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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　予備変換システムおよび製品回収システム（１１）を含む、有機物質を炭化水素へ変換
するための装置であって、前記予備変換システムが、
－有機物質を含む流体の供給を加熱するための第一の加熱ユニット（４）であって、流体
の供給を、元素周期律表のＩＡ族の少なくとも１つの元素の化合物を含む均一系触媒の存
在下で、２００℃超の温度に加熱するように構成された第一の加熱ユニット（４）、
－液体の供給を２２５バール超の圧力に加圧するように構成されたポンプ（３）、
－有機物質を含む流体の供給を接触させるための触媒反応装置（７）であって、加圧され
、かつ加熱された流体の触媒反応を、周期律表の第ＩＶＢ族の少なくとも1種の元素の化
合物および／またはα－アルミナを含む不均一触媒の使用によって、もたらすように構成
された触媒反応装置（７）、および
－流体が７を超えるｐＨ値を有するように調整するための調整ユニット、を含み、また前
記の製品回収システム（１１）が、
－オイルおよび水溶性塩の第一の流れ（Ｌ；Ｈ、Ｏ、Ｐ、Ｅ）を、水および水溶性有機物
の第二の流れ（Ｋ；Ｆ、Ｑ、Ｇ；Ｒ）から分離するためのメンブレンフィルタ（１３）を
含むことを特徴とする装置。
【請求項２】
　予備変換システムが、供給順序の中で、流体へ有機物質を供給するための貯蔵所を更に
含むことを特徴とする請求項１記載の装置。
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【請求項３】
　予備変換システムが、供給順序の中で、原料の供給箇所の後に、また第一の加熱ユニッ
ト（４）の前に置かれた、流体を加熱および／または冷却することができる前処理ユニッ
ト（１）を更に含むことを特徴とする請求項１または２記載の装置。
【請求項４】
　予備変換システムが、供給順序の中で、第一の加熱ユニット（４）の後に置かれた第一
の粒子分離ユニット（５）を更に含むことを特徴とする請求項１～３のいずれか１項記載
の装置。
【請求項５】
　予備変換システムが、供給順序の中で、第一の粒子分離ユニット（５）の後に、また触
媒反応装置（７）の前に置かれた第二の加熱ユニット（６）を更に含むことを特徴とする
請求項４記載の装置。
【請求項６】
　予備変換システムが、供給順序の中で、触媒反応装置（７）の後に置かれた第二の粒子
分離ユニット（９）を更に含むことを特徴とする請求項４または５記載の装置。
【請求項７】
　予備変換システムが、供給順序の中で、触媒反応装置（７）の後の流体の供給の一部を
、第二の加熱ユニット（６）の前の流体の供給に再循環する手段（８）を更に含むことを
特徴とする請求項５記載の装置。
【請求項８】
　第一の加熱ユニット（４）が、加熱に加えて、予備変換システムからの流体を、製品回
収システムに入る前に冷却する第一の熱交換器であることを特徴とする請求項１～７のい
ずれか１項記載の装置。
【請求項９】
　前処理ユニットが、流体を前処理ユニット中で加熱するのに加えて、予備変換システム
からの流体を、製品回収システムに入る前に冷却する熱交換器を更に含むことを特徴とす
る請求項３記載の装置。
【請求項１０】
　前処理ユニットが、第一の加熱ユニット（４）および第二の加熱ユニット（６）の間に
置かれた第一の膨張ユニット（１０）を更に含むことを特徴とする請求項５または７記載
の装置。
【請求項１１】
　製品回収システムが、燃料ガスなどのガス（Ｉ）の分離のためのガス分離ユニット（１
２）を更に含み、ガス分離ユニット（１２）が、供給順序の中で、第二の加熱ユニット（
６）の後、また第一のメンブレンフィルタ（１３）の前に置かれていることを特徴とする
請求項５または１０記載の装置。
【請求項１２】
　製品回収システムが、第二の加熱ユニット中で流体を加熱するために、燃料ガスなどの
前記のガス（Ｉ）を再循環する手段を更に含むことを特徴とする請求項５記載の装置。
【請求項１３】
　製品回収システムが、供給順序の中で、第一のメンブレンフィルタ（１３）の後に置か
れた第二の膨張ユニットを更に含むことを特徴とする請求項１０記載の装置。
【請求項１４】
　製品回収システムが、第一の流れ（Ｌ）からオイル（Ｈ）を分離するための相分離ユニ
ット（１４）を更に含み、相分離ユニット（１４）が、供給順序の中で、メンブレンフィ
ルタ（１３）の後に置かれていることを特徴とする請求項１～１３のいずれか１項記載の
装置。
【請求項１５】
　製品回収システムが、第一の流れの一部（Ｅ）を、予備変換システムの前処理ユニット
（１）中へ再循環する手段を更に含むことを特徴とする請求項３または９記載の装置。
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【請求項１６】
　製品回収システムが、第二の流れから電力を生み出すための直接メタノール型燃料電池
(１８)を更に含むことを特徴とする請求項１～１５のいずれか１項記載の装置。
【請求項１７】
　製品回収システムが、限外ろ過、ナノろ過、逆浸透またはパーベーパレーションまたは
それらの組み合わせを含むメンブレンプロセスからなる群から選ばれる、１つまたはそれ
以上のメンブレンフィルタ（１５、１６、１７）を更に含むことを特徴とする請求項１～
１５のいずれか１項記載の装置。
【請求項１８】
　製品回収システムが、第二の流れ（Ｋ）から精製したメタノール化合物（Ｆ）を分離す
るために第二のメンブレンフィルタを更に含むことを特徴とする請求項１７記載の装置。
【請求項１９】
　製品回収システムが、精製したメタノール化合物（Ｆ）を、第二の流れから、予備変換
システムの前処理ユニット（１）中へ再循環する手段を更に含むことを特徴とする請求項
３、９および１５のいずれか1項記載の装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は有機物質のエネルギーの含有量を、該物質を炭化水素へと変換することにより
増強するための方法および装置ならびに結果として得られるその製品に関する。
【背景技術】
【０００２】
　世界のエネルギー需要は増大しており、また化石燃料源は消耗されており、利用できる
エネルギー源に対する競争の増大へと導いていて、そしてその結果、高いエネルギー価格
が経済成長を妨げている。この状況を克服するために、再生可能なエネルギー源を開発し
なければならない。エネルギー需要のかなりの部分を賄うのに十分な能力を備える唯一の
再生可能なエネルギー源はバイオマス変換である。バイオマスは既存の技術によって熱や
電力に効果的に変換されるが、しかしながら、全エネルギー消費量の３分の１を占める輸
送用燃料は高いエネルギー密度の流体として利用可能でなければならず、好ましくはジー
ゼルオイルやガソリンなどの化石燃料と混合可能でなければならない。従って、バイオマ
スのエネルギーの含有量を変換し、そして増強する技術が要望されている。
【０００３】
　同時に、全世界で、工場、家庭などからあらゆる種類の廃棄物が生成されており、そし
てその結果として最近の数十年に亘り、廃棄物処理が、克服できない廃棄物の量へと増大
してきている。廃棄物を捨てることはますます問題となってきており、そして従って安価
で効果的な廃棄物の処理がますますより重要になってきている。
【０００４】
　廃棄物処理の知られている方法は、ごみの焼却である。しかしながら、例えば汚水スラ
ッジ、および産業排水処理残渣などの、多くの廃棄物は高い水分含量が原因して焼却に適
さない。このような廃棄物の焼却は追加のエネルギー投入を要し、すなわち、総プロセス
エネルギーはマイナスである。このことを考慮して、このような廃棄物の処理のための新
規な方法が開発されてきている。しかしながらこれらの知られている方法は、同じ装置内
で処理することのできる廃棄物の種類に関して、また再生利用可能な製品へと変えられた
変換された廃棄物がどれだけの量であるかについて、未だ非常に限定されている。加えて
、再生利用可能な製品への変換された有機物質のエネルギーは、その方法に投入されたエ
ネルギーの量に比較して未だ非常に低い。従って、有機物質の変換を商業的に魅力あるよ
うにするためには、今もなお、よりエネルギー効率の高いプロセスの必要性がある。
【０００５】
　更に、知られている方法では、装置の内部の焦げたものおよび煤が、装置の定期的な清
掃を必要とするほどの量で堆積することを示している。このような清掃操作は時間を費や
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し、そしてそれ故に費用が掛かる。
【０００６】
　知られている方法においては、有機物質の変換のための装置を作るのに用いられる材料
の腐食が問題であり、これらの構成材の材料はより高価な材料のグループから選ばれなけ
ればならない。この腐食の問題は、変換のための装置のコストを増大させ、そしてそれ故
にごみ焼却の代わりに廃棄物の変換を用いるという動機を減少させる。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　本発明の目的は、廃棄物、スラッジ、バイオマスなどのような有機物質を炭化水素燃料
などの再生利用可能な製品へと変換するための改善された方法および改善された装置を提
供するものであり、この方法は、前述の問題点と不都合を、少なくとも部分的に克服する
か、または少なくとも軽減する。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明の他の目的は、有機物質の変換から改善された再生利用可能な製品を提供するこ
とにあり、その改善された製品はある種のエネルギーとして再利用できる。これらの目的
および他のいくつかの目的は、以下で明白になり、有機物質を炭化水素燃料へと変換する
、以下のステップを含む方法を提供することにより、本発明の最初の態様によって達せら
れる：
－流体中の前記有機物質を２２５バールを超える圧力に加圧すること、また
－前記流体中の前記有機物質を、元素周期律表のＩＡ族の少なくとも１つの元素の化合物
を含む均一系触媒の存在下で２００℃を超えた温度に加熱すること、更に、
－前記流体中の前記有機物質を、周期律表のＩＶＢ族の少なくとも１つの元素の化合物お
よび／またはα－アルミナを含む不均一系触媒と接触させること、また
－前記流体を７を超えるｐＨ値に調整すること、
の各ステップを含む方法。
【発明の効果】
【０００９】
　有機物質を再生利用可能な製品へと変換する改善された方法がここに得られる。有機物
質を、周期律表のＩＶＢ族の少なくとも１つの元素の化合物および／またはα－アルミナ
を含む不均一系触媒と接触させることにより、該触媒は再利用が可能であり、また有機物
質の連続的な変換が可能である。その結果、一定量の有機物質を変換するのに消費される
触媒の量は減少し、それによって物質を変換するコストはかなり減少する。加えて、触媒
プロセスを２つの別々のプロセスに分割することが変換の速度を増大させるという事実に
起因して、工程所要時間は相当に減少している。
【００１０】
　更に、流体を７を超えるように調整することにより、装置の中で関係する構成材料とし
て使用される材料の腐食は、相当に減少する。これらの材料の腐食が減少するので、装置
の建造には安価な標準的な材料を使用することができる程である。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】図１は、実験室規模の構成の概略図を示している。
【図２】図２は、包括的なプロセスフローシートを示している。
【図３】図３は、本発明による製品回収の１つの態様を示している。
【図４】図４は、本発明による製品回収の他の態様を示している。
【図５】図５は、本発明による製品回収の更に他の態様を示している。
【図６】図６は、本発明による製品回収の更に他の態様を示している。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
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　本発明の他の態様によれば、本方法は、前記有機物質を含む前記流体のｐＨ値を、７～
１４の範囲、例えば７～１２、そして好ましくは７～１０の範囲、例えば７～９．５の範
囲に維持するステップを含むことができる。有機物質を炭化水素燃料へと変換する際に、
装置の関係する構成材料として使用される材料の腐食が少なくとも大したことのない量の
腐食まで実質的に減少されることが、これによって達成される。
【００１３】
　更に、本発明の態様によれば、本方法は、有機物質を、４～１５バールの圧力、１００
～１７０℃の温度で、０．５～２時間前処理するステップを含むことができる。有機物質
をこの圧力で前処理することにより、有機物質は予備変換され、それによってその後の変
換が、前処理なしよりも、より速く行われる。
【００１４】
　続いて、本発明の他の態様によれば、前処理ステップは切断、グラインディング、ミリ
ング、または篩い分けステップ、またはそれらの組み合わせなどの物質のサイズ減少のス
テップを含むことができる。このようなサイズの減少により、有機物質の変換プロセスは
、サイズ減少なしよりも、なお更より速く行われる。
【００１５】
　更に、本発明によれば、前処理ステップは流体に添加剤を加えるステップを含むことが
でき、それによって、変換プロセスは、変換時間の速度に関して、また有機物質の炭化水
素燃料への変換の結果の製品に関して、更により改善される。有機物質の変換に由来する
製品は、これらの添加剤を加えることによって、制御することが可能であり、それで結果
として得られる製品はオイル、メタノール、水、水溶性有機物、水溶性塩、などの可変の
組成を有することができる。それ故に、再生利用可能な製品を、製品のその後の使用の希
望に関して調整することが可能である。
【００１６】
　本発明の１つの態様では、前処理ステップは前記の有機物質を含む前記の流体のｐＨを
７を超えるように調整するステップを含むことができる。それにより変換プロセスの早い
段階で有機物質を含む流体のｐＨ値を調整することができるので、それによって変換の工
程所要時間が減少する。
【００１７】
　有機物質を含む流体の前処理ステップにより、流体中の固体状態の物質の量を増加する
ことができ、これがまた変換のより速い速度とそれによる更に高い生産能力を導く。この
ことが、より効率的かつコストを削減した有機物質の変換をもたらす。
【００１８】
　本発明の他の態様では、本方法は有機物質を含む流体から粒子を分離するステップを更
に含むことができる。有機物質を含む流体を不均一系触媒と接触させる前に、粒子を分離
することにより、変換プロセスの結果として生じるオイルなどの製品が、その結果これら
の粒子に実質的に拘束されなくなり、そしてその結果、この変換プロセスの後に、更に直
接に再利用可能となる。その結果、精製装置などの第二のプロセスがなくても済む。
【００１９】
　本発明の更に他の態様では、本方法は流体を加熱する第二のステップを更に含むことが
できる。これにより、有機物質を含む流体の温度は不均一系触媒と接触するすぐ前に調整
することができ、その結果プロセスは最適化され、それが工程所要時間を減少することに
導く。更に、このような早い段階で流体から粒子を分離してしまうことにより、分離され
た粒子の輸送のための相当の量のエネルギーが節約され、これはまた総量としての変換プ
ロセスのエネルギー消費の量を減少させる。
【００２０】
　更に、本発明によれば、本方法は第二の粒子分離ステップを含むことができるが、この
ステップは第一の粒子分離ステップに対しての単なる安全対策である。このステップは、
第一の粒子分離ステップと同じ理由で、変換プロセスのエネルギー消費の総量を減少させ
る。
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【００２１】
　更に、本発明によれば、本方法は流体を冷却するステップを含むことができる。流体の
冷却によって、有機物質の変換の結果として得られる製品は、製品の組成に関して最適化
することができる。
【００２２】
　有利には、本発明によれば、冷却のステップは、第一の加熱ステップおよび／または前
処理ステップにおける流体の予備加熱のステップとの熱交換によって実施することができ
る。これによって、再生利用可能な製品への変換の第二の部分の前の冷却が必要な流体か
ら、流体を不均一系触媒に接触させる前の変換プロセスの最初の部分における流体に、熱
を再利用することが達成される。この結果、有機物質の変換のためのエネルギーの総量は
、最小に保たれる。
【００２３】
　本発明の１つの態様では前記の方法は、流体からの、燃料ガスなどのガスの分離のステ
ップを更に含むことができる。このガスの分離によって、再生利用可能な１種類の製品が
得られ、これは本発明の目的の１つである。
【００２４】
　本発明の１つの態様では、本方法は燃料ガスが第二の加熱ステップにおいて流体を加熱
するのに用いられるステップを更に含むことができる。分離されたガスを用いることによ
って、これは有機物質の変換において再利用されているのであり、従って再生利用可能と
いうことである。
【００２５】
　さらに、本発明によれば、本方法は、第一のメンブレンフィルタ中でオイルおよび水溶
性塩から水および水溶性有機物をろ過するステップを更に含むことができる。この分離に
よって、再生利用可能な製品が得られ、また再生利用可能な製品への更なる変換が可能で
ある。
【００２６】
　本発明の１つの態様では、水および水溶性有機物は直接メタノール型燃料電池の中で、
電力に変換される。これは、本発明の再生利用可能な製品の１つを利用する１つの方法で
ある。これはまた、再利用製品を電力の形態の使用可能な製品へと変換する、後に続くス
テップであるとみなすことができる。
【００２７】
　本発明の他の態様では、本方法はまた、第二のメンブレンフィルタにおけるメタノール
の精製などの、水から水溶性有機物をろ過する第二のろ過ステップを含むことができる。
この変換ステップによって１つの再利用製品が得られる。
【００２８】
　続いて、前記の１つまたはそれ以上のメンブレンフィルタは、限外ろ過、ナノろ過、逆
浸透、またはパーベーパレーションまたはそれらの組み合わせを含むメンブレンプロセス
の群から選ぶことができる。この選択により、異なる種類の再利用製品を得ることができ
る。
【００２９】
　本発明の１つの態様では、第二のろ過ステップの後で水および水溶性有機物は、逆浸透
プロセスの中で飲用可能な水に変換することができる。逆浸透のプロセスを含む本方法に
より、１つの非常に再生可能な製品が得られる。
【００３０】
　本発明の１つの態様では、濃縮されたメタノールを含む水溶性有機物は前処理ステップ
に再循環することができる。これによって、変換方法の更なる最大限の利用が達成され、
そして濃縮されたメタノールの変換された製品が再利用される。
【００３１】
　更に、本発明の１つの態様では本方法は相分離を含むことができ、これにより製品とし
てのオイルの分離ができる。
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【００３２】
　本発明の１つの態様では、流体中の有機物質を不均一系触媒と接触させるステップは温
度を実質的に一定に保ちながら実施することができる。接触ステップにおいて温度を一定
に保つことにより、流体の不均一系触媒への接触が同じ条件に保たれ、そしてそれ故に変
換が接触ステップを通して一定となる。更なる利点は、変換に含まれる化学反応の平衡と
反応速度が接触ステップを通して一定に保たれるので、その結果変換によって形成される
製品の均一性を確実にする。
【００３３】
　本発明の他の態様では、接触ステップの温度を、２００～６５０℃の範囲、例えば２０
０～４５０℃の範囲、また好ましくは２００～３７４℃の範囲、またより好ましくは２５
０～３７４℃の範囲、例えば２７５～３５０℃の範囲とすることができる。このような低
い温度に保つことにより、変換プロセスは、同じ量の有機物質を変換するのに、より高い
温度での場合よりもより少ないエネルギーしか使用しない。低い温度は、７を超えるｐＨ
値とともに、本方法が実施される装置に用いられる材質の腐食を低減する。
【００３４】
　接触ステップが低い温度であることは、炭化水素燃料へと変換される有機物質の割合を
増加させ、そしてそれによって、接触ステップのオイル生成能力を増加する。このような
低い温度では、塩の溶解度はより高い温度に比べて高い、そのために装置の内部で塩の堆
積がほとんど発生しないので、変換プロセスは更に有利である。更に、このような低い温
度では有機物質は煤やタールへは少ししか変換されず、これらの生成物は非常に再生利用
可能であるとはいえない。最後に、このような低い温度は装置をより耐腐食性でない材料
で建造することを許し、さらに競争力を改善する。
【００３５】
　本発明の他の態様では、前記の変換の圧力が、２２５～６００バールの範囲、例えば２
２５～４００バールの範囲、また好ましくは２２５～３５０バールの範囲、例えば２４０
～３００バールの範囲であることができる。これらの範囲の圧力を用いることにより、本
方法には標準的な構成材料と装置を用いることができ、それゆえ変換プロセスおよび装置
のコストは、より高い圧力でのそれに比べて、相当に低減される。
【００３６】
　更に、本発明の方法では、接触ステップが３０分間未満、例えば２０分間未満、好まし
くは１０分間未満、例えば７．５分間未満、またより好ましくは０．５～６分間の範囲、
例えば１～５分間の範囲でなされることができる。流体を短時間接触することにより、有
機物質の変換処理率を実質的に減らさないで、変換の工程所要時間が減少する。
【００３７】
　更に、本発明の他の態様では、周期律表のＩＶＢ族の少なくとも１つの元素の化合物が
ジルコニウムおよび／またはチタンを含むことができる。不均一系触媒としてジルコニウ
ムおよび／またはチタンを用いることにより、有機物質の変換処理率を減らさないで、変
換の工程所要時間が減少する。
【００３８】
　本発明の他の態様では、周期律表のＩＶＢ族の少なくとも１つの元素の化合物が酸化物
および／または水酸化物型またはこの２つの組み合わせであることができる。酸化物およ
び／または水酸化物型の不均一系触媒を用いることにより、有機物質の変換処理率を減ら
さないで、変換の工程所要時間が減少する。
【００３９】
　有利には、本発明の他の態様では、周期律表のＩＶＢ族の少なくとも１つの元素の化合
物の少なくとも一部が硫酸塩または硫化物型であることができる。硫酸塩または硫化物型
の不均一系触媒を用いることにより、有機物質の変換処理率を減らさないで、変換の工程
所要時間が減少する。
【００４０】
　本発明の１つの態様では、不均一系触媒が、Ｆｅ、Ｎｉ、Ｃｏ、Ｃｕ、Ｃｒ、Ｗ、Ｍｎ
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、Ｍｏ、Ｖ、Ｓｎ、Ｚｎ、Ｓｉ、からなる群から選ばれた少なくとも１つの元素を、２０
質量％以下の量で、例えば１０質量％までの量で、好ましくは５質量％までの量で、例え
ば２．５質量％までの量で更に含むことができる。１つまたはそれ以上のこの群の元素を
一緒にもつ上述の不均一系触媒を用いることにより、有機物質の変換処理率を減らさない
で、変換の工程所要時間が相当に減少する。
【００４１】
　更に、本発明の他の態様では、これらの元素が酸化物および／または水酸化物型である
ことができ、それにより有機物質の変換処理率を減らさないで、変換の工程所要時間が更
に減少する。
【００４２】
　更に、本発明の他の態様では、不均一系触媒が、懸濁した粒子、タブレット、ペレット
、環、円筒、ハニカム構造、繊維構造および／またはそれらの組み合わせの形態であるこ
とができる。前記の不均一系触媒の構造の利点は、触媒と接触される有機物質流れの流速
分布を制御し、更に適当な圧力損失と触媒の全表面への接触を確実にすることである。
【００４３】
　更に、本発明の他の態様では、前記の不均一系触媒は、少なくとも一部が反応装置中に
入っている。これによって、反応装置の中にある触媒の一部を再利用することが可能とな
る。
【００４４】
　有利には、本発明の他の態様では、前記の反応装置が固定床反応装置である。固定床反
応装置を用いることによって、反応装置の中にある触媒の一部を再利用することがよりず
っと容易に可能となる。
【００４５】
　本発明の１つの態様では、前記の不均一系触媒が、１０ｍ２／ｇ以上、例えば２５ｍ２

