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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　水とガスとを反応させてガスハイドレートを生成させるガスハイドレート製造装置であ
って、
　所定圧力および所定温度の下でガスハイドレートを生成させる生成槽と、
　該生成槽にその上方から水を導入するための水供給手段と、
　前記生成槽内の水にガスを気泡として導入するガス供給手段と、
　前記生成槽の下方から水を排出するための水排出手段と、
　前記生成槽内で生成したガスハイドレートを排出するためのガスハイドレート排出手段
と、を備え、
　前記生成槽内に水を供給し、かつ、排出することにより、浮力により水中を上昇する気
泡と対向する水流を形成するとともに、水より小さな比重を持つガスハイドレートを、前
記水流により前記生成槽内の液相の下部に集積し、当該生成槽内の液相の下部からガスハ
イドレートを取り出すようにしたことを特徴とする、ガスハイドレートの製造装置。
【請求項２】
　請求項１において、前記水排出手段と前記ガスハイドレート排出手段は一体に設けられ
ており、ガスハイドレートを水とともに排出するものであることを特徴とする、ガスハイ
ドレートの製造装置。
【請求項３】
　請求項１または２において、前記生成槽は、気泡の滞留を促すことにより気液接触時間
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を延ばす気泡滞留促進手段を有することを特徴とする、ガスハイドレートの製造装置。
【請求項４】
　請求項３において、前記気泡滞留促進手段が、前記生成槽に設けられた内径の短い小径
部と、該小径部から下方に向けて拡開するように傾斜した内壁と、により構成されるもの
である、ガスハイドレートの製造装置。
【請求項５】
　請求項１から請求項４のいずれか１項において、前記ガスハイドレート排出手段により
生成槽から排出されたガスハイドレートを貯蔵する貯槽をさらに備えるとともに、
　該貯槽内で分離した水相の水を、前記水供給手段を介して前記生成槽内へ循環させる水
循環手段と、
　前記生成槽内を浮上したガスおよび／または前記貯槽内のガスを回収し、前記ガス供給
手段を介して前記生成槽内へ循環させるガス循環手段と、を設けたことを特徴とする、ガ
スハイドレートの製造装置。
【請求項６】
　水とガスとを加圧下に反応させてガスハイドレートを生成させるガスハイドレートの製
造方法であって、
　ガスハイドレートを生成させる生成槽内の水に原料ガスを散気して気泡として水中を浮
上させるとともに、
　該生成槽にその上方から水を導入し、且つ、その下方から水を排出することによって、
前記浮上する気泡に対向する水流を形成させ、生成槽内で生成した水より小さな比重を持
つガスハイドレートを、前記水流により前記生成槽内の液相の下部に集積し、当該生成槽
内の液相の下部からガスハイドレートを槽外に取り出すようにしたことを特徴とする、ガ
スハイドレートの製造方法。
【請求項７】
　請求項６において、前記生成槽に設けた気泡滞留促進手段により生成槽内における気泡
の滞留を促進するようにしたことを特徴とする、ガスハイドレートの製造方法。
【請求項８】
　請求項６または７において、気泡が生成槽内に所定時間滞留するように気泡径および水
の流速を制御することを特徴とする、ガスハイドレートの製造方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、天然ガス、メタンガス、炭酸ガス等からガスハイドレートを製造する装置およ
び製造方法に関する。
【０００２】
【従来の技術】
ガスハイドレートは、水分子とガス分子からなる氷状の固体物質であり、水分子により形
成されるかご状構造の内部にガス分子を取り込んだ構造の水和物である。このガスハイド
レートは、高いガス包蔵性、大きな生成・解離熱や生成・解離差圧、高い反応選択性等の
性質を有するため、例えば天然ガス等の輸送・貯蔵手段や、蓄熱システム、アクチュエー
