡大する。その後、酸化ガスＭ２７は燃焼チ
ャンバーを離れる。したがって、例えば、４ストロークピストンエンジンとして設計する
燃焼機関において、３ストロークで燃焼ガス混合物Ｍ２７をシリンダーから出し、その後
、圧縮して、冷却する。同様に、外燃式の熱機関として、例えば、蒸気エンジンまたは蒸
気タービンとして駆動装置Ｃ１１を実装することが可能である。
【０２０８】
　図１３に示す燃焼機関Ｃ１１はシリンダーＣ２２を含み、その中にピストンＣ２３を移
動可能に配置し、これらは共に、閉じた燃焼チャンバーＣ２１を形成する。唯一模式的に
示す供給装置Ｃ２７を用いて、第１のストロークで酸素Ｍ３１を拡大する燃焼チャンバー
Ｃ２１に導入する。その後、第２のストロークで、酸素Ｍ３１を圧縮し、第２のストロー
クの終わりに、燃料Ｍ６１を供給装置Ｃ２９によって燃焼チャンバーＣ２１に導入し、燃
焼させる。次の第３のストロークで、拡大する燃焼ガスＭ２７が機械的仕事を行い、第４
のストロークの間に、部分的に拡大した燃焼ガスＭ２７を、さらに詳細に示さない通気装
置Ｃ２４によって燃焼チャンバーＣ２１から排出する。
【０２０９】
　その後、基本的に、二酸化炭素および水蒸気のみからなる熱い酸化ガスＭ２７を、下流
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の熱交換器Ｃ１２で冷却する。これらの酸化ガスＭ２７の量をそれによって減少させる。
冷却の結果として、水Ｍ４１の大部分を凝縮し、分離する。基本的に、二酸化炭素ならび
に場合により一酸化炭素および未反応の燃料の残留分画からなる残りの残留ガスＭ２６を
、直列に配置したコンプレッサーＣ１３内で圧縮し、圧力貯蔵庫ＢＢの中に収集する。こ
の工程において、圧縮の上流の凝縮過程Ｃ１２は、コンプレッサーＣ１３における凝縮水
滴の望まない形成を減少させる。
【０２１０】
　描いた燃焼エンジンＣ１１は任意の排出を含まない。この装置は、酸化剤として空気ま
たは類似のガス混合物で動作しないので、例えば、窒素酸化物などの空気特異的な汚染物
質はいずれも形成することができない。この燃焼で生じる水は問題なく、分離することが
できる。二酸化炭素を、残留ガスＭ２６として利用装置ＡＢのサイクル内に導く。燃料の
未燃焼分画を水と共に凝縮して分離するか、または二酸化炭素と共に圧縮する。駆動装置
Ｃ１１からの酸化ガスＭ２７を、冷却することなく直接第１または第２の処理過程に通過
させることもできる。
【０２１１】
　最大負荷エネルギー装置Ｃを利用装置Ａから空間的に分離する場合、残留ガスＭ２６の
直接的な戻り管路は使用できず、これらは非常に圧縮され、エネルギー装置Ｃから利用装
置Ａに、高圧下で、圧力貯蔵庫ＢＢに運び戻すことができる。
【０２１２】
　燃焼機関として設計される駆動装置Ｃ１１のさらなる可能な実施形態を、図１４に模式
的に示す。この変形において、水Ｍ４０を、唯一模式的に示す供給装置Ｃ２８によって燃
焼チャンバーＣ２１に導入する。好ましくは、これは、燃焼反応の間または後で、規定量
の水を燃焼チャンバーＣ２１に液体またはガスの状態で注入し、微細分布させる方法で進
む。この水を燃焼熱によって加熱し、ガスの全体積が燃焼チャンバーＣ２１内で増加し、
それによって、機械的仕事を行うのに利用可能であるガスの圧力またはガス量も増加する
。それに応じで、その後、出力を変化させることなく、燃料の量を減少させることができ
る。
【０２１３】
　もう一つの方法としてまたはさらに、水Ｍ４０は、それが燃焼チャンバーＣ２１を離れ
る時に、酸化ガス流Ｍ２７に導入することもできる。このような変形は、燃焼チャンバー
中の燃焼反応ができるだけ高い温度で効率的に進むことでき、同時に、酸化ガス流の結果
として得られる温度は低いので、次の電気器具Ｃ１２、Ｃ１３は圧力があまり加えられな