／ｇ、好ましくは５０ｍ２／ｇ以上、例えば１００ｍ２／ｇ、またより好ましくは１５０
ｍ２／ｇ以上、例えば２００ｍ２／ｇ以上のＢＥＴ表面積を有することができる。このＢ
ＥＴ表面積を有することにより、十分な触媒活性表面積が確保されるので、変換プロセス
の質を下げることなく、変換の工程所要時間が更に減少する。
【００４６】
　本発明の他の態様では、前記の不均一系触媒は、Ｓｉ、Ｌａ、ＹまたはＣｅまたはそれ
らの組み合わせからなる群から選ばれた少なくとも１つの表面積安定剤を含むことができ
る。この表面積安定剤を有することにより、変換プロセスの質を下げることなく、触媒寿
命は更に延長される。
【００４７】
　有利には、本発明の１つの態様では、前記の不均一系触媒は、前記の表面積安定剤の少
なくとも１つを２０質量％以下の有効量で、例えば１０質量％以下の有効量で、好ましく
は前記の表面積安定剤を７．５質量％以下の有効量で、例えば表面安定剤を５質量％以下
の有効量で含むことができ、そしてより好ましくは前記の表面安定剤が０．５～５質量％
の有効量で存在する、例えば１～３質量％存在する。この表面安定剤を２０質量％以下有
することにより、変換プロセスの質を下げることなく、触媒寿命は更に延長される。
【００４８】
　更に、本発明の他の態様では、前記の不均一系触媒は、１０００時間の使用後に１０ｍ
２／ｇ以上のＢＥＴ表面積を、例えば１０００時間の使用後に２５ｍ２／ｇ以上のＢＥＴ
表面積を、また好ましくは１０００時間の使用後に５０ｍ２／ｇ以上のＢＥＴ表面積を、
例えば１０００時間の使用後に１００ｍ２／ｇ以上のＢＥＴ表面積を、またより好ましく
は１０００時間の使用後に１５０ｍ２／ｇ以上のＢＥＴ表面積を、例えば１０００時間の
使用後に２００ｍ２／ｇ以上のＢＥＴ表面積を有することができる。この１０００時間の
使用後に１０ｍ２／ｇ以上のＢＥＴ表面積を有することにより、十分な触媒活性表面積が
確保されるので、変換プロセスの質を下げることなく、変換の工程所要時間が更に減少す
る。
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【００４９】
　更に、本発明の他の態様では、前記の不均一系触媒が赤泥から生成される。これによっ
て、有機物質の変換における廃棄物の利用がなされ、有機物質もまた廃棄物である。
【００５０】
　更に、本発明によれば、本方法は炭酸塩および／または炭酸水素塩を再循環するステッ
プを含むことができる。炭酸塩および／または炭酸水素塩を再循環することにより、本方
法は変換方法に由来する製品を再利用し、そしてこのことにより本方法の最大限の利用が
なされる。
【００５１】
　本発明の１つの態様では、前記の炭酸塩および／または炭酸水素塩の濃度は、０．５質
量％以上、例えば１質量％以上、また好ましくは２質量％以上、例えば３質量％以上、そ
してより好ましくは４質量％以上、例えば５質量％以上であることができる。炭酸塩およ
び炭酸水素塩は、均一系触媒により実施される触媒での変換において重要な活性化剤であ
る。
【００５２】
　更に、本発明によれば、本方法は少なくとも１つのアルコールを再循環するステップを
含むことができる。少なくとも１つのアルコールを再循環することにより、本方法は変換
方法に由来する製品を再利用し、そしてこのことにより本方法の最大限の利用がなされる
。
【００５３】
　本発明の１つの態様では、前記の少なくとも１つのアルコールがメタノールを含むこと
ができ、それによって非常に有効な再生利用可能な製品が、本方法を最大限利用しながら
再利用される。
【００５４】
　本発明の他の態様では、前記の流体中のメタノールの含有量が、０．０５質量％以上、
例えば０．１質量％以上、また好ましくは０．２質量％以上、例えば０．３質量％以上、
そしてより好ましくは０．５質量％以上、例えば１質量％以上であることができる。メタ
ノールはオイル製品の生成の原因となる化学反応に関与しており、そして化学反応におい
てラジカルを破壊するが、そうでなければ、ラジカルは有機物質の分解の間に煤とタール
の形成の原因となる。
【００５５】
　有利には、本発明の他の態様では、本方法は水素を含む流体を再循環するステップを含
むことができる。水素を含む流体を再循環することにより、本方法は変換方法に由来する
製品を再利用し、そしてこのことにより本方法の最大限の利用がなされる。
【００５６】
　更に、本発明の他の態様では、前記の流体の水素含有量が、処理される前記の有機物質
の量の０．００１質量％以上に相当する、例えば処理される前記の有機物質の量の０．０
１質量％以上、また好ましくは処理される前記の有機物質の量の０．１質量％以上、例え
ば処理される前記の有機物質の量の０．２質量％以上、そしてより好ましくは流体の水素
含有量が処理される前記の有機物質の量の０．５質量％以上、例えば処理される前記の有
機物質の量の１質量％以上であることができる。水素は飽和オイル化合物を生成する化学
反応に関与しており、反応においてフリーラジカルを破壊するが、そうでなければフリー
ラジカルは、変換において有機物質の熱分解中に煤とタールの形成に導くことになる。
【００５７】
　更に、本発明によれば、本方法は少なくとも１つのカルボン酸を再循環するステップを
含むことができる。少なくとも１つのカルボン酸を再循環することにより、本方法は変換
方法に由来する製品を再利用し、そしてこのことにより本方法の最大限の利用がなされる
。
【００５８】
　更に、本発明の他の態様では、前記の少なくとも１つのカルボン酸が、１～４炭素原子
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に相当する鎖長を有するカルボン酸を少なくとも１つ含むことができる。前記の少なくと
も１つの１～４炭素原子に相当するカルボン酸は、オイル製品を生成する化学的な連鎖の
形成反応に関与している。
【００５９】
　更に、本発明の他の態様では、前記の少なくとも１つのカルボン酸が、ギ酸および／ま
たは酢酸を含むことができる。前記の少なくとも１つの１～４炭素原子に相当するカルボ
ン酸は、オイル製品を生成する化学的な連鎖の形成反応に関与している。
【００６０】
　有利には、本発明によれば、前記の流体中の前記のカルボン酸の濃度が、１００質量ｐ
ｐｍ以上、例えば２５０質量ｐｐｍ以上、そして好ましくは４００質量ｐｐｍ以上、例え
ば５００質量ｐｐｍ以上であることができる。この濃度レベルで、オイル製品生成の化学
反応速度は、有機物質の前記のオイル製品への変換を確実にするのに十分である。
【００６１】
　本発明の１つの態様では、本方法は、少なくとも１つのアルデヒドおよび／または少な
くとも１つのケトンを再循環するステップを含むことができる。少なくとも１つのアルデ
ヒドおよび／または少なくとも１つのケトンを再循環することにより、本方法は変換方法
に由来する製品を再利用し、そしてこのことにより本方法の最大限の利用がなされる。
【００６２】
　本発明の他の態様では、前記の少なくとも１つのアルデヒドおよび／または少なくとも
１つのケトンは、１～４炭素原子に相当する鎖長を有する少なくとも１つのアルデヒドお
よび／または少なくとも１つのケトン含むことができる。前記の１～４炭素原子に相当す
る少なくとも１つのアルデヒドおよび／または少なくとも１つのケトンは、オイル製品を
生成する化学的な連鎖の形成反応に関与している。
【００６３】
　更に、本発明の他の態様では、前記の少なくとも１つのアルデヒドおよび／または少な
くとも１つのケトンは、ホルムアルデヒドおよび／またはアセトアルデヒドを含むことが
できる。前記の１～４炭素原子に相当する少なくとも１つのアルデヒドおよび／または少
なくとも１つのケトンは、オイル製品を生成する化学的な連鎖の形成反応に関与している
。
【００６４】
　本発明によれば、前記の流体中の前記の少なくとも１つのアルデヒドおよび／または少
なくとも１つのケトンの濃度は、質量比１００ｐｐｍ以上、例えば質量比２５０ｐｐｍ以
上、そして好ましくは質量比４００ｐｐｍ以上、例えば質量比５００ｐｐｍ以上であるこ
とができる。この濃度レベルで、オイル製品生成の化学反応速度は、有機物質の前記のオ
イル製品への変換を確実にするのに十分である。
【００６５】
　有利には、本発明の１つの態様では、均一系触媒はカリウムおよび／またはナトリウム
を含む。カリウムおよび／またはナトリウムを均一系触媒として用いることにより、有機
物質の変換処理率を実質的に減らさないで、変換の工程所要時間が減少し、またオイル製
品生成に関与する化学反応の速度は、前記のオイル製品の生成を促進するように増大され
る。
【００６６】
　更に、本発明の他の態様では、均一系触媒はＫＯＨ、Ｋ２ＣＯ３、ＫＨＣＯ３、ＮａＯ
Ｈ、Ｎａ２ＣＯ３またはＮａＨＣＯ３、またはそれらの組み合わせからなる群から選ばれ
た１つまたはそれ以上の水溶性塩を含むことができる。有機物質の変換の一部として生成
される二酸化炭素との組み合わせで、前記の塩は炭酸塩へと変換され、それは化学反応に
活性化剤として関与する。
【００６７】
　本発明の他の態様では、均一系触媒の濃度は、０．５質量％以上、例えば１質量％以上
、また好ましくは１．５質量％以上、例えば２．０質量％以上、そしてより好ましくは２