タ、ガスの分離回収等多様な用途での利用が注目されており、研究が行われている。
【０００３】
従来、ガスハイドレートの製造では、生成槽内に水を充填して１～５℃程度の温度まで冷
却し、そこに天然ガス等の原料ガスを充填して２.８～４.２ＭＰａ以上に加圧して製造し
ていた。この方法では、生成槽内でのガスと水との接触面積を増加させるため、生成槽気
相部のガスをポンプ吸引して液相の下部から散気させたり、あるいは回転軸から翼まで連
通するガス流通路を設けた攪拌機を使用し、生成槽気相部のガスを回転する翼の遠心力に
より自吸して翼端から散気する等の方法が採用されていた。
【０００４】
しかし、これらの方法では、液相中に放出されたガスの気泡は短時間で液相部を浮上して
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気相部へ抜けてしまうため、気液の接触時間は短いものとならざるを得なかった。ガスハ
イドレートの生成速度は液中へのガスの溶解量に影響されるため、気液の接触時間が短い
ことにより溶解ガス量が制限され、ガスハイドレートの生成効率が低くなるという問題が
あった。もちろん、生成槽を大型化すれば生成槽内の液相中を上昇する気泡の滞留時間を
ある程度長くすることが可能であるが、装置の設置スペース等の制約から単純な大型化は
現実的な解決策にはなり得ない。
【０００５】
一方、特開２０００－２６４８５１号公報では、ハイドレート生成容器内の水相にハイド
レート形成物質を気泡として供給するとともに、前記ハイドレート生成容器内の気相に水
を噴霧状にスプレーすることにより水和反応を起こさせることを特徴とするハイドレート
の製造方法が提案されている。この方法では、水相におけるハイドレート形成物質の気泡
は前掲の従来技術と同様に短時間で浮上して水相表面から拡散してしまうため、気液の接
触時間は短く、それ故別途ハイドレート生成容器の上部から気相に水をスプレーして気相
でもハイドレート生成反応を行わなければならず、複雑な装置構成が避けられない。
【０００６】
したがって、装置を大型化したり、複雑にしたりすることなく、生成槽内での気液の接触
時間を増やし、ガスハイドレートを効率的に製造する手段が望まれていた。
【０００７】
【発明が解決しようとする課題】
本発明の課題は、生成槽内での気液接触時間を長くしてガスハイドレートを効率的に生成
させることが可能なガスハイドレートの製造装置および製造方法を提供することである。
【０００８】
【課題を解決するための手段】
　上記課題を解決するため、本発明の第１の態様に係るガスハイドレートの製造装置の発
明は、水とガスとを反応させてガスハイドレートを生成させるガスハイドレート製造装置
であって、所定圧力および所定温度の下でガスハイドレートを生成させる生成槽と、該生
成槽に水を導入するための水供給手段と、前記生成槽内の水にガスを気泡として導入する
ガス供給手段と、前記生成槽から水を排出するための水排出手段と、前記生成槽内で生成
したガスハイドレートを排出するためのガスハイドレート排出手段と、を備え、前記生成
槽内に水を供給し、かつ、排出することにより、浮力により水中を上昇する気泡と対向す
る水流を形成するようにしたことを特徴とする。
【０００９】
この特徴によれば、生成槽にガスを気泡として導入しつつ、浮力により水中を上昇する気
泡と対向する水流を形成するようにしたので、生成槽内に気泡を滞留させて気液接触時間
を延ばすことが可能となり、水中への原料ガスの溶解量を高めてガスハイドレートの生成
量を大幅に増加させることができる。しかも、気泡に対向する水流を利用する方式である
ため、装置を大型化したり、水の噴霧機構などの装置を設けることなく気液接触時間を増
やすことができる上、気液接触時間の調節も容易に行うことができる。また、高いガスハ
イドレート生成量での連続運転が可能であるため、非常に効率よくガスハイドレートを製
造することが可能である。生成槽内に気泡と対向する水流を形成する方法の好ましい例と
しては、生成槽に水を連続的に導入し、かつ生成槽から水を連続的に排出する方法を挙げ