いという利点を有する。
【０２１４】
　水の量および注入時間を、燃焼反応が効率的に起こることができる方法で、燃料Ｍ６１
および酸素Ｍ３１の供給に適合させる。有利に、酸化反応中の結果として得られる温度は
、基本的に、できるだけ高い熱機関の熱力学的効率を達成するようなものである。使用す
る水の量が高ければ高いほど、さらに、反応ガス中の二酸化炭素の相対的割合は低く、こ
のことは、水Ｍ４１の凝縮の後に残っている残留ガスＭ２６の量を低下させる。
【０２１５】
　図１４に示す実施形態において、酸化ガスＭ２７をコンプレッサーＣ１３で最初に圧縮
し、その後、これらのガスを熱変換器Ｃ１２内で冷却する。この変形は、図１３の水の注
入なしに、燃焼機関Ｃ１１とも合体でき、逆もまた同様であり、一般に、駆動装置Ｃ１１
のために用いることができる。
【０２１６】
　駆動装置Ｃ１１のコンプレッサーを動作させるのに必要なエネルギーは、有利に、駆動
装置それ自体によって生成される。その結果として、駆動装置の達成可能な効率は減少す
るが、同時に、それによって、前記駆動装置は排出が無いことを達成する。さらに、同じ
エンジン寸法の達成可能な出力はより高く、再び、出力の喪失を代償する。例えば、コン
プレッサーを、ピストン燃焼機関のクランクシャフトにより適切なギアを用いて直接動作
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させることができる。
【０２１７】
　駆動装置Ｃ１１がタービンを含む場合、コンプレッサーは、同じシャフト上に直接位置
することができる。拡張工程の後に直接、酸化ガスを凝縮し、残っている残留物の流れを
圧縮することができる。
【０２１８】
　ピストンエンジンとして設計される駆動装置の別の変形において、燃焼後、酸化ガスを
第３のストロークで、燃焼チャンバー内で事前に圧縮し、その後に、通気装置Ｃ２４によ
り排出する。必要なら、下流のコンプレッサーＣ１３も除くことができる。
【０２１９】
　駆動装置内で、燃焼チャンバーへの反応混合物（燃料Ｍ６１、酸素Ｍ３１、水Ｍ４０）
の新たな添加は迅速に進み得るので、このような実施形態は、２ストローク変形としても
可能である。第２の上向きストロークにおいて、燃焼ガスを事前に圧縮し、このストロー
クの終わりに向けて、燃焼チャンバーから放出する。完全燃焼反応には比較的少ない酸素
が必要とされ、水はさらなる膨張剤として存在するので、気体酸素を、上向きストローク
の終わりに、高圧で燃焼チャンバーに吹き込むことができる。どんな場合にも、液体燃料
Ｍ６１および膨張剤として水Ｍ４０を、非常に迅速に、高圧で、燃焼チャンバーＣ２１に
注入することができる。
【０２２０】
　コンプレッサーＣ１３のエネルギー消費を、１つまたは複数の熱交換器または冷却要素
との適切な組み合わせにより最適化することができ、その中で、ガス量を、内部または外
部のヒートシンクに反応ガスの熱エネルギーを処理することによって減少させることがで
きる。
【０２２１】
　熱交換器／コンデンサーＣ１２によって、蒸気を生成することができ、これは、利用装
置のエネルギーユニットＡＦの効率を上げるのに役立つか、または利用装置の利用ユニッ
トＡＢを動作させるための工程蒸気Ｍ５０を得るのに役立ち得る。
【０２２２】
　図１５は、複合ガス／蒸気タービンとして構成される駆動装置Ｃ１１を有する最大負荷
エネルギー装置Ｃの特定の有利な実施形態の変形を示す。上流の燃焼チャンバーＣ２１に
おいて、燃料Ｍ６１をバーナーＣ２５において酸素Ｍ３１で燃焼し、非常に熱い燃焼ガス
を生じさせる。水を、好ましくは、例えば、温度が２５０℃で、圧力が５０バールである
過熱液体水として燃焼チャンバーＣ２１に導入する。燃焼チャンバーＣ２１から出て、下