(11) JP 6001588 B2 2016.10.5

10

20

30

40

50

．５質量％以上、例えば４質量％以上であることができる。この濃度レベルで、オイル製
品生成の化学反応速度は、有機物質の前記のオイル製品への変換を確実にするのに十分で
ある。
【００６８】
　更に、本発明の他の態様では、前記の流体は水を含んでいる。水は安価で非常によくあ
る液体であり、そしてそれ故に水を用いることによって、有機物質を変換する方法のコス
トは最小限に保たれ、また本方法は世界の全ての地域で用いることができる。
【００６９】
　本発明の１つの態様では、前記の水は、５質量％以上、例えば１０質量％以上、また好
ましくは２０質量％以上、例えば３０質量％以上、そしてより好ましくは４０質量％以上
の濃度であることができる。変換される有機物質は揚水可能（pumpable）なものでなけれ
ばならない。
【００７０】
　本発明の他の態様では、前記流体中の前記の水の濃度は、９９．５質量％以下、例えば
９８質量％以下、また好ましくは９５質量％以下、例えば９０質量％以下、そしてより好
ましくは８５質量％以下、例えば８０質量％以下であることができる。水の含有量を減ら
すことによって、原料の発熱量が増大し、変換される有機物質の揚水性を犠牲にすること
なく、一定の加工コスト当たりのオイル生成能力の増大をもたらす。
【００７１】
　本発明の１つの態様では、少なくとも１つの炭酸塩および／または少なくとも１つの炭
酸水素塩および／または少なくとも１つのアルコールおよび／または少なくとも１つのカ
ルボン酸および／または少なくとも１つのアルデヒドおよび／または少なくとも１つのケ
トンが、少なくとも１部を前記の有機物質の転換により生成することができる。変換プロ
セスに由来する製品を再利用することによって、有機物質の変換処理率を減らさないで、
変換の工程所要時間が減少する。更に、流出液流れの処理の費用が節約される。
【００７２】
　本発明の他の態様では、前記の少なくとも１つの炭酸塩および／または少なくとも１つ
の炭酸水素塩および／または少なくとも１つのアルコールおよび／または少なくとも１つ
のカルボン酸および／または少なくとも１つのアルデヒドおよび／または少なくとも１つ
のケトンは、接触ステップの後に再循環することができる。これによって変換プロセスか
ら結果として得られる製品のいくらかが再利用されること、そして有機物質の変換処理率
を減らさないで、変換の工程所要時間を減少することが達成される。
【００７３】
　更に、本発明の他の態様では、前記の再循環の流れの少なくとも一部は、触媒反応装置
に入る前に、前記の均一系触媒および転換される有機物質を含む前記の流体の供給流れと
ある比率で混合することができる。これによって、変換プロセスから結果として得られる
製品のいくらかが再利用されること、そして有機物質の変換処理率を減らさないで、変換
の工程所要時間を減少することが達成される。
【００７４】
　更に、本発明の他の態様では、再循環流れの供給流れに対する比率は１～２０の範囲、
例えば１～１０、また好ましくは１．５～７．５の範囲内、例えば２～６の範囲、そして
より好ましくは２．５～５の範囲であることができる。これによって、変換プロセスから
結果として得られる製品のいくらかが再利用されること、そして有機物質の変換処理率を
減らさないで、変換の工程所要時間を減少することが達成される。
【００７５】
　有利には、本発明の他の態様では、前記の有機物質の変換は、９０％以上、例えば９５
％以上、また好ましくは９７．５％超、例えば９９％超、そしてより好ましくは９９．５
％超、例えば９９．９％超であることができる。高い変換はオイル生成能力の最大化をも
たらし、そしてオイル製品中の未変換の有機物質の含有量を最小化または排除するので、
それによって精製ステップの必要性を排除する。
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【００７６】
　本発明の１つの態様では、不均一系触媒を備えた前記の反応装置は、所定の間隔で熱い
加圧水での処理に付すことができる。
【００７７】
　本発明の他の態様では、熱い加圧水での前記の処理は、１２時間未満の継続時間、例え
ば６時間未満の継続時間、好ましくは３時間未満の継続時間、例えば１時間未満の継続時
間を有することができる。
【００７８】
　本発明の他の態様では、熱い加圧水でのその処理の間隔は、６時間以上、例えば１２時
間以上、好ましくは熱い加圧水でのその処理の間隔は２４時間以上、例えば１週間以上で
あることができる。
【００７９】
　熱い加圧水で反応装置を処理するかまたはフラッシングすることにより、反応装置の寿
命は延び、そしてそれ故に本方法のコストは相当に減少する。
【００８０】
　更に本発明の他の態様によれば、前記の有機物質は、汚水スラッジなどのスラッジ、液
体肥料、コーンサイレージ、クラリファイヤースラッジ、黒液、発酵の残渣、ジュース製
造の残渣、食用オイル製造の残渣、果物および野菜加工の残渣、食品および飲料製造の残
渣、浸出液もしくは漏出水またはそれらの組み合わせからなる群から選ぶことができる。
【００８１】
　本発明の１つの態様では、前記の有機物質は、バイオマス、わら、草、ステム(stems）
、木材、バガス、ワイントラッシュ（wine trash）、おがくず、木材チップまたはエネル
ギー作物またはそれらの組み合わせからなる群から選ばれたリグノセルロース材料を含む
ことができる。
【００８２】
　本発明の１つの態様では、前記の有機物資は、家庭の廃棄物、地方自治体の廃棄物、紙
廃棄物、自動車シュレッダー廃棄物などの廃棄物、プラスチック、ポリマー、ゴム、スク
ラップタイヤ、ケーブル廃棄物、ＣＣＡ処理木材、ハロゲン化有機化合物、ＰＣＢ含有変
圧器オイル、電解コンデンサ、ハロン、医療廃棄物、肉加工の危険部位、肉骨粉飼料、溶
解および／または懸濁した有機物質を含むプロセス水もしくは廃棄物水の流れなどの液体
流れを含むことができる。
【００８３】
　有利には、本発明の他の態様によれば、前記のスラッジは、生物学的処理プロセスから
のスラッジであることができる。
【００８４】
　本発明の１つの態様では、前記の有機物質は排水処理プロセスからのスラッジであるこ
とができる。
【００８５】
　本発明の他の態様によれば、前記の生物学的処理プロセスは排水処理プロセスの一部で
あることができる。
【００８６】
　更に、本発明の他の態様によれば、前記の生物学的水処理プロセスは好気性プロセスで
あることができる。
【００８７】
　更に、本発明の他の態様によれば、前記の生物学的水処理プロセスは嫌気性プロセスで
あることができる。
【００８８】
　本方法は、上記のように多くの種類の有機物質を変換することができる。本方法は比較
的に低い温度と比較的に低い圧力で実施されるけれども、温度と圧力は、結果として得ら
れる製品を殺菌するにはなお十分である。このことはどのような有機物質であるかにかか
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わらず、結果として得られる製品は感染させるリスクなしで利用可能であることを意味し
ていて、例えば、牛または子牛の肉などの、食品製造からの残渣はＢＳＥ疾病を広める結
果をもたらさない。このように、有機物質からのウイルス、バクテリアなどは、結果とし
て得られた製品の続いての使用で広がらない。
【００８９】
　有利には、本発明の他の態様によれば、前記の有機物質は機械的脱水に付すことができ
る。脱水によって、原料の発熱量が増大し、変換される有機物質の揚水性を犠牲にするこ
となく、一定の加工コスト当たりのオイル生成能力の増大をもたらす。
【００９０】
　更に、本発明の他の態様によれば、前記の機械的に脱水された有機物質は１０質量％以
上、好ましくは１５質量％以上、より好ましくは２０質量％以上、最も好ましくは２５質
量％以上の乾燥固形分含有量を有することができる。
【００９１】
　本発明の前処理ステップによって、乾燥固形分含有量を増大することができ、このこと
がまた変換の工程所要時間を減少させる。
【００９２】
　更に、本発明の他の態様によれば、前記の有機物質はスラッジの混合物、リグノセルロ
ース材料または廃棄物を含むことができる。
【００９３】
　本発明の他の態様によれば、前記流体中の前記の有機物質の濃度は、５質量％以上、例
えば１０質量％以上、好ましくは前記の有機物質の濃度は１５質量％以上、例えば２００
質量％以上、そしてより好ましくは前記の有機物質の濃度は３０質量％以上、例えば５０
質量％以上であることができる。
【００９４】
　有利には、本発明の他の態様によれば、周期律表のＩＡ族元素は、バイオマスの燃焼か
ら得られた灰分または石炭燃焼の灰分であることができる。
【００９５】
　異なる有機物質を混合することによって、更なる処理により少ない触媒しか用いる必要
がないこと、および／または処理の速度が増大することが得られる。
【００９６】
　本発明は、更に前記の方法によって得られる製品に関する。本発明によれば、前記の製
品はオイルの形態の炭化水素を含むことができる。結果として得られる製品は、非常に有
効なものがこれによって得られており、その中でオイルは今日、世界中で非常に需要のあ
る製品である。オイルなどの製品は、本方法が非常に低温で実施されることで、得ること
が可能である。
【００９７】
　本発明の他の態様によれば、前記の流体は、炭化水素オイル製品が２０質量％以上の供
給炭素含量を含み、例えば３５質量％以上の供給炭化水素含量、好ましくは前記の炭化水
素オイル製品が５０質量％以上の供給炭素含量を含み、例えば６５質量％以上の供給炭素
含量で、そしてより好ましくは前記の炭化水素オイル製品が８０質量％以上の供給炭素含
量を含むような、供給炭素含量および供給炭化水素含量を有することができる。
【００９８】
　本発明の他の態様によれば、前記の炭化水素オイル製品中に、供給流れの中のエネルギ
ー含有量の２０％以上を回収する、例えばエネルギー含有量の３５％以上を、好ましくは
前記の炭化水素オイル製品中に供給材料中のエネルギー含有量の５０％以上を、例えば供
給エネルギー含有量の６５％以上を、そしてより好ましくは前記の供給エネルギー含有量
の８０％以上を前記の炭化水素オイル製品中に回収することができる。
【００９９】
　更に、本発明の他の態様によれば、前記の炭化水素オイル製品は炭素原子１２から１６
の炭化水素を含む。
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【０１００】
　有利には、本発明の他の態様によれば、前記の炭化水素オイル製品は実質的に硫黄を含
まないものであることができる。
【０１０１】
　更に、本発明の他の態様によれば、前記の炭化水素オイル製品が実質的にハロゲンを含
まないものであることができる。
【０１０２】
　本発明の方法によれば、これによって硫黄および／またはハロゲンのない炭化水素オイ
ル製品が得られる。このような硫黄および／またはハロゲンのないオイルは、硫黄および
／またはハロゲンが原因となる反応によって環境を汚染することなしに、新しい形のエネ
ルギーへと大いに再生利用が可能である。
【０１０３】
　本発明の１つの態様では、前記の炭化水素オイル製品は脂肪酸エステルおよび／または
脂肪酸メチルエステルを含むことができる。脂肪酸エステルおよび脂肪酸メチルエステル
の酸素含有量は、燃料の燃焼による粒子の放出を低減することから、輸送用燃料としての
炭化水素オイルの性質を改善することが知られている。
【０１０４】
　本発明の他の態様によれば、炭化水素オイル製品はジーゼル様の特性を有することがで
きる。このジーゼル様の炭化水素燃料は、従来のジーゼルオイルと直接混合することがで
き、これによってオイル製品を精製するコストを節約する。
【０１０５】
　更に、本発明の他の態様によれば、炭化水素オイル製品は０．１～３０％の範囲の酸素
含有量を有することができる。炭化水素燃料の酸素含有量は、燃料の燃焼による粒子の放
出を低減することから、輸送用燃料としての炭化水素オイルの性質を改善することが知ら