ることができる。この場合、水は生成槽の頂部もしくは頂部付近から導入し、生成槽の底
部もしくは底部付近から排出することが好ましい。かかる方式を採用すれば、生成槽内を
下降する水流を容易に形成できるとともに、水流の強さを調節することにより気泡を生成
槽の頂部まで到達させないように制御することが容易になる。従って、気泡の滞留による
十分な気液接触時間を確保できる上、生成槽頂部におけるガスの回収や循環のための機構
を簡易なものとするか、あるいは省略することができる。また、気泡の導入部位は特に限
定されるものではないが、気泡の上昇力を利用して気液接触を多くするためには、生成槽
の下部から導入することが好ましい。
【００１０】
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　本発明の第２の態様に係るガスハイドレートの製造装置の発明は、第１の態様において
、前記水排出手段と前記ガスハイドレート排出手段は一体に設けられており、ガスハイド
レートを水とともに排出するものであることを特徴とする。この特徴によれば、水排出手
段とガスハイドレート排出手段とを共用する構成としたので、水流を利用してガスハイド
レートを排出させることにより、ガスハイドレートをスラリーの状態で容易に回収するこ
とができる。また、ガスハイドレート排出手段と水排出手段とを共用する機構とすること
により、装置の簡略化を図ることができる。この場合、生成槽の底部もしくは底部付近か
ら排出させる構成にすれば、生成したガスハイドレートの取り出しがスムーズになるので
、一層効率的である。
【００１１】
　本発明の第３の態様に係るガスハイドレートの製造装置の発明は、第１の態様または第
２の態様において、前記生成槽は、気泡の滞留を促すことにより気液接触時間を延ばす気
泡滞留促進手段を有することを特徴とする。この特徴によれば、気泡滞留促進手段によっ
て気液の接触時間を延ばすことができるので、より高い効率でガスハイドレートを製造す
ることができる。ここで、気泡滞留促進手段としては、後記する小径部および傾斜壁を設
けることのほか、例えば、水流を妨害しないようなバッフルなどを利用することができる
。
【００１２】
　本発明の第４の態様に係るガスハイドレートの製造装置の発明は、第３の態様において
、前記気泡滞留促進手段が、前記生成槽に設けられた内径の短い小径部と、該小径部から
下方に向けて拡開するように傾斜した内壁と、により構成されるものであることを特徴と
する。この特徴によれば、気泡滞留促進手段として、内径の短い小径部と、小径部から下
方に向けて拡開するように傾斜した内壁とを採用することにより、小径部における流速が
速くなる結果、槽内を上昇した気泡は、傾斜した内壁に囲まれた狭窄したスペースに滞留
することになり、流下する水流を妨げることなく、気泡の上昇を抑えて滞留を促進させる
ことが可能になる。しかも、この気泡滞留促進手段は構造単純にして装置構成を複雑にす
る必要はない。気泡滞留促進手段を設ける位置としては、小径部を生成槽の頂部付近に設
けることが好ましいが、生成槽内の水流を妨げない限り、他の部位（例えば、縦に長尺の
生成槽の中部付近）に設けてもよく、また一つの生成槽において複数の部位に設けること
も可能である。
【００１３】
　本発明の第５の態様に係るガスハイドレートの製造装置の発明は、第１の態様から第４
の態様のいずれか１つにおいて、前記ガスハイドレート排出手段により生成槽から排出さ
れたガスハイドレートを貯蔵する貯槽をさらに備えるとともに、該貯槽内で分離した水相
の水を、前記水供給手段を介して前記生成槽内へ循環させる水循環手段と、前記生成槽内
を浮上したガスおよび／または前記貯槽内のガスを回収し、前記ガス供給手段を介して前
記生成槽内へ循環させるガス循環手段と、を設けたことを特徴とする。この特徴によれば
、貯槽から生成槽内へ循環させる水循環手段と、生成槽内を浮上したガスおよび／または
貯槽内のガスを回収して循環させるガス循環手段と、を設けたことにより、ガスハイドレ
ートの原料となる水とガスを有効利用しながら連続的な運転が可能になる。
【００１４】