流のタービン装置Ｃ３０内で機械的仕事に変換され、これにより、順に、発電装置Ｃ３１
を駆動させる過熱蒸気の高い分画を有する熱い（例えば、６００℃）酸化ガスＭ２７ａが
形成する方法で、得られた蒸気を燃焼排ガスと混合する。設計に応じて、燃焼チャンバー
内のガス混合物は、ガスの圧力が上昇する方法で等溶的（ｉｓｏｃｈｏｒｉｃａｌｌｙ）
に振る舞うか、それに応じてガス量が増加する方法で等圧的に振る舞うか、または量およ
び圧力の両方が増加する方法で振る舞う。したがって、以下のタービン装置Ｃ３０も、相
応して設計しなければならない。適切なタービンＣ３０は先行技術から周知であり、一般
に、複数の処理過程を有する。別の変形において、部分的に膨張した工程蒸気Ｍ５０は、
高圧過程のタービン装置Ｃ３０の下流で引き出すことができ、他の方法で使用することが
できる。
【０２２３】
　膨張した酸化ガスＭ２７ｂをコンデンサー／エコノマイザーＣ１２に通過させ、水Ｍ４
１を凝縮し、分離する。基本的に二酸化炭素を含む残りの残留ガスＭ２６をコンプレッサ
ーＣ１３で圧縮し、利用装置ＡＢの第１の処理過程Ｐ１に輸送する。コンプレッサーＣ１
３を、タービンＣ３０により直接有利に駆動させる。
【０２２４】
　燃焼チャンバーＣ２１のかわりに、水Ｍ４０を、例えば、ベンチュリノズルによって、
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燃焼チャンバーＣ２１の下流で酸化ガス蒸気Ｍ２７ａと混合することもできる。
【０２２５】
　駆動装置Ｃ１１において、水Ｍ４０の量および燃焼混合物Ｍ６１、Ｍ３１の量、ならび
にさらに選択可能なパラメータを、下流のタービンができるだけ高いエネルギー利用に達
する方法で互いに適合させる。同時に、酸化ガス混合物Ｍ２７ｂにおける水の分画はでき
るだけ高くなければならない。一方で、このように、コンデンサーＣ１２ａを越えて、ガ
ス混合物のできるだけ高い圧力降下が達成され、これがタービンＣ３０上の全圧の差を増
加させ、それによって、その効率が増す。他方で、圧縮（Ｃ１３）されなければならない
少ない残留ガスＭ２６が残る。
【０２２６】
　燃焼チャンバーに蒸気を導入するさらなる利点は、蒸気Ｍ５０の冷却効果である。燃料
混合物Ｍ６０、Ｍ３１の発熱酸化は、最高で１０００℃、あるいは２０００℃の非常に高
い温度をもたらし得る。このような温度は、燃焼チャンバーＣ２１および下流のタービン
装置Ｃ３０の構造に非常に圧力を加える。好ましくは、比較的冷たい水蒸気を、非常に熱
い炎Ｃ２６から燃焼チャンバーＣ２１の壁を保護する方法でこのチャンバーに導入する。
この蒸気は、最終的に、全ガス混合物を６００℃～８００℃まで冷却し、タービン翼の熱
負荷を低下させ、それに応じて、耐用年数を増加させる。
【０２２７】
　上述の態様に加えて、例えば、示した駆動装置は、コンプレッサーが燃焼チャンバーの
上流に接続していないという点でも従来のガスタービンと異なる。これは、ガスタービン
内よりも、燃焼チャンバーＣ２１の大幅に簡素化した設計を可能にする。燃料Ｍ６１を純
酸素Ｍ３１で燃焼させるので、達成可能なエネルギー密度は、酸素分画が減少した空気の
使用よりも高い。単位時間あたり燃焼チャンバーＣ２１に導入することができる酸素の量
を増加させるために、酸素を事前に加圧することができる。タービン装置Ｃ３０は、酸化
ガスＭ２７ａの温度および圧力範囲が基本的に同じであるので、蒸気タービンのように設
計することができる。
【０２２８】
　通常の操作において、エネルギー装置Ｃの駆動装置Ｃ１１は無負荷動作を保つ。少量の
蒸気はタービンＣ３０を動かし続けるが、発電装置は電力を生産しない。電力需要が短期
間に増加する場合、燃料混合物Ｍ３１、Ｍ６０を燃焼チャンバーＣ２１に注入し、点火装