れている。
【０１０６】
　更に、本発明の他の態様によれば、前記の炭化水素オイル製品は鉱物性生産品の表面に
吸着されていることができる。このオイル含有鉱物性生産品は融解選鉱のプロセスの改善
された開始材料である。
【０１０７】
　本発明の他の態様によれば、炭化水素製品は更にメタノールを含むことができる。更な
る精製により精製されたメタノール製品を得ることができ、これは好ましい燃料電池の燃
料、または持続可能な輸送用燃料の生産のためのガソリンへの添加剤である。
【０１０８】
　本発明の他の態様によれば、メタノールを含む前記の炭化水素製品は２０％以上の供給
炭素含量を含み、例えば３５％以上の供給炭素含量、好ましくは前記のメタノール製品は
５０％以上の供給炭素含量を含み、例えば６５％以上の供給炭素含量、より好ましくは前
記のメタノール製品は８０％以上の供給炭素含量を含むことができる。更なる精製により
精製されたメタノール製品を得ることができ、これは好ましい燃料電池の燃料、または持
続可能な輸送用燃料の生産のためのガソリンへの添加剤である。
【０１０９】
　更に、本発明の他の態様によれば、供給材料中のエネルギー含有量の２０％以上を、前
記のメタノールを含む炭化水素製品中に回収する、例えば供給材料中のエネルギー含有量
の３５％以上を前記のメタノールを含む炭化水素オイル製品中に回収する、好ましくは供
給材料中のエネルギー含有量の５０％以上を前記のメタノールを含む炭化水素製品中に回
収する、例えば供給エネルギー含有量の６５％以上を前記のメタノールを含む炭化水素製
品中に回収する、そしてより好ましくは前記の供給エネルギー含有量の８０％以上を前記
のメタノールを含む炭化水素オイル製品中に回収することができる。更なる精製により精
製されたメタノール製品を得ることができ、これは好ましい燃料電池の燃料、または持続
可能な輸送用燃料の生産のためのガソリンへの添加剤である。
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【０１１０】
　更に、本発明は、前記の製品の、エンジンまたは発電機を作動するための使用、石油火
力発電所における出力発生のための使用、工程用加熱または家庭用加熱のための使用に関
する。これらは全て、化石燃料からのエネルギー生産のために設置されたハードウエア設
備やインフラストラクチャーを置換または新しくすることなしに、持続可能なソースから
エネルギーを生産することを意味する。
【０１１１】
　更に、本発明は、前記の製品の、石油ジーゼルまたはガソリンへの混合成分としての使
用、サスペンション燃焼システムにおける使用または融解選鉱のプロセスにおける使用に
関する。これらは全て、化石燃料からのエネルギー生産のために設置されたハードウエア
設備やインフラストラクチャーを置換または新しくすることなしに、持続可能なソースか
らエネルギーを生産することを意味する。
【０１１２】
　更に、本発明は、前記の製品の、肥料製品の生産への使用、上水の流れの生成への使用
に関する。前記の上水の流れは、更に飲用水の水質を有することができる。
【０１１３】
　更に、本発明は、予備変換システムおよび製品回収システムを含む、有機物質を炭化水
素へ変換するための装置であって、前記予備変換システムが、
－有機物質を含む流体の供給を加熱するための第一の加熱ユニット、
－有機物質を含む流体の供給を接触させるための触媒反応装置、および
－流体が７を超えるｐＨ値を有するように調整するための調整ユニット、を含み、また前
記の製品回収システムが、
－オイルおよび水溶性塩の第一の流れを、水および水溶性有機物の第二の流れから分離す
るためのメンブレンフィルタを含む、有機物質を炭化水素へ変換するための装置に関する
。
【０１１４】
　本発明の１つの態様では、予備変換システムは、供給順序の中で、流体へ有機物質を供
給するための貯蔵所を更に含むことができる。
【０１１５】
　更に、本発明の他の態様によれば、予備変換システムは、供給順序の中で、原料の後に
、また第一の加熱ユニットの前に置かれた前処理ユニットを更に含むことができる。有機
物質を含む流体を前処理することにより、流体中の固体状態の物質の量を増加させること
ができ、このことが更により高い変換速度およびそれによってより高い生産能力に導く。
これが、有機物質のより効率的なそしてコストを節約する変換をもたらす。
【０１１６】
　更に、本発明によれば、予備変換システムは、供給順序の中で、第一の加熱ユニットの
後に置かれた第一の粒子分離ユニットを更に含むことができる。有機物質を含む流体を不
均一系触媒と接触させる前に、粒子を分離することにより、変換プロセスの結果として生
じるオイルなどの製品が、その結果これらの粒子に実質的に拘束されなくなり、そしてそ
の結果、この変換プロセスの後に、更に直接に再利用可能となる。その結果、精製装置な
どの第二のプロセスがなくても済む。
【０１１７】
　本発明によれば、前記の予備変換システムは、供給順序の中で、第一の粒子分離ユニッ
トの後に、また触媒反応装置の前に置かれた第二の加熱ユニットを更に含むことができる
。これによって、流体が反応装置に入る前に温度を最適化し、またこれによって変換プロ
セスの最適化が可能となる。
【０１１８】
　本発明の他の態様では、予備変換システムは、供給順序の中で、触媒反応装置の後に置
かれた第二の粒子分離ユニットを更に含むことができる。この第二の粒子分離ユニットは
、上記と同じ理由で有利である。
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【０１１９】
　本発明の他の態様では、予備変換システムは、供給順序の中で、触媒反応装置の後の流
体の供給の一部を、第二の加熱ユニットの前の流体の供給に再循環する手段を更に含むこ
とができる。これによって、変換プロセスから結果として得られる製品のいくらかが再利
用されること、そして有機物質の変換処理率を減らさないで、変換の工程所要時間を減少
することが達成される。
【０１２０】
　更に、本発明によれば、第一の加熱ユニットは、加熱に加えて、予備変換システムから
の流体を、製品回収システムに入る前に冷却する第一の熱交換器であることができる。こ
れによって、装置内部でエネルギーの再利用が達成され、その結果、エネルギーの全量中
の同じエネルギーが有機物質の変換において使われる。
【０１２１】
　更に、本発明によれば、前処理ユニットは、流体を前処理システム中で加熱するのに加
えて、予備変換システムからの流体を、製品回収システムに入る前に冷却する熱交換器を
更に含むことができる。この熱交換器は、上記と同じ理由で有利である。
【０１２２】
　本発明の１つの態様では、前処理ユニットは、第一の熱交換器および第二の熱交換器の
間に置かれた第一の膨張ユニットを更に含むことができる。これによって、燃料ガスなど
のガスを生成することができる。
【０１２３】
　本発明の１つの態様では、製品回収システムは、燃料ガスなどのガスの分離のためのガ
ス分離ユニットを更に含み、ガス分離ユニットは、供給順序の中で、第二の熱交換器の後
に、また第一のメンブレンフィルタの前に置くことができる。これによって、上記の燃料
ガスなどのガスを、流体の残り部分から分離することができる。
【０１２４】
　本発明の他の態様では、製品回収システムは、第二の加熱ユニット中で流体を加熱する
ために、燃料ガスなどの前記のガスを再循環する手段を更に含むことができる。これによ
って、変換プロセスから結果として得られる製品のいくらかが再利用されること、そして
有機物質の変換処理率を減らさないで、変換の工程所要時間を減少することが達成される
。
【０１２５】
　更に、本発明の他の態様では、製品回収システムは、供給順序の中で、第一のメンブレ
ンフィルタの後に置かれた第二の膨張ユニットを更に含むことができる。これによって、
流体からオイルを生成することができる。
【０１２６】
　更に、本発明の１つの態様では、製品回収システムは、第一の流れからオイルを分離す
るための相分離ユニットを更に含み、該相分離ユニットは、供給順序の中で、メンブレン
フィルタの後に置くことができる。これによって流体からオイルを分離することができる
。
【０１２７】
　更に、本発明の他の態様では、製品回収システムは、第一の流れの一部を、予備変換シ
ステムの前処理ユニット中へ再循環する手段を更に含むことができる。これによって、変
換プロセスから結果として得られる製品のいくらかが再利用されること、そして有機物質
の変換処理率を減らさないで、変換の工程所要時間を減少することが達成される。
【０１２８】
　有利には、本発明の他の態様では、製品回収システムは、第二の流れから電力を生み出
すための直接メタノール型燃料電池を更に含むことができる。
【０１２９】
　更に、本発明の他の態様では、製品回収システムは、限外ろ過、ナノろ過、逆浸透また
はパーベーパレーションまたはそれらの組み合わせを含むメンブレンプロセスの群から選
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ばれる、１つまたはそれ以上のメンブレンフィルタを更に含むことができる。
【０１３０】
　更に、本発明の１つの態様では、製品回収システムは、第二の流れから精製したメタノ
ール化合物を分離するために第二のメンブレンフィルタを更に含むことができる。
【０１３１】
　本発明の他の態様では、製品回収システムは、精製したメタノール化合物を、第二の流
れから、予備変換システムの前処理ユニット中へ再循環する手段を更に含むことができる
。これによって、変換プロセスから結果として得られる製品のいくらかが再利用されるこ
と、そして有機物質の変換処理率を減らさないで、変換の工程所要時間を減少することが
達成される。
【０１３２】
　本発明は、更に上記の方法を用いて、上記の製品を生産するための、上記の装置を含む
プラントに関する。
【０１３３】
　本発明の１つの態様では、プラントは有機物質を装置に供給するための手段および製品
を装置から取り出す手段を更に含むことができる。
【０１３４】
　本発明の他の態様では、プラントは、精製装置を更に含むことができる。
【０１３５】
　本発明は、周期律表のＩＶＢ族の少なくとも１つの元素の化合物および／またはα－ア
ルミナを含み、有機物質を炭化水素に転換する方法の中で用いられる不均一系触媒に関す
る。
【０１３６】
　更に、本発明の１つの態様では、周期律表のＩＶＢ族の少なくとも１つの元素の化合物
は、ジルコニウムおよび／またはチタンを含むことができる。
【０１３７】
　更に、本発明の１つの態様では、周期律表のＩＶＢ族の少なくとも１つの元素の化合物
は、酸化物および／または水酸化物型またはこの２つの組み合わせであることができる。
【０１３８】
　有利には、本発明の１つの態様では、周期律表のＩＶＢ族の少なくとも１つの元素の化
合物は、少なくとも一部が硫酸塩または硫化物型であることができる。
【０１３９】
　本発明の他の態様では、不均一系触媒は、Ｆｅ、Ｎｉ、Ｃｏ、Ｃｕ、Ｃｒ、Ｗ、Ｍｎ、
Ｍｏ、Ｖ、Ｓｎ、Ｚｎ、Ｓｉの群から選ばれた少なくとも１つの元素を、２０質量％以下
の量で、例えば１０質量％以下の量で、好ましくは５質量％以下の量で、例えば２．５質
量％以下の量で更に含むことができる。
【０１４０】
　更に、本発明の他の態様では、これらの元素は酸化物および／または水酸化物型である
ことができる。
【０１４１】
　更に、本発明の他の態様では、不均一系触媒は、懸濁した粒子、タブレット、ペレット
、環、円筒、ハニカム構造および／またはそれらの組み合わせの形態であることができる
。
【０１４２】
　更に、本発明の他の態様では、不均一系触媒は、１０ｍ２／ｇ以上、例えば２５ｍ２／
ｇ、好ましくは５０ｍ２／ｇ以上、例えば１００ｍ２／ｇ、またより好ましくは１５０ｍ
２／ｇ以上、例えば２００ｍ２／ｇ以上のＢＥＴ表面積を有することができる。
【０１４３】
　有利には、本発明の１つの態様では、不均一系触媒は、Ｓｉ、Ｌａ、Ｙおよび／または
Ｃｅの群から選ばれた少なくとも１つの表面積安定剤を更に含むことができる。