　本発明の第６の態様に係るガスハイドレートの製造方法の発明は、水とガスとを加圧下
に反応させてガスハイドレートを生成させるガスハイドレートの製造方法であって、ガス
ハイドレートを生成させる生成槽内の水に原料ガスを散気して気泡として水中を浮上させ
るとともに、前記浮上する気泡に対向する水流を形成するようにしたことを特徴とする。
この特徴によれば、上記請求項１と同様の作用効果が得られる。すなわち、生成槽内に気
泡を滞留させて気液接触時間を延ばすことが可能となり、水中への原料ガスの溶解量を高
めてガスハイドレートの生成量を大幅に増加させることができる。しかも、気泡に対向す
る水流を利用する方法であるため、装置を大型化したり、水の噴霧機構などの装置を設け
ることなく気液接触時間を増やすことができる上、気液接触時間の調節も容易に行うこと
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ができる。また、高いガスハイドレート生成量での連続運転が可能であるため、非常に効
率よくガスハイドレートを製造することが可能である。
【００１５】
　本発明の第７の態様に係るガスハイドレートの製造方法の発明は、第６の態様において
、生成したガスハイドレートを、前記水流により集積させて槽外に取り出すようにしたこ
とを特徴とする。この特徴によれば、生成したガスハイドレートを、水流を利用して集積
させて槽外に取り出すようにしたので、ガスハイドレートの回収が容易になるとともに、
高い濃度でガスハイドレートを回収することができる。
【００１６】
　本発明の第８の態様に係るガスハイドレートの製造方法の発明は、第６の態様または第
７の態様において、前記生成槽に設けた気泡滞留促進手段により生成槽内における気泡の
滞留を促進するようにしたことを特徴とする。この特徴によれば、上記請求項３と同様の
作用効果が得られる。ここで、気泡滞留促進手段としては、上記請求項４に記載したもの
と同様の小径部および傾斜壁のほか、生成槽内の水流を妨げない範囲でバッフルなども利
用することができる。
【００１７】
　本発明の第９の態様に係るガスハイドレートの製造方法の発明は、第６の態様から第８
の態様のいずれか１つにおいて、気泡が生成槽内に所定時間滞留するように気泡径および
水の流速を制御することを特徴とする。この特徴によれば、気泡径と水の流速を制御して
、気泡が生成槽内に所定時間滞留するようにしたことにより、生成槽を大型化することな
しに十分な気液接触時間を確保して効率的にガスハイドレートを製造できる。また、気泡
の滞留時間を適宜調節することによって、生成するガスハイドレートの粒径を所望の大き
さに制御することが可能となる。生成槽内における気泡の滞留時間は、ガスハイドレート
が十分に生成する時間であれば特に限定されるものではないが、例えば１分以上、好まし
くは１～１０分程度に設定できる。
【００１８】
【発明の実施の形態】
以下、図面に基づき本発明をさらに詳しく説明する。
図１は、本発明の一実施形態であるガスハイドレート製造装置１００の概要を示す図面で
ある。このガスハイドレート製造装置１００は、主要な構成として生成槽１１、水貯槽１
３、ガスハイドレート貯槽１５、水供給ポンプ１７および抜出ポンプ１９を有するガスハ
イドレートの連続式製造装置である。原料となるガスの種類は、所定の圧力・温度条件で
ガスハイドレートを形成するものであれば特に限定されず、例えばメタン、天然ガス（メ
タン、エタン、プロパン、ブタン等の混合ガス）、炭酸ガス（二酸化炭素）等を挙げるこ
とができる。
【００１９】
ガスハイドレート生成反応が行われる生成槽１１は、全体形状が縦長の概略筒状をしてお
り、頂部に水の導入手段、底部に水の排出手段を備え、さらに下部にガス５３を気泡とし
て放出する散気機構３１を備えている。また、この生成槽１１は、冷却手段としてジャケ
ット式熱交換器３３を備えた耐圧容器であり、ブラインの流入４１と流出４２によって内
部の水とガスを冷却して、槽内の温度および圧力をガスハイドレートの生成条件に適した
状態に維持できるように構成されている。なお、図１では、生成槽１１に冷却手段として