置（図示せず）で点火する。同時に、注入水Ｍ４０、Ｍ５０の量を増加させる。タービン
Ｃ３０の回転数を直ちに上げ、発電機Ｃ３１の動作を開始する。
【０２２９】
　駆動装置Ｃ１１を、例えば、ベース負荷発電装置ＡＦの電力の１０％～５０％にて、恒
久的に動作させることもできる。電力需要が増加した時、その後、非常に短い時間で、装
置Ｃを最大出力、例えば、ベース負荷発電装置ＡＦの電力の５００％までもたらすことが
できる。したがって、本発明に係る設備Ｚは、広範囲にわたって、非常に動的に全出力を
適応させることができる。最大負荷エネルギー装置Ｃを、複数の燃焼チャンバーＣ２１お
よび／またはタービン装置Ｃ３０も有し得る。
【０２３０】
　装置のモジュール構造
　本発明に係る設備の特定の有利な実施形態において、個々の装置の構成要素を、個々の
モジュールに効率的に分解することができ、トラックで輸送することができ、その後、組
み立て直すことができる方法で寸法を測って、構築する。特殊輸送手段を行うことなく輸
送できるモジュールの最大寸法測定が特に有利である。
【０２３１】
　本発明に係るこのようなモジュール設備は、一時だけ、例えば、数年だけ、あるいは数
カ月だけの運転時間で設立することもできるという利点を有する。需要が存在しなくなる
とすぐに、設備を分解して、新しい場所に再構築することができる。このような設備は、
例えば、短時間で、遠く離れた鉱区で、比較的大きなエネルギーインフラが構築されなけ
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ればならず、採掘活動の終わりにはもはや必要とされない鉱業で特に有用である。例えば
、本発明に係る設備の利用装置を、例えば、地元産のバイオマスおよび炭素質廃棄物から
、遠く離れた露天掘り鉱山の乗り物および電力発電機のためのディーゼル燃料、ならびに
／またはインフラを動作させるための電気エネルギーを生産するのに用いることができる
。
【０２３２】
　本発明に係る設備は、モジュール構造に特に適する。特に、第１および第２の処理過程
の反応器を、処理能力を低下させることなく比較的小さい横断面を有する水平方向の反応
器として構築することができる。それに応じて、反応器を単に縦方向に伸ばす。この反応
器を、共にフランジを付けた複数のモジュールの縦方向に組み立てることができる。合成
反応器を、複数の並列反応器を用いてスケールアップしてもよい。
【０２３３】
　様々な実施形態を上記に示し、説明してきた。しかし、本発明の原理を逸脱することな
く、様々な変更および改良を行うことができることは、当該技術者には明らかである。
【符号の説明】
【０２３４】
Ｚ　→　炭素質物質の利用による、排出のないエネルギーならびに炭化水素および他の生
成物を生成するための設備
Ａ　→　利用装置
ＡＢ　→　利用ユニット
ＡＣ、ＡＤ、ＡＥ　→　サイクルユニットの第１、第２、および第３処理過程のサブユニ
ット
Ａ１１　→　圧力ロック
Ａ１３　→　熱分解反応器、第１の圧力反応器
Ａ１４　→　圧力体
Ａ１５　→　移動火格子
Ａ１６、Ａ１７　→　加熱装置
Ａ２１　→　ガス化反応器、第２の圧力反応器
Ａ２２　→　圧力体
Ａ２３　→　移動火格子
Ａ２４　→　第１および第２の処理過程の共有圧力反応器
Ａ２５　→　第１のチャンバー
Ａ２６　→　第２のチャンバー
Ａ２７　→　隔壁
Ａ２８　→　圧力ロック
Ａ３１　→　フィッシャー・トロプシュ反応器、合成反応器
Ａ３２　→　エネルギーユニットＡＦの蒸気サイクルにおける合成過程の冷却ボイラー
Ａ４１、Ａ４２、Ａ４３　→　コンプレッサー
Ａ４４、Ａ４５、Ａ４６　→　熱交換器、エネルギーユニットＡＦの蒸気サイクルの過熱
器
Ａ４７　→　サイクロン分離器
Ａ４８　→　減圧