(18) JP 6001588 B2 2016.10.5

10

20

30

40

50

【０１４４】
　従って、本発明の１つの態様では、不均一系触媒は、前記の表面積安定剤の少なくとも
１つを２０質量％以下の有効量で、例えば１０質量％以下の有効量で、好ましくは前記の
表面積安定剤を７．５質量％以下の有効量で、例えば表面安定剤を５質量％以下の有効量
で含むことができ、そしてより好ましくは前記の表面安定剤は０．５～５質量％、例えば
１～３質量％の有効量で存在することができる。
【０１４５】
　本発明の他の態様では、不均一系触媒は、１０００時間の使用後に１０ｍ２／ｇ以上の
ＢＥＴ表面積を、例えば１０００時間の使用後に２５ｍ２／ｇ以上のＢＥＴ表面積を、ま
た好ましくは１０００時間の使用後に５０ｍ２／ｇ以上のＢＥＴ表面積を、例えば１００
０時間の使用後に１００ｍ２／ｇ以上のＢＥＴ表面積を、またより好ましくは１０００時
間の使用後に１５０ｍ２／ｇ以上のＢＥＴ表面積を、例えば１０００時間の使用後に２０
０ｍ２／ｇ以上のＢＥＴ表面積を有することができる。
【０１４６】
　最後に、本発明の１つの態様では、不均一系触媒は赤泥から生成することができる。
【０１４７】
　本発明は、添付の図面を参照して以下に記載される。
【０１４８】
　図１は、例で行ったテストに用いた実験室規模の構成の概略図である。均一系触媒およ
び変換される有機物資を含む前処理された懸濁は、ポジションＡでシステムに供給される
。この流体は、ポンプ１によって加圧され、そして熱交換器と温度調整器ＴＩＣを含むヒ
ータ２の中で約２３０℃に加熱される。第二の流体がポジションＢでシステムに供給され
る。この流れは、ポンプ３によって加圧され、そして、熱交換器と温度調節器ＴＩＣを含
むポジション４で、混合された流体の流れが目的とする変換温度を得るのに必要な温度ま
で、ヒータ４中で加熱される。不均一系触媒が、チューブ状の反応装置５中に置かれてい
る。不均一系触媒と接触させた後に、変換された有機物質を含む流体は、冷却器６中で周
囲温度まで冷却され、そしてフィルタ７中で懸濁した粒子の分離と収集のためにろ過され
る。その後、流体はバルブ８から周囲圧力に膨張する。系の圧力は８を通した流れを調整
することにより、圧力調整器ＰＩＣを用いて維持される。膨張した流体の温度は熱電対９
で測定される。流れの液体部分は、液体トラップ１０で収集され、またガスはトラップか
らポジションＧで放出される。生成されるガスの流量が、Ｈに置かれた（示されていない
）ガスメータにより連続的に測定される。ガスの組成が、流量調製バルブと圧調整器（Ｐ
ＩＣ）１１により定められた制御された圧力にて、Ｉを通して採取された少量のサンプル
で、ガスクロマトグラフィ（示されていない）によって分析される。
【０１４９】
　図２は本発明による方法の好ましい態様の概略図である。変換される有機物質は原料貯
蔵所（図に示されていない）に受け入れられる。前記の有機物資は広い範囲のバイオマス
および廃棄物を含むことができ、石炭、シェール（shale）、オリマルジョン（orimulsio
n）、原油の重質留分などの化石燃料もまた含むことができる。本発明による多くの態様
は、今述べたような異なるソースの材料の混合物からの有機物質の処理を含んでいる。
【０１５０】
　原料貯蔵所は、通常はプラント運転の３日間に相当する容量を有している。原料貯蔵所
は好ましくは、撹拌されたコンクリートサイロなどの、密封され、また撹拌されたサイロ
である。有機物質を含む流体は、前処理ステップ１へと、ポジションＡにポンプで注入さ
れる。
【０１５１】
　この態様における前処理の最初の部分は、例えば、切断、グラインディング、ミリング
、および／または篩い分けによる、原料のサイズ減少を含んでいる。このサイズ減少は供
給ポンプ（示されていない）の不可分の一部であってもよい。前処理への供給操作の間、
処理される有機物質を含む液体の圧力は４～１５バールの範囲の圧力まで増加される。前
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処理の第二の部分において、前記の有機物質を含む流体は通常は前処理槽中に０．５～２
時間保持される。前処理槽は、好ましくは撹拌槽であり、１００～１７０℃の温度に維持
されており、そして好ましくは１１０から１４０℃の範囲である。変換される前記の有機
物質を含む前記の流体の予備加熱のためのエネルギーは、好ましくは冷却されるプロセス
流れの１つから熱を回収することによって供給される。この図では、これはプロセス流れ
Ｄからの熱の回収のために、熱交換器２を槽中に一体化することによって示されている。
【０１５２】
　前処理槽中のｐＨは７を超える値に調製され、そして好ましくは８～１０の範囲である
。本発明による多くの態様では、このｐＨ調製は、添加剤を、直接に前処理槽へ投入する
ことおよび／またはその注入口を通して槽に加えることのいずれかによって実施され、例
えば、周期律表のＩＡ族の元素をも含むことのできる塩基を添加することにより実施され
る。このような添加剤の例は、これらには限定されないが、ＫＯＨ、ＮａＯＨ、Ｋ２ＣＯ

３、Ｎａ２ＣＯ３、バイオマスまたは石炭燃焼からの灰である。このような添加剤は、流
れＡ中へ流すかまたは槽１中へ直接に流すかのいずれかで、流れＳを通して槽へ投入する
ことができる。流れＳの供給は供給ポンプ（示されていない）によって与えられる。
【０１５３】
　前処理槽中での滞留の間に、セルロース、ヘミセルロースおよびリグニンなどの大きい
分子は加水分解され、そして添加されたバイオマスの細胞が開き、塩などの細胞の内容物
の放出を促進する。多くの潜在的な原料では、この細胞開放は原料そのものからのカリウ
ムなどの触媒の放出を含み、これによって非常に効率的なプロセスを可能とする。多くの
他の添加剤もまた有機物質の予備変換を促進することができ、そして更に続く処理に対し
て更に有利となる。そのような他の添加剤は、メタノールなどのアルコール、カルボン酸
、アルデヒド、および／またはケトンを含む。本発明の好ましい態様では、前処理で用い
られる多くのそのような添加剤は、プロセスの中でその場で生成され、そして流れＥおよ
びＦで示されるように前処理ステップへ再循環される。これらの再循環流れの典型的な構
成は図３～５との関係において更に記載される。
【０１５４】
　予備変換された有機物質を含む流体流れは前処理槽から供給ポンプ３によって取り出さ
れ、そして例えば２５０バールの操作圧力に加圧される。供給ポンプはプランジャーポン
プを含むことができる。
【０１５５】
　予備変換された有機物質を含む流体を加圧した後に、均一系触媒および他の添加剤は、
第一の加熱ステップ４において、触媒反応装置からの変換された製品の熱い流れと熱交換
することにより加熱される。予備変換された有機物質を含む流体の温度は、本発明の応用
の多くでは、触媒反応装置の操作温度より２０～３０℃低いレベルにある。この第一の加
熱ステップの間に、原料中の有機物質は更に熱的に分解される。煤や焦げたものの生成な
どの多くの望ましくない副反応が、この熱分解の間に進む可能性がある。プロセスの全体
的な効率を低下させるだけでなく、このことは、詰まりもしくは熱交換の効率の低下など
の操作上の問題や下流の装置への堆積を招く可能性がある。上記の添加剤はこのような望
ましくない副反応を低減し、そして有機物質の目的とする製品への変換を更に促進する。
【０１５６】
　熱交換器４から、前記の予備変換された有機物質を含む流体は、懸濁した粒子を収集す
るための第一の粒子分離装置５へと進むことができ、この懸濁した粒子は加熱中に前記の
予備変換の間に生成される可能性がある。この粒子分離装置５は、例えば、サイクロン、
フィルタ、重力沈降室などのいずれかの従来の粒子分離手段を含むことができる。収集さ
れた粒子は流れＢによって示されるプロセスから取り出される。
【０１５７】
　第一の粒子分離装置５の後で、前記の予備変換された有機物質を含む流体は、触媒反応
装置からの再循環流れと混合される。この混合は通常は混合された流体の温度を１０～２
０℃増加させ、そして再循環は更なる変換のための望ましい化合物を原料中へ更に導入す
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る。再循環流れとの混合の後で、混合された流体はトリムヒータ（第二の加熱ユニット）
６へと進み、ここで温度は触媒反応装置７の操作温度まで上昇される。トリムヒータ６は
、本発明の多くの態様において、ガスまたはオイル燃焼ヒータであることができ、そして
好ましくは少なくとも一部が再循環ガスおよび／またはプロセス中で生成される他の燃料
製品を燃料として供給される。好ましい態様では、このトリムヒータは図３中でＩと表示
されている生成されたガスを再循環することにより燃料を供給される。前記の生成された
ガスＩのこの再循環は、精製ステップを含むことができる。
【０１５８】
　触媒反応装置７中で、均一系触媒、添加剤および予備変換された有機物質を含む流体は
不均一系触媒と接触される。不均一系触媒は通常はチューブ状の固定床中に収容され、そ
して触媒反応装置は複数のチューブ状の固定床を含むことができる。変換の間に、溶解し
たガス、水溶性有機物およびオイルが一般的には生成される。製品分布は、以下の例の中
で示すように、結果として得られる製品の広範囲の濃度に調整可能であり、そして滞留時
間、再循環の流速、反応温度および均一系触媒と添加剤の濃度の適切な組み合わせを選択
することにより制御することができる。
【０１５９】
　触媒反応装置からの製品の流れの一部は、ポンプ８によって再循環され、そして上記の
ように予備変換された有機物質を含む流体と混合される。予備変換された有機物質を含む
流体の主要な流れに相当する残りの部分は、再循環流れと混合する前に、第二の粒子分離
装置９へと取り出される。第一の粒子分離装置と同様に、この第二の粒子分離装置も、例
えば、サイクロン、フィルタ、重力沈降室などの、従来のいずれかの粒子分離装置を含む
ことができる。主な特徴は、懸濁した粒子へのオイルの吸着を避けるために、冷却と膨張
に先立って、生成したオイルと潜在的な懸濁した粒子の良好な（hot）分離を提供するこ
とである。しかしながら、本発明の適用の多くにおいては、例えば、灰分の含量の少ない
原料については、粒子分離装置は任意のものであることができる。第二の粒子分離装置中
で収集された粒子は流れＣによって示されたプロセスから抜き出される。
【０１６０】
　第二の粒子分離装置の通過に続いて、流体の流れは、熱交換器４とそして熱交換器２の
中で供給流れとの熱交換によって冷却され、そして膨張バルブ１０から７５～２２５バー
ルの範囲の圧力に膨張され、そして製品回収システム１１中で分離される。製品回収シス
テム１１からの分離された流体の流れのいくらかは、流れＦおよび／またはＥのように、
上記のとおり、前処理ステップへ再循環することができる。製品回収システム１１は、以
下に図３～６で更に説明される。
【０１６１】
　分離システムは、図３に示されていて、ガス製品を流れＩに、そして液体製品を流れＪ
に分離する気－液分離器１２含んでいる。１つの態様では、ガス製品はトリムヒータ６に
燃料を供給するために内部的に使用される。液体製品は、第一のメンブレンフィルタ１３
中で更に分離される。メンブレンフィルタ分離は圧力で作動され、そして多くの応用にお
いては、ナノまたは限外ろ過メンブレンを利用している。流れＬのろ過の保持液（retent
ate）は、原料水の一部、オイル製品および溶解した無機化合物、例えば原料からの塩、
および均一系触媒を含む。オイル製品は、大気条件で運転されているオイル分離器（相分
離ユニット）１４中で流れＬから分離され、そしてオイル製品の流れＨを形成する。残り
の水と溶解した無機化合物は流れＯを形成する。流れＯの主要な部分は予備変換１、２へ
と流れＥで再循環され、これによって均一系触媒が再循環され、一方パージ流れＰは原料
からの無機化合物の流入と平衡させるために排出される。
【０１６２】
　メンブレンろ過の透過水の更なる処理は、流れＫで表され、図４～６に示される。流れ
Ｋは、Ｃ１～４のアルコールやカルボン酸のようなより小さい水溶性の有機物を含んでい
る。
【０１６３】
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　図４に示される１つの態様では、流れＫは分離ユニット（メンブレンフィルタ）１５に
供給され、流れＧで飲用水の品質の純粋な水を生成し、そして水溶性有機物の流れを流れ
Ｆに生成する。本発明の１つの態様では、分離ユニット１５は逆浸透メンブレンユニット
であり、これは多数のメンブレンモジュールを含んでいる。流れＦの保持された水溶性有
機物は予備変換ステップ１、２へ再循環される。
【０１６４】
　図５に示される更なる態様では、流れＫは濃縮された水溶性有機物の流れＦと有機物の
除去された水の流れＱへと分割されている。関与している分離ユニット１６は、多くの適
用において、メンブレン蒸留またはパーベーパレーションのような、温度または濃度勾配
によって作動されるメンブレン分離である。水の流れＱは仕上げステップ１７で更に精製
され、純粋な水の流れＧを生成する。仕上げステップ１７は、好ましくは活性炭素フィル
タ、または水流からの非常に低い濃度の不純物の吸収のための類似の方法である。
【０１６５】
　図６に示された１つの態様では、水溶性有機物の流れＫは、直接メタノール型燃料電池
１８へ供給され、電力とプロセス水の流れＲを生成する。直接メタノール型燃料電池１８
は、供給流れと流出物調整ステップを含むことができる。
【実施例】
【０１６６】
実施例１：汚水スラッジの変換
　以下の嫌気的に消化された汚水スラッジを、図１に示した実験室的規模のプラントで、
本発明の方法に従って変換した。
【０１６７】
　汚水スラッジの固形分含量は５％だった。固形分中の主な成分は、質量％で下記の通り
。
Ｃ＝２８．３％
Ｈ＝４．３３％
Ｎ＝３．５５％
Ｏ＝２８．４％
Ｐ＝４．４９％
Ａｌ＝７．７７％
Ｓｉ＝７．４４％
Ｃａ＝６．９５％
Ｆｅ＝３．１７％
Ｋ＝１．６２％
【０１６８】
　汚水スラッジの固形分の元素分析を、更に誘導結合プラズマ（ＩＣＰ）によって分析し
、以下の組成を明らかにした。
【０１６９】
【表１】
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　可燃性の割合は固形分含量の５８％であり、２２．２ＭＪ／Ｋｇの発熱量（heat value
）であって、受け入れた汚水スラッジ中の４７６ＫＪ／Ｋｇの発熱量（calorific value
）になる。
【０１７１】
　テストの前に、汚水スラッジは、より長い粒子をＳｅｅｐｅｘ　ｍａｃｅｒａｔｏｒ（
型式２５／１５／Ｉ－Ｉ－Ｆ１２－２）によって切断して１ｍｍ未満の大きさにし、また
コロイドミル（Ｐｒｏｂｓｔ　ｕｎｄ　Ｃｌａｓｓ、型式Ｎ１００／Ｅ）によって処理す
ることで前処理し、そしてスクリーンバスケットフィルタ（メッシュ幅１ｍｍ）でろ過し
た。
【０１７２】
　次いで、結果として得られたスラリーに、１．５質量％のカリウムを炭酸カリウムの形
で添加した。スラリーのｐＨ値は９．０だった。
【０１７３】
　１２５ｍｌのＺｒＯ２不均一系触媒を２．２モル％のＳｉで安定化した。長さ３ｍｍで
直径３ｍｍの円筒形ペレットの形態の触媒をチューブ状反応装置へ加えた。
【０１７４】
　６３ｇ／ｈの前処理された汚水スラッジを、予備加熱ステップで２５０バールに加圧し
、また２３０℃に加熱した。この流れを、混合した後に３６０±５℃の実質的に一定の温
度が得られるように加熱した、３９３ｇ／ｈの加圧した水と混合した。
【０１７５】
　混合した流れを、次いで反応装置の中で不均一系触媒と接触させた。原料と水の比率は
、水対原料比６：１となり、そして総流量４５６ｇ／ｈは約４分間の接触時間となる。
【０１７６】
　不均一系触媒と接触させた後に、変換された有機物質を含む流体を周囲温度に冷却し、
懸濁した粒子の収集のために粒子フィルタを通してろ過し、そして周囲圧力へと膨張させ
た。流れの中の液体分を液体トラップ中に収集し、そしてガスを放出した。
【０１７７】
　実験は３つの製品の流れ、ガス、水性の製品および固体の沈殿、をもたらした。分析の
ためのサンプルを１５．５時間の間に収集した。
【０１７８】
　ガス分析
　生成したガスの流量と組成を、サンプリングしながら、ガスメータによって連続的に測
定した。組成はガスクロマトグラフィーで測定した。
　ガス相の分析は以下の結果を明らかにした。
【０１７９】
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【表２】