のジャケット式熱交換器３３を備えているが、生成槽１１内がガスハイドレート生成に必
要な温度に維持できるとき、例えば、水５１が冷却手段（コイル式熱交換機３５）を備え
た水貯槽１３からガスハイドレートの生成に必要な温度まで冷却されて供給され、かつ、
生成槽１１内から比較的短時間で流出していくような場合などには、生成槽１１に前記ジ
ャケット式熱交換器３３を備えなくてもよい。
【００２０】
図２は生成槽１１の形状の一例を示す図面であり、ここでは説明の便宜上、横幅を拡大し
て記載している。生成槽１１の全体形状は、図２に例示するように縦長の略筒形状にする
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ことが好ましい。生成槽１１を縦に長尺な形状とすることによって、気液接触時間を確保
しやすくなるだけでなく、生成槽１１内に均一な水流を形成させることが容易になる。す
なわち、生成槽１１内を上昇する気泡の水平方向への動きを極力抑え（つまり、水平方向
の気泡分布を均一にして）、さらに鉛直方向の動きをコントロールするためには、生成槽
１１内に均一な水流を形成することが重要となるが、生成槽１１を縦長の筒形状にするこ
とにより均一な水流を実現しやすくなるからである。もっとも、生成槽１１内に均一な水
流を形成可能であれば、他の形状を採用することも可能である。
【００２１】
この生成槽１１は、頂部付近に内径の短い小径部１１１と、該小径部１１１から下方に向
けて拡開するように傾斜した内壁を持つ所定長さの気泡滞留部１１２と、該気泡滞留部１
１２の下端から下方に所定長さで筒状に形成された大径部１１３と、該大径部１１３の下
端から底部に向かって狭窄するように傾斜した所定長さのガスハイドレート集積部１１４
と、からなる。このような形状にすることによって、内径の狭い小径部１１１や気泡滞留
部１１２では、大径部１１３に比べて流速が速くなる結果、浮上するに従い集合して上昇
速度が増加する気泡の通過を妨害して十分な滞留時間を確保することが可能になる。つま
り、小径部１１１および気泡滞留部１１２の傾斜した内壁は、気泡の滞留を促して気液接
触時間を長くするための気泡滞留促進手段として機能する。なお、気泡滞留促進手段は、
生成槽１１内を流下する水流を妨げることなく気泡の滞留時間を延ばすことができるもの
であれば上記構成に限るものではない。
【００２２】
また、生成槽１１内における均一な水流と気泡の拡散を得るためには、例えば、大径部１
１３の内径（Ｄ）と大径部１１３の下端付近に位置する散気部位（散気機構３１）から大
径部１１３の上端までの長さ（Ｌ）との比（Ｌ／Ｄ）を５～１０程度とし、小径部１１１
の内径（ｄ）と気泡滞留部１１２の長さ（ｌ）との比（ｌ／ｄ）を１０～２０程度に設定
することが好ましい。
【００２３】
図３は、生成槽１１の別の例を示す図面であり、このような形状にしても均一な水流と気
泡の拡散を確保しながら、気泡の滞留を促進できる。
【００２４】
生成槽１１には、攪拌手段を設けてもよいが、攪拌手段を設けなくても散気と水流による
攪拌効果によって水５１とガス５３とが十分に混合される。従って、攪拌動力を省略する
ことが可能であり、省エネルギーでの製造が実現する。
【００２５】
水貯槽１３、水供給ポンプ１７および水供給配管６１は水供給手段を構成しており、水５
１を所定圧力まで加圧しながら生成槽１１へ連続的に導入する。水貯槽１３は、コイル式
熱交換器３５を備えているため、ブラインの流入４３と流出４４により生成槽１１へ供給
される水５１を予め所定温度まで冷却することが可能であり、生成槽１１内の温度上昇を
防止してガスハイドレートの生成効率を高めている。また、後述するようにガスハイドレ
ート貯槽１５からの水５１を循環再使用する場合にも冷却した水５１を使用できるので有
利である。
【００２６】
ガスハイドレート貯槽１５は、外部にガスハイドレート保温用ジャケット式熱交換器３７
を備えており、ブラインの流入４５、流出４６によって冷却することにより槽内温度を一
定に保てるように構成されている。
【００２７】