Ａ４９、Ａ５０、Ａ５１、Ａ５２　→　シャットオフバルブ
Ａ５３　→　逆止めバルブ
ＡＦ　→　利用装置のエネルギーユニット、排出のないベース負荷エネルギーの生成のた
めの装置の構成要素
Ａ６１　→　駆動装置
Ａ６２　→　蒸気タービン
Ａ６３　→　コンデンサー、エコノマイザー
Ａ６４　→　発電装置
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Ａ６５　→　外部冷却サイクル
Ａ６６　→　ポンプ
ＡＧ　→　排出ユニット、灰および残留物質を排出処理する装置の構成要素
Ａ９１　→　サイロ、貯蔵容器
ＡＨ　→　処理ユニット、炭素質物質を処理し、供給するための装置の構成要素
Ａ９２　→　スラグの貯蔵所
Ｂ　→　利用装置およびエネルギー装置の間の、燃料および酸化ガスの輸送ならびに一時
保管のための装置
ＢＡ　→　燃料貯蔵ユニット
ＢＢ　→　酸化ガス貯蔵ユニット
ＢＣ　→　船、鉄道、パイプラインの輸送手段
Ｃ　→　エネルギー装置、利用装置から炭素質燃料を利用することによる排出のない最大
負荷エネルギー生成のための装置の構成要素
Ｃ１１　→　駆動装置
Ｃ１２　→　コンデンサー／エコノマイザー
Ｃ１３　→　コンプレッサー
Ｃ１４　→　外部冷却サイクル
Ｃ２１　→　燃焼チャンバー
Ｃ２２　→　シリンダー
Ｃ２３　→　ピストン
Ｃ２４　→　通気装置
Ｃ２５　→　バーナー
Ｃ２６　→　炎
Ｃ２７　→　酸素用供給装置
Ｃ２８　→　水用供給装置
Ｃ２９　→　燃料用供給装置
Ｃ３０　→　タービン
Ｃ３１　→　発電装置
Ｄ　→　外部化学エネルギーの生成および供給ための装置、水素生産のための装置の構成
要素
ＤＡ　→　風力ユニット
ＤＢ　→　太陽エネルギーユニット
ＤＣ　→　電気分解ユニット
ＤＤ　→　水素生産工業
ＤＥ　→　一時貯蔵ユニット
ＤＦ　→　一時貯蔵ユニット
ＤＧ　→　船、鉄道、パイプラインの輸送手段
Ｅ１　→　電気的／機械的エネルギー（ベース負荷）
Ｅ２　→　電気的／機械的エネルギー（最大負荷）
Ｅ３　→　供給される電気エネルギー
Ｅ４　→　熱エネルギー
Ｐ１　→　工程の第１過程
Ｐ２　→　工程の第２過程
Ｐ３　→　工程の第３過程
Ｐ６　→　炭素質物質の摂取量
Ｐ７　→　残留物の排出
Ｍ１０　→　未処理の炭素質出発物質
Ｍ１１、Ｍ１２　→　炭素質出発物質
Ｍ１３　→　追加の可燃物
Ｍ１４　→　追加燃料
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Ｍ１７　→　選別された残留物質、リサイクル物質
Ｍ２１　→　熱分解コークス
Ｍ２２　→　熱分解ガス
Ｍ２３　→　熱分解ガスの低揮発性分画
Ｍ２４、Ｍ２４ａ、Ｍ２４ｂ　→　合成ガス
Ｍ２５、Ｍ２５ａ、Ｍ２５ｂ　→　リサイクルガス
Ｍ２６　→　残留ガス
Ｍ２７、Ｍ２７ａ、Ｍ２７ｂ　→　酸化ガス
Ｍ３１　→　酸素、酸化剤
Ｍ３２　→　水素ガス
Ｍ３３　→　二酸化炭素
Ｍ３７　→　触媒
Ｍ４０　→　水、工程水、給水、
Ｍ４１　→　凝縮物、凝縮水
Ｍ５０　→　工程蒸気
Ｍ５１、Ｍ５２、Ｍ５３　→　タービンサイクルの蒸気
Ｍ６０　→　合成過程の生成物
Ｍ６１　→　合成過程の生成物、燃料
Ｍ９０　→　残留物
Ｍ９１　→　スラグ、灰、残留物
Ｍ９２　→　残留粉塵
Ｍ９３　→　残留物
Ｍ９４　→　グラファイト、活性炭、炭素質残留物
ｔ　→　時間
Ｐ　→　電力
Ｐａ　→　熱容量
Ｐｂ　→　従来の発電所の熱出力
Ｐｃ、Ｐｃ１、Ｐｃ２　→　ベース負荷力
Ｐｄ　→　本発明に係る設備の効果的な熱出力
Ｐｅ、Ｐｅ１、Ｐｅ２　→　総出力
Ｐｆ　→　ベース負荷エネルギーユニットのベース負荷力
Ｐｇ　→　利用装置の燃料生産力
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