【０１８０】
　液体分析
　液体製品は懸濁した粒子を含んでいた。ろ過した液体をイオンクロマトグラフィー、誘
導プラズマ放射（Induced Plasma Emission）（ＩＣＰ）および高温度全炭素分析計およ
びマススペクトロメトリーで分析した。
　液体相の分析は以下の結果を明らかにした。
【０１８１】
【表３】

【０１８２】
　液体中の無機の炭素含量は、主に炭酸塩の存在によることを見出した。
【０１８３】
　固体の分析
　固体分を、全炭素分析計および誘導結合プラズマ分析計（ＩＣＰ）による元素分析によ
る手段で分析した。用いられた実験的条件の下では、有機相は無機の粒子に吸着されてい
るのが見出された。
【０１８４】
　この有機相を、固体分析の前にＣＨ２Ｃｌ２を用いて、抽出した。有機の炭素の抽出可
能な部分はオイル相であり、それは主に１２から１６までの炭素原子の鎖長の飽和炭化水
素からなることを見出したが、これは燃料オイルまたはジーゼルオイルに相当する。この
オイルは、２－ヘキサデカノン、ヘプタデカン、６，１０－ジメチル－２－ウンデカノン
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、ヘキサデカン、３－メチル－インドール、２－トリデカノンおよび他の化合物を含んで
いた。硫黄およびハロゲン分析を抽出したオイルに実施し、このオイルは基本的に硫黄お
よびハロゲン化合物を含まないことを示した。固体から抽出したオイルの総量は３．８６
ｇであり、オイル相中に見出された炭素の総量は３．２８ｇに相当した。
【０１８５】
　吸着されたオイルを抽出した後の固体製品中には炭素は検出されず、原料中の有機物質
の１００％の変換を示している。以下の炭素バランスからも同じ結果が結論づけられる。
【０１８６】
　炭素バランス
【０１８７】
【表４】

【０１８８】
　エネルギーバランス
【０１８９】
【表５】

【０１９０】
実施例２：汚水スラッジの変換
　上記の例中に示された特徴をもつ嫌気的に消化された汚水スラッジを、同じ触媒と実験
用の構成を用いて予備加熱し、そして変換した。
【０１９１】
　１４０ｇ／ｈの予備加熱した汚水スラッジを２５０バールに加圧し、そして予備加熱ス
テップで２３０℃に加熱した。この流れを、混合した後に３００±５℃の実質的に一定の
温度を得るように加熱した、４１４ｇ／ｈの加圧した水と混合した。
【０１９２】
　混合した流れを、次いで反応装置の中で不均一系触媒と接触させた。原料と水の比率は
、水対原料比３：１となり、そして総流量５４５ｇ／ｈは３．３分間の接触時間となる。
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【０１９３】
　不均一系触媒と接触させた後に、変換された有機物質を含む流体を周囲温度に冷却し、
懸濁した粒子の収集のために粒子フィルタを通してろ過し、そして周囲圧力へと膨張させ
た。流れの中の液体分を液体トラップ中に収集し、そしてガスを放出した。
　実験は３つの製品の流れ、ガス、水性の製品および固体の沈殿、をもたらした。分析の
ためのサンプルを１０．５時間の間に収集した。
【０１９４】
　ガス分析
　ガス相の分析で次の結果が明らかとなった。
【０１９５】
【表６】

【０１９６】
　液体分析
　液体相の分析で次の結果が明らかとなった。
【０１９７】

【表７】

【０１９８】
　液体中の無機の炭素含量は、主に炭酸塩の存在によることを見出した。
【０１９９】
　固体の分析
　固体分を、全炭素分析計による手段で分析した。用いられた実験的条件の下では、有機
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相は無機の粒子に吸着されているのが見出された。
【０２００】
　この有機相を、固体分析の前にＣＨ２Ｃｌ２を用いて、抽出した。有機の炭素の抽出可
能な部分はオイル相であり、それは主に１２から１６までの炭素原子の鎖長の飽和炭化水
素からなることを見出したが、これは燃料オイルまたはジーゼルオイルに相当する。この
オイルは、２－ヘキサデカノン、ヘプタデカン、６，１０－ジメチル－２－ウンデカノン
、ヘキサデカン、３－メチル－インドール、２－トリデカノンおよび他の化合物を含んで
いた。固体から抽出したオイルの総量は１２．７３ｇであり、オイル相中に見出された炭
素の総量は１０．８３ｇに相当した。
【０２０１】
　吸着されたオイルを抽出した後の固体製品中には炭素は検出されず、原料中の有機物質
の１００％の変換を示している。
【０２０２】
　カーボンバランス
【０２０３】
【表８】

【０２０４】
　エネルギーバランス
【０２０５】

【表９】

【０２０６】
実施例３：コーンサイレージの変換
　コーンサイレージを、例１および２で上に記載したように、同じ触媒と実験用の構成を
用いて予備加熱し、そして変換した。
【０２０７】
　テストの前に、汚水スラッジは、より長い粒子をＳｅｅｐｅｘ　ｍａｃｅｒａｔｏｒ（
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型式２５／１５／Ｉ－Ｉ－Ｆ１２－２）によって切断して１ｍｍ未満の大きさにし、また
コロイドミル（Ｐｒｏｂｓｔ　ｕｎｄ　Ｃｌａｓｓ、型式Ｎ１００／Ｅ）によって処理す
ることで前処理し、そしてスクリーンバスケットフィルタ（メッシュ幅１ｍｍ）でろ過し
た。
【０２０８】
　次いで、結果として得られたスラリーに、１．５質量％のカリウムを炭酸カリウムの形
で添加した。スラリーのｐＨ値は９．６だった。
【０２０９】
　前処理後のコーンサイレージの特徴は下記の通り。
【０２１０】
【表１０】

【０２１１】
　固形分の無機の内容物は主に添加された炭酸カリウムであり、固形分の無機化合物の約
３／４を占めていた。コーンサイレージ原料のＧＣ－ＭＳ分析は多くの化合物を明らかに
したが、しかしながら全ては同定するには少な過ぎる濃度で存在していた。特に、フェノ
ールなどの芳香族はいかなる有意な量でも見出されなかった。
【０２１２】
　コーンサイレージ原料の固形分含有量を分析し、以下の組成を明らかにした。
【０２１３】
【表１１】

【０２１４】
　１４０ｇ／ｈの予備加熱した汚水スラッジを２５０バールに加圧し、そして予備加熱ス
テップで２３０℃に加熱した。この流れを、混合した後に３５０±５℃の実質的に一定の
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【０２１５】
　混合した流れを、次いで反応装置の中で不均一系触媒と接触させた。原料と水の比率は
、水対原料比３．７５：１となり、そして総流量５１７ｇ／ｈは３．３分間の接触時間と
なる。
【０２１６】
　不均一系触媒と接触させた後に、変換された有機物質を含む流体を周囲温度に冷却し、
懸濁した粒子の収集のために粒子フィルタを通してろ過し、そして周囲圧力へと膨張させ
た。流れの中の液体分を液体トラップ中に収集し、そしてガスを放出した。
【０２１７】
　実験は４つの製品の流れ、ガス、水性の製品、遊離したオイル相および固体の沈殿、を
もたらした。分析のためのサンプルを１６時間の間に収集した。
【０２１８】
　ガス分析
　ガス相の分析は以下の結果を明らかにした。
【０２１９】
【表１２】

【０２２０】
　液体分析
　液体相の分析は以下の結果を明らかにした。
【０２２１】
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【表１３】

【０２２２】
　液体中の無機の炭素含量は、主に炭酸塩の存在によることを見出した。
【０２２３】
　固体の分析
【０２２４】
　固体分を、全炭素分析計による手段で分析した。用いられた実験的条件の下では、有機
相は無機の粒子に吸着されているのが見出された。
　この有機相を、固体分析の前にＣＨ２Ｃｌ２を用いて、抽出した。有機の炭素の抽出可
能な部分はオイル相であり、それは主に１２から１６までの炭素原子の鎖長の飽和炭化水
素からなることを見出したが、これは燃料オイルまたはジーゼルオイルに相当する。この
オイルは、フェノール、トルエン、４－エチル－フェノール、４－エチル－３－メチルフ
ェノール、シクロペント－２－エン－１－オン２，３，４トリメチル、２－メチル－１－
ペンテン－３－インおよび他の化合物を含んでいた。オイルの硫黄分析は、オイル相が基
本的に硫黄を含まないことを示した。ハロゲン化合物に対する同様の分析は、オイル相は
基本的にハロゲンを含まないことを示した。固体から抽出したオイルの総量は１４．７６
ｇであり、オイル相中に見出された炭素の総量は１２．５５ｇに相当した。
【０２２５】
　吸着されたオイルを抽出した後の固体製品中には炭素は検出されず、原料中の有機物質
の１００％の変換を示している。以下の炭素バランスからも同じ結果が結論づけられる。
【０２２６】
　カーボンバランス
【０２２７】
【表１４】

【０２２８】
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　エネルギーバランス
【０２２９】
【表１５】