生成槽１１の頂部から導入された水５１は槽内に所定圧力で充満するが、水排出手段とし
ての抜出ポンプ１９を作動させて底部から排出することにより、所定の速度の流れ場を形
成しながら槽内を流下していくことになる。この水５１の流れは、後述するように、水中
を浮力で上昇していく気泡と対向する流れとして形成される。生成槽１１の水平断面のほ
ぼ全体において、この対向流が生じるように水５１を供給する。
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【００２８】
生成槽１１内における水５１の流下速度は、水５１の導入・排出量によって所定の速度に
調整することができ、気泡径に応じて設定することが好ましいが、例えば、０.１～３ｍ
／ｓの範囲とすることができる。
【００２９】
ガス５３は、図示しない供給源からガス供給配管６２を介して生成槽１１の下部から生成
槽１１内に挿入され、散気機構３１より水中に気泡として放出される。放出された気泡は
、その上昇力により生成槽１１内を上昇するが、槽内には気泡に対向するように上から下
へ所定速度の下降流が形成されているため、気泡の上昇速度は下降流がない場合に比べて
著しく遅くなるか、あるいは上昇を妨げられる。また、気泡中のガスがハイドレートとし
て消費されていくに伴い、気泡の浮力も小さくなる。その結果、気泡の生成槽１１内での
滞留時間が長くなり、ガス５３の溶解量が増加してガスハイドレートの生成反応（水和反
応）が効率良く進行する。気泡の滞留時間は、気泡径や水の下降流速に応じて変化するが
、十分なガスハイドレート生成反応を行わせるためには、例えば１～１０分程度となるよ
うに設定することが好ましい。また、この気泡の滞留時間を調整することによって、生成
するガスハイドレートの粒径を任意の大きさに制御することも可能である。例えば、水の
流下速度を速くして、生成槽内での気泡の滞留時間を短くすることにより、ガスハイドレ
ートの成長時間を短くして小さい粒径のハイドレートを製造したり、逆に、水の流下速度
を遅くして、生成槽内での気泡の滞留時間を長くすることにより、ガスハイドレートの成
長時間を長くして大きい粒径のハイドレートを製造したりすることができる。
【００３０】
ガス５３は、水の流下速度や気泡の大きさにもよるが、大部分が水流とともに生成槽１１
の底部から排出され、ガスハイドレート貯槽１５に移される。ガス５３が生成槽１１を上
昇して頂部に達した場合は、第１のガス循環用配管６６を介して再びガス供給配管６２よ
り生成槽１１内に導入され再利用が図られる。生成槽１１頂部から効率的なガス５３の排
出を行うため、第１のガス循環用配管６６には必要に応じてポンプを設置してもよい。
【００３１】
以上のようなガス５３と水５１との接触並びに所定の圧力および温度条件により、生成槽
１１内でガスハイドレート５５が生成する。生成したガスハイドレート５５は、水よりも
小さな比重（例えばメタンハイドレートでは０．９１５ｇ／ｃｍ３）を持ち、本来ならば
水中を浮上する性質を持つものもあるが、この場合でも本発明製造装置１００では生成槽
１１内の水流により自然に底部付近のガスハイドレート集積部１１４（図２および図３参
照）に集積していき、底部から、ガスハイドレート排出手段としての役割も兼ねる抜出ポ
ンプ１９の作用により水５１とともに排出されガスハイドレート回収用配管６３を流送さ
れてガスハイドレート貯槽１５内に貯留されていく。このように水５１とガスハイドレー
ト５５を同一の経路でガスハイドレート貯槽１５に導くことにより、装置の簡素化が図ら
れるとともに、流動性の高いスラリー状態のガスハイドレート５５を連続的かつ高速に製
造できる。なお、この実施形態では、水５１とガスハイドレート５５を同一経路で移送す
るため、生成槽１１からの排出を底部の同じ部位から行っているが、後記する第２実施形
態のように別個に排出してもよい。また、水５１またはガスハイドレート５５を排出する
部位も、生成槽１１の底部に限るものではなく、本発明の効果を損なわない範囲であれば
他の部位から排出する構成も可能である。
【００３２】