【０２３０】
　更に、以下は本発明の記載に用いた定義である。
【０２３１】
　用語炭化水素燃料は、本発明では全ての炭化水素ベースの燃料を意味するように意図し
ており、炭素および水素以外の他の元素を含んでもまたは含まなくてもよく、例えば、前
記の炭化水素のいくつかは酸素および他の元素を含んでいてもよく、例えば、アルコール
、アルデヒド、ケトン、カルボン酸、エステル、エーテルなど、およびそれらの反応生成
物の群の形で含んでいてもよい。
【０２３２】
　本発明のメンブレンプロセスは、従来技術の中でよく知られている（例えば、Ｗ．Ｓ．
ＨＯ他、「メンブレンハンドブック」、Ｖａｎ　Ｎｏｒｄｓｔｒａｎｄ　Ｒｅｉｎｈｏｌ
ｋ、１０３～１３２ページ、２６３～４４６ページ、１９９２年、ＩＳＢＮ０－４４２－
２３７４７－２、Ｋ．Ｓｃｏｔｔ、「ハンドブックオブインダストリアルメンブレン」、
Ｅｌｓｅｖｉｅｒ　Ｓｃｉｅｎｃｅ　Ｐｕｂｌｉｓｈｅｒｓ、１９９５年、３～１６３ペ
ージ、３３１～３５５ページ、５７５～６３０ページ、ＩＳＢＮ１　８５６１７　２３３
　３）。
【０２３３】
　本明細書および請求項を通して、表面積は、Ｂｒｕｎａｕｅｒ、Ｐ．Ｅｍｍｅｔｔおよ
びＥ．Ｔｅｌｌｅｒによる、Ｊ．Ａｍ．Ｃｈｅｍ．Ｓｏｃ．第６０巻、３０９ページ（１
９３８年）の論文中に記載された方法によって測定された窒素ＢＥＴ表面積を言っている
。この方法は窒素の孔の中への凝縮（condensation）によっており、そして１０オングス
トロームから６００オングストロームの範囲の孔直径を有する孔の測定に有効である。吸
着された窒素の体積は、担体の単位質量当たりの表面積に関連している。
【０２３４】
　従来技術において、触媒の活性はその表面積（ＢＥＴ）に比例すること、また例えば、
本発明に関連して用いられるような熱水の条件に付された場合には、触媒は時間がたてば
有意な活性の低下を示す可能性があることは良く知られている。このような潜在的な活性
の損失を最小限にするために、表面積安定剤が不均一系触媒の中へ組み込まれる。
【０２３５】
　赤泥は、バイエルプロセスによるボーキサイト処理の廃棄物である。これは主にアルミ
ニウム、鉄、チタン、ケイ素、およびナトリウムの酸化物および水酸化物を含んでいる。
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　本発明は、以下の態様を含んでいる。
（１）有機物質を炭化水素燃料に変換する方法であって、
－流体中にある前記有機物質を２２５バールを超える圧力に加圧すること、
－前記流体中の前記有機物質を、元素周期律表のＩＡ族の少なくとも１つの元素の化合物
を含む均一系触媒の存在下で２００℃を超える温度に加熱すること、更に、
－前記流体中の前記有機物質を、元素周期律表のＩＶＢ族の少なくとも１つの元素の化合
物および／またはα－アルミナを含む不均一系触媒と接触させること、
－前記流体が当初は７を超えるｐＨ値を有することを確実にすること、
の各ステップを含む方法。
（２）前記有機物質を含む前記流体のｐＨ値を７～１４の範囲、例えば７～１２、好まし
くは７～１０の範囲、例えば８～１０の範囲に維持するステップを更に含むことを特徴と
する（１）記載の方法。
（３）４～１５バールの圧力、１００～１７０℃の温度で、０．５～２時間、有機物質を
前処理するステップを更に含むことを特徴とする（１）または（２）記載の方法。
（４）前処理のステップが、切断、グラインディング、ミリング、または篩い分けのステ
ップ、またはそれらの組み合わせなどの物質のサイズ減少のステップを含むことを特徴と
する（３）記載の方法。
（５）前処理のステップが、流体に添加剤を加えるステップを含むことを特徴とする（３
）または（４）記載の方法。
（６）前処理のステップが、前記有機物質を含む前記流体のｐＨを７を超えるように調整
するステップを含むことを特徴とする（３）から（５）のいずれか１項記載の方法。
（７）有機物質を含む流体から粒子を分離するステップを更に含むことを特徴とする前記
のいずれかの項に記載の方法。
（８）第二の流体加熱のステップを更に含むことを特徴とする前記のいずれかの項に記載
の方法。
（９）第二の粒子の分離を更に含むことを特徴とする前記のいずれかの項に記載の方法。
（１０）第一の流体冷却ステップを更に含むことを特徴とする前記のいずれかの項に記載
の方法。
（１１）第一の冷却ステップが、第一の加熱ステップおよび／または前処理ステップにお
ける流体の予備加熱ステップと熱交換することによって行われることを特徴とする（９）
記載の方法。
（１２）流体からの燃料ガスなどのガスの分離ステップを更に含むことを特徴とする前記
のいずれかの項に記載の方法。
（１３）燃料ガスが第二の加熱ステップにおいて流体の加熱のために用いられることを特
徴とする（８）から（１２）のいずれか１項記載の方法。
（１４）第一のメンブレンフィルタ中で流体をろ過し、オイルおよび水溶性塩から水と水
溶性有機物を取り出すステップを更に含むことを特徴とする前記のいずれかの項に記載の
方法。
（１５）水および水溶性の有機物が直接メタノール型燃料電池の中で電力に変換されるこ
とを特徴とする（１４）記載の方法。
（１６）第二のメンブレンフィルタ中でのメタノールの精製などの、水からの水溶性有機
物の第二のろ過ステップを更に含むことを特徴とする（１４）記載の方法。
（１７）前記の１つまたはそれ以上のメンブレンフィルタが、限外ろ過、ナノろ過、逆浸
透、またはパーベーパレーションまたはそれらの組み合わせを含むメンブレンプロセスの
群から選ばれることを特徴とする（１４）から（１６）のいずれか１項記載の方法。
（１８）逆浸透プロセスにおいて、第二のろ過ステップ後の水および水溶性有機物が、飲
用に適した水に変換されることを特徴とする（１６）記載の方法。
（１９）濃縮されたメタノールを含む水溶性有機物が前処理ステップに再循環されること
を特徴とする（１４）記載の方法。
（２０）相分離ステップを含むことを特徴とする（１４）記載の方法。
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（２１）流体中の有機物質の不均一系触媒との接触ステップが温度を実質的に一定に保持
しながら行われることを特徴とする前記のいずれかの項に記載の方法。
（２２）接触ステップにおける温度が、２００～６５０℃の範囲、例えば２００～４５０
℃の範囲、また好ましくは２００～３７４℃の範囲、またより好ましくは２５０～３７４
℃の範囲、例えば２７５～３５０℃の範囲であることを特徴とする前記のいずれかの項に
記載の方法。
（２３）前記の変換の圧力が、２２５～６００バールの範囲、例えば２２５～４００バー
ルの範囲、また好ましくは２２５～３５０バールの範囲、例えば２４０～３００バールの
範囲であることを特徴とする前記のいずれかの項に記載の方法。
（２４）接触ステップが３０分間未満、例えば２０分間未満、好ましくは１０分間未満、
例えば７．５分間未満、またより好ましくは０．５～６分間の範囲、例えば１～５分間の
範囲でなされることを特徴とする前記のいずれかの項に記載の方法。
（２５）周期律表のＩＶＢ族の少なくとも１つの元素の化合物がジルコニウムおよび／ま
たはチタンを含むことを特徴とする前記のいずれかの項に記載の方法。
（２６）周期律表のＩＶＢ族の少なくとも１つの元素の化合物が酸化物および／または水
酸化物型またはこの２つの組み合わせであることを特徴とする（２５）記載の方法。
（２７）周期律表のＩＶＢ族の少なくとも１つの元素の化合物の少なくとも一部が硫酸塩
または硫化物型であることを特徴とする（２５）または（２６）記載の方法。
（２８）不均一系触媒が、Ｆｅ、Ｎｉ、Ｃｏ、Ｃｕ、Ｃｒ、Ｗ、Ｍｎ、Ｍｏ、Ｖ、Ｓｎ、
Ｚｎ、Ｓｉ、からなる群から選ばれた少なくとも１つの元素を、２０質量％以下の量で、
例えば１０質量％までの量で、好ましくは５質量％までの量で、例えば２．５質量％まで
の量で更に含むことを特徴とする前記のいずれかの項に記載の方法。
（２９）これらの元素が酸化物および／または水酸化物型であることを特徴とする（２８
）記載の方法。
（３０）前記の不均一系触媒が、懸濁した粒子、タブレット、ペレット、環、円筒、ハニ
カム構造、繊維構造および／またはそれらの組み合わせの形態であることを特徴とする前
記のいずれかの項に記載の方法。
（３１）前記の不均一系触媒が、少なくとも一部が反応装置中に入っていることを特徴と
する前記のいずれかの項に記載の方法。
（３２）前記の反応装置が固定床反応装置であることを特徴とする前記のいずれかの項に
記載の方法。
（３３）前記の不均一系触媒が、１０ｍ２／ｇ以上、例えば２５ｍ２／ｇ以上、好ましく
は５０ｍ２／ｇ以上、例えば１００ｍ２／ｇ以上、またより好ましくは１５０ｍ２／ｇ以
上、例えば２００ｍ２／ｇ以上のＢＥＴ表面積を有することを特徴とする前記のいずれか
の項に記載の方法。
（３４）前記の不均一系触媒が、Ｓｉ、Ｌａ、ＹまたはＣｅまたはそれらの組み合わせか
らなる群から選ばれた少なくとも１つの表面積安定剤を含むことを特徴とする前記のいず
れかの項に記載の方法。
（３５）前記の不均一系触媒が、前記の表面積安定剤の少なくとも１つを２０質量％以下
の有効量で、例えば１０質量％以下の有効量で、好ましくは前記の表面積安定剤を７．５
質量％以下の有効量で、例えば表面安定剤を５質量％以下の有効量で含む、そしてより好
ましくは前記の表面安定剤が０．５～５質量％の有効量で存在する、例えば１～３質量％
で存在することを特徴とする（３４）記載の方法。
（３６）前記の不均一系触媒が、１０００時間の使用後に１０ｍ２／ｇ以上のＢＥＴ表面
積を、例えば１０００時間の使用後に２５ｍ２／ｇ以上のＢＥＴ表面積を、また好ましく
は１０００時間の使用後に５０ｍ２／ｇ以上のＢＥＴ表面積を、例えば１０００時間の使
用後に１００ｍ２／ｇ以上のＢＥＴ表面積を、またより好ましくは１０００時間の使用後
に１５０ｍ２／ｇ以上のＢＥＴ表面積を、例えば１０００時間の使用後に２００ｍ２／ｇ
以上のＢＥＴ表面積を有することを特徴とする前記のいずれかの項に記載の方法。
（３７）前記の不均一系触媒が赤泥から生成されることを特徴とする前記のいずれかの項
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に記載の方法。
（３８）炭酸塩および／または炭酸水素塩を再循環するステップを含むことを特徴とする
前記のいずれかの項に記載の方法。
（３９）前記の炭酸塩および／または炭酸水素塩の濃度が、０．５質量％以上、例えば１
質量％以上、また好ましくは２質量％以上、例えば３質量％以上、そしてより好ましくは
４質量％以上、例えば５質量％以上であることを特徴とする（３８）記載の方法。
（４０）少なくとも１つのアルコールを再循環するステップを含むことを特徴とする前記
のいずれかの項に記載の方法。
（４１）前記の少なくとも１つのアルコールがメタノールを含むことを特徴とする（４０
）記載の方法。
（４２）前記の流体中のメタノールの含有量が、０．０５質量％以上、例えば０．１質量
％以上、また好ましくは０．２質量％以上、例えば０．３質量％以上、そしてより好まし
くは０．５質量％以上、例えば１質量％以上であることを特徴とする（４１）記載の方法
。
（４３）水素を含む流体を再循環するステップを含むことを特徴とする前記のいずれかの
項に記載の方法。
（４４）前記の流体の水素含有量が、処理される前記の有機物質の量の０．００１質量％
以上に相当する、例えば処理される前記の有機物質の量の０．０１質量％以上、また好ま
しくは処理される前記の有機物質の量の０．１質量％以上、例えば処理される前記の有機
物質の量の０．２質量％以上、そしてより好ましくは流体の水素含有量が処理される前記
の有機物質の量の０．５質量％以上、例えば処理される前記の有機物質の量の１質量％以
上であることを特徴とする（４３）記載の方法。
（４５）少なくとも１つのカルボン酸を再循環するステップを含むことを特徴とする前記
のいずれかの項に記載の方法。
（４６）前記の少なくとも１つのカルボン酸が、１～４炭素原子に相当する鎖長を有する
カルボン酸を少なくとも１つ含むことを特徴とする（４５）記載の方法。
（４７）前記の少なくとも１つのカルボン酸が、ギ酸および／または酢酸を含むことを特
徴とする（４６）記載の方法。
（４８）前記の流体中の前記のカルボン酸の濃度が、１００質量ｐｐｍ以上、例えば２５
０質量ｐｐｍ以上、そして好ましくは４００質量ｐｐｍ以上、例えば５００質量ｐｐｍ以
上であることを特徴とする（４５）～（４７）のいずれか１項記載の方法。
（４９）少なくとも１つのアルデヒドおよび／または少なくとも１つのケトンを再循環す
るステップを含むことを特徴とする前記のいずれかの項に記載の方法。
（５０）前記の少なくとも１つのアルデヒドおよび／または少なくとも１つのケトンが、
１～４炭素原子に相当する鎖長を有する少なくとも１つのアルデヒドおよび／または少な
くとも１つのケトン含むことを特徴とする（４９）記載の方法。
（５１）前記の少なくとも１つのアルデヒドおよび／または少なくとも１つのケトンが、
ホルムアルデヒドおよび／またはアセトアルデヒドを含むことを特徴とする（４９）また
は（５０）記載の方法。
（５２）前記の流体中の前記の少なくとも１つのアルデヒドおよび／または少なくとも１
つのケトンの濃度が、質量比１００ｐｐｍ以上、例えば質量比２５０ｐｐｍ以上、そして
好ましくは質量比４００ｐｐｍ以上、例えば質量比５００ｐｐｍ以上であることを特徴と
する（４９）～（５１）のいずれか１項記載の方法。
（５３）均一系触媒がカリウムおよび／またはナトリウムを含むことを特徴とする前記の
いずれかの項に記載の方法。
（５４）均一系触媒がＫＯＨ、Ｋ２ＣＯ３、ＫＨＣＯ３、ＮａＯＨ、Ｎａ２ＣＯ３または
ＮａＨＣＯ３、またはそれらの組み合わせからなる群から選ばれた１つまたはそれ以上の
水溶性塩を含むことを特徴とする（５３）記載の方法。
（５５）均一系触媒の濃度が、０．５質量％以上、例えば１質量％以上、また好ましくは
１．５質量％以上、例えば２．０質量％以上、そしてより好ましくは２．５質量％以上、
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例えば４質量％以上であることを特徴とする（５３）または（５４)記載の方法。
（５６）前記の流体が水を含むことを特徴とする前記のいずれかの項に記載の方法。
（５７）前記の水が、前記の流体の５質量％以上、例えば１０質量％以上、また好ましく
は２０質量％以上、例えば３０質量％以上、そしてより好ましくは４０質量％以上の濃度
であることを特徴とする（５６）記載の方法。
（５８）前記流体中の前記の水の濃度が、９９．５質量％以下、例えば９８質量％以下、
また好ましくは９５質量％以下、例えば９０質量％以下、そしてより好ましくは８５質量
％以下、例えば８０質量％以下であることを特徴とする（５６）または（５７)記載の方
法。
（５９）前記の少なくとも１つの炭酸塩および／または少なくとも１つの炭酸水素塩およ
び／または少なくとも１つのアルコールおよび／または少なくとも１つのカルボン酸およ
び／または少なくとも１つのアルデヒドおよび／または少なくとも１つのケトンが、少な
くとも１部が前記の有機物質の変換により生成されることを特徴とする（３８）～（５２
）のいずれか１項記載の方法。
（６０）前記の少なくとも１つの炭酸塩および／または少なくとも１つの炭酸水素塩およ
び／または少なくとも１つのアルコールおよび／または少なくとも１つのカルボン酸およ
び／または少なくとも１つのアルデヒドおよび／または少なくとも１つのケトンが、接触
ステップの後に再循環されることを特徴とする（５９）記載の方法。
（６１）前記の再循環の流れの少なくとも一部が、触媒反応装置に入る前に、前記の均一
系触媒および変換される有機物質を含む前記の流体の供給流れと、ある比率で混合される
ことを特徴とする（５９）または（６０）記載の方法。
（６２）前記の流体の供給流れに対する再循環流れの比率が質量／容積比で１～２０の範
囲、例えば１～１０、また好ましくは１．５～７．５の範囲内、例えば２～６の範囲、そ
してより好ましくは２．５～５の範囲であることを特徴とする（６１）記載の方法。
（６３）前記の有機物質の変換が、９０％以上、例えば９５％以上、また好ましくは９７
．５％超、例えば９９％超、そしてより好ましくは９９．５％超、例えば９９．９％超で
あることを特徴とする前記のいずれかの項に記載の方法。
（６４）不均一系触媒を備えた前記の反応装置が、所定の間隔で熱い加圧水での処理に付
されることを特徴とする（３１）、（３２）、（６１）または（６２）記載の方法。
（６５）熱い加圧水での前記の処理が１２時間未満の継続時間、例えば６時間未満の継続
時間、好ましくは３時間未満の継続時間、例えば１時間未満の継続時間を有することを特
徴とする（６４）記載の方法。
（６６）熱い加圧水での該処理の間隔が６時間以上、例えば１２時間上、好ましくは熱い
加圧水での該処理の間隔が２４時間以上、例えば１週間以上であることを特徴とする（６
４）または（６５）記載の方法。
（６７）前記の有機物質が、汚水スラッジなどのスラッジ、液体肥料、コーンサイレージ
、クラリファイヤースラッジ、黒液、発酵の残渣、ジュース製造の残渣、食用オイル製造
の残渣、果物および野菜加工の残渣、食品および飲料製造の残渣、浸出液もしくは漏出水
またはそれらの組み合わせからなる群から選ばれることを特徴とする前記のいずれかの項
に記載の方法。
（６８）前記の有機物質が、バイオマス、わら、草、ステム(stems）、木材、バガス、ワ
イントラッシュ（wine trash）、おがくず、木材チップまたはエネルギー作物またはそれ
らの組み合わせからなる群から選ばれたリグノセルロース材料を含むことを特徴とする前
記のいずれかの項に記載の方法。
（６９）前記の有機物質が、家庭の廃棄物、地方自治体の廃棄物、紙廃棄物、自動車シュ
レッダー廃棄物などの廃棄物、プラスチック、ポリマー、ゴム、スクラップタイヤ、ケー
ブル廃棄物、ＣＣＡ処理木材、ハロゲン化有機化合物、ＰＣＢ含有変圧器オイル、電解コ
ンデンサ、ハロン、医療廃棄物、肉加工の危険部位、肉骨粉飼料、溶解および／または懸
濁した有機物質を含むプロセス水もしくは廃棄物水の流れなどの液体流れを含むことを特
徴とする前記のいずれかの項に記載の方法。
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（７０）前記のスラッジが、生物学的処理プロセスからのスラッジであることを特徴とす
る（６７）記載の方法。
（７１）前記の有機物質が排水処理プロセスからのスラッジであることを特徴とする（１
）～（６７）のいずれか１項記載の方法。
（７２）前記の生物学的処理プロセスが排水処理プロセスの一部であることを特徴とする
（７０）記載の方法。
（７３）前記の生物学的水処理プロセスが好気性プロセスであることを特徴とする（７２
）記載の方法。
（７４）前記の生物学的水処理プロセスが嫌気性プロセスであることを特徴とする（７２
）記載の方法。
（７５）前記の有機物質が機械的脱水に付されることを特徴とする前記のいずれかの項に
記載の方法。
（７６）前記の機械的に脱水された有機物質が１０質量％以上、好ましくは１５質量％以
上、より好ましくは２０質量％以上、最も好ましくは２５質量％以上の乾燥固形分含有量
を有することを特徴とする（６１）記載の方法。
（７７）前記の有機物質がスラッジの混合物、リグノセルロース材料または廃棄物を含む
ことを特徴とする前記のいずれかの項に記載の方法。
（７８）前記流体中の前記の有機物質の濃度が、５質量％以上、例えば１０質量％以上、
好ましくは前記の有機物質の濃度が１５質量％以上、例えば２００質量％以上、そしてよ
り好ましくは前記の有機物質の濃度が３０質量％以上、例えば５０質量％以上であること
を特徴とする前記のいずれかの項に記載の方法。
（７９）周期律表のＩＡ族元素が、バイオマスの燃焼から得られた灰分または石炭燃焼の
灰分であることを特徴とする前記のいずれかの項に記載の方法。
（８０）前記のいずれかの項に記載の方法によって得られた製品。
（８１）前記の製品がオイルの形態の炭化水素を含むことを特徴とする（８０）記載の製
品。
（８２）前記の流体が、炭化水素オイル製品が供給炭素含量の２０質量％以上を含み、例
えば供給炭化水素含量の３５質量％以上、好ましくは前記の炭化水素オイル製品が供給炭
素含量の５０質量％以上を含み、例えば供給炭素含量の６５質量％以上で、そしてより好
ましくは前記の炭化水素オイル製品が供給炭素含量の８０質量％以上を含むような、供給
炭素含量および供給炭化水素含量を有することを特徴とする（８１）記載の製品。
（８３）前記の炭化水素オイル製品中に、供給流れの中のエネルギー含有量の２０％以上
が回収される、例えばエネルギー含有量の３５％以上が、好ましくは前記の炭化水素オイ
ル製品中に供給材料中のエネルギー含有量の５０％以上が、例えば供給エネルギー含有量
の６５％以上が、そしてより好ましくは前記の供給エネルギー含有量の８０％以上が前記
の炭化水素オイル製品中に回収されることを特徴とする（８１）記載の製品。
（８４）前記の炭化水素オイル製品が炭素原子１２から１６の炭化水素を含むことを特徴
とする（８１）～（８３）のいずれか１項記載の製品。
（８５）前記の炭化水素オイル製品が実質的に硫黄を含まないことを特徴とする（８１）
～（８４）のいずれか１項記載の製品。
（８６）前記の炭化水素オイル製品が実質的にハロゲンを含まないことを特徴とする（８
１）～（８５）のいずれか１項記載の製品。
（８７）前記の炭化水素オイル製品が脂肪酸エステルおよび／または脂肪酸メチルエステ
ル含むことを特徴とする（８１）～（８６）のいずれか１項記載の製品。
（８８）前記の炭化水素オイル製品がジーゼル様の特性を有することを特徴とする（８１
）～（８７）のいずれか１項記載の製品。
（８９）前記の炭化水素オイル製品が０．１～３０％の範囲の酸素含有量を有することを
特徴とする（８１）～（８８）のいずれか１項記載の製品。
（９０）前記の炭化水素オイル製品が鉱物性生産品の表面に吸着されていることを特徴と
する（８１～８９）のいずれか１項記載の製品。
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（９１）前記の炭化水素製品がメタノールを含むことを特徴とする（８１）～（９０）の
いずれか１項記載の製品。
（９２）メタノールを含む前記の炭化水素製品が供給炭素含量の２０％以上を含み、例え
ば供給炭素含量の３５％以上、好ましくは前記のメタノール製品が供給炭素含量の５０％
以上を含み、例えば供給炭素含量の６５％以上、より好ましくは前記のメタノール製品が
供給炭素含量の８０％以上を含むことを特徴とする（９１）記載の製品。
（９３）前記のメタノールを含む炭化水素オイル製品中に、供給材料中のエネルギー含有
量の２０％以上が回収される、例えば供給材料中のエネルギー含有量の３５％以上が前記
のメタノールを含む炭化水素オイル製品中に回収される、好ましくは供給物中のエネルギ
ー含有量の５０％以上が前記のメタノールを含む炭化水素オイル製品中に回収される、例
えば供給エネルギー含有量の６５％以上が前記のメタノールを含む炭化水素オイル製品中
に回収される、そしてより好ましくは前記の供給エネルギー含有量の８０％以上が前記の
メタノールを含む炭化水素オイル製品中に回収されることを特徴とする（９１）記載の製
品。
（９４）（８１）～（９３）のいずれか１項記載の製品の、エンジンまたは発電機を作動
するための使用。
（９５）（８１）～（９３）のいずれか１項記載の製品の、オイル火力発電所における出
力発生のための使用。
（９６）（８１）～（９３）のいずれか１項記載の製品の、工程用加熱または家庭用加熱
のための使用。
（９７）（８１）～（９３）のいずれか１項記載の製品の、石油ジーゼルまたはガソリン
への混合成分としての使用。
（９８）（９０）記載の製品のサスペンション燃焼システムにおける使用。
（９９）（９０）記載の、製品の融解選鉱のプロセスにおける使用。
（１００）（８１）～（９３）のいずれか１項記載の製品の、肥料製品の生産への使用。
（１０１）（８１）～（９３）のいずれか１項記載の製品の、上水の流れの生成への使用
。
（１０２）前記の上水の流れが飲用水の水質を有することを特徴とする（１００）記載の
製品。
（１０３）予備変換システムおよび製品回収システム（１１）を含む、有機物質を炭化水
素へ変換するための装置であって、前記予備変換システムが、
－有機物質を含む流体の供給を加熱するための第一の加熱ユニット（４）、
－有機物質を含む流体の供給を接触させるための触媒反応装置（７）、および
－流体が７を超えるｐＨ値を有するように調整するための調整ユニット、を含み、また前
記の製品回収システム（１１）が、
－オイルおよび水溶性塩の第一の流れ（Ｌ；Ｈ、Ｏ、Ｐ、Ｅ）を、水および水溶性有機物
の第二の流れ（Ｋ；Ｆ、Ｑ、Ｇ；Ｒ）から分離するためのメンブレンフィルタ（１３）を
含むことを特徴とする装置。
（１０４）予備変換システムが、供給順序の中で、流体へ有機物質を供給するための貯蔵
所を更に含むことを特徴とする（１０３）記載の装置。
（１０５）予備変換システムが、供給順序の中で、原料の後に、また第一の加熱ユニット
（４）の前に置かれた前処理ユニット（１）を更に含むことを特徴とする（１０３）また
は（１０４）記載の装置。
（１０６）予備変換システムが、供給順序の中で、第一の加熱ユニット（４）の後に置か
れた第一の粒子分離ユニットを更に含むことを特徴とする（１０３～１０５）のいずれか
１項記載の装置。
（１０７）予備変換システムが、供給順序の中で、第一の粒子分離ユニット（５）の後に
、また触媒反応装置（７）の前に置かれた第二の加熱ユニット（６）を更に含むことを特
徴とする（１０３）～（１０６）のいずれか１項記載の装置。
（１０８）予備変換システムが、供給順序の中で、触媒反応装置（７）の後に置かれた第
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二の粒子分離ユニット（９）を更に含むことを特徴とする（１０３～１０７）のいずれか
１項記載の装置。
（１０９）予備変換システムが、供給順序の中で、触媒反応装置（７）の後の流体の供給
の一部を、第二の加熱ユニット（６）の前の流体の供給に再循環する手段（８）を更に含
むことを特徴とする（１０３）～（１０７）のいずれか１項記載の装置。
（１１０）第一の加熱ユニット（４）が、加熱に加えて、予備変換システムからの流体を
、製品回収システムに入る前に冷却する第一の熱交換器であることを特徴とする（１０３
）～（１０９）のいずれか１項記載の装置。
（１１１）前処理ユニットが、流体を前処理システム中で加熱するのに加えて、予備変換
システムからの流体を、製品回収システムに入る前に冷却する熱交換器を更に含むことを
特徴とする（１０３）～（１１０）のいずれか１項記載の装置。
（１１２）前処理ユニットが、第一の熱交換器（４）および第二の熱交換器（１）の間に
置かれた第一の膨張ユニット（１０）を更に含むことを特徴とする（１０３）～（１１１
）のいずれか１項記載の装置。
（１１３）製品回収システムが、燃料ガスなどのガス（Ｉ）の分離のためのガス分離ユニ
ット（１２）を更に含み、ガス分離ユニット（１２）が、供給順序の中で、第二の熱交換
器（４）の後、また第一のメンブレンフィルタ（１３）の前に置かれていることを特徴と
する（１０３）～（１１２）のいずれか１項記載の装置。
（１１４）製品回収システムが、第二の加熱ユニット中で流体を加熱するために、燃料ガ
スなどの前記のガス（Ｉ）を再循環する手段を更に含むことを特徴とする（１１１）記載
の装置。
（１１５）製品回収システムが、供給順序の中で、第一のメンブレンフィルタ（１３）の
後に置かれた第二の膨張ユニットを更に含むことを特徴とする（