ガスハイドレート貯槽１５内では、生成したガスハイドレート５５と水５１とは層状に分
離するため、下層の水５１は弁３９の開放により第１の水循環用配管６４を介して再び水
供給槽１３に戻され再利用される。また、水とともに流送されたり、ガスハイドレート５
５が分解したりすることにより、ガスハイドレート貯槽１５の上部に滞留したガス５３は
、第２のガス循環用配管６５を介してガス供給用配管６２に戻され再利用される。これに
よって、水とガスを有効利用したガスハイドレート製造装置１００の連続運転が可能にな
る。



(8) JP 4798887 B2 2011.10.19

10

20

30

40

50

【００３３】
図４は、本発明の第２実施形態のガスハイドレート製造装置１０１の概略構成を示す図面
であり、ここでは、水排出手段とガスハイドレート排出手段とを別個に設けている。
【００３４】
すなわち、生成槽１１内の水流により底部付近のガスハイドレート集積部１１４（図２お
よび図３参照）に集積したガスハイドレート５５は、側部から抜出ポンプ１９の作用によ
り排出されガスハイドレート回収用配管６３を流送されてガスハイドレート貯槽１５内に
貯留されていく。一方、生成槽１１内を流下した水５１は、ガスハイドレート５５の排出
口とは別の排出口より生成槽１１の底部から排出され、第２の水循環用配管６７によって
水貯槽１３に送られ、循環再利用される。このように、生成ガスハイドレート５５と水５
１とを別経路で移送することにより、比較的濃度の高い状態のガスハイドレート５５をガ
スハイドレート貯槽１５に蓄えることができるとともに、大量の循環水の大部分は水貯槽
１３へ直接接続する第２の水循環用配管６７を介して行われるので効率がよい。図４にお
ける他の構成は、図１と同様であるため、同一の構成には同一の符号を付して説明を省略
する。
【００３５】
【発明の効果】
本発明によれば、生成槽内を上昇する気泡と対向する水流を形成する構成としたため、気
泡の上昇速度を低下させ、水中で気泡を滞留させて気液接触時間を延ばすことが可能とな
り、水中への原料ガスの溶解量を増加させてガスハイドレートの生成量を大幅に増大させ
ることができる。しかも、水流の強弱や気泡径の大きさなどにより気液接触時間を調節可
能であるため、装置サイズは比較的自由に設定することができ、生成効率を高める目的で
装置サイズを大きくしたり、水の噴霧機構などの複雑な装置を設けたりする必要がない。
また、高いガスハイドレート生成量での連続運転が可能であるため、非常に効率よくガス
ハイドレートを製造することが可能である。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の一実施形態のガスハイドレート製造装置の説明に供する図面。
【図２】生成槽の形状の一例を説明する図面。
【図３】生成槽の形状の他の例を説明する図面。
【図４】本発明の別の実施形態のガスハイドレート製造装置の説明に供する図面。
【符号の説明】
１１　　生成槽
１３　　水貯槽
１５　　ガスハイドレート貯槽
１７　　水供給ポンプ
１９　　抜出ポンプ
３１　　散気機構
３３　　ジャケット式熱交換器
３５　　コイル式熱交換器
３７　　ジャケット式熱交換器
３９　　弁
４１、４３、４５　　流入ブライン
４２、４４、４６　　流出ブライン
５１　水
５３　ガス
５５　ガスハイドレート
６１　水供給用配管
６２　ガス供給用配管
６３　ガスハイドレート回収用配管
６４　　第１の水循環用配管
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６５　　第２のガス循環用配管
６６　　第１のガス循環用配管
６７　　第２の水循環用配管
１００　　ガスハイドレート製造装置
１０１　　ガスハイドレート製造装置
１１１　　小径部
１１２　　気泡滞留部
１１３　　大径部
１１４　　ガスハイドレート集積部

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】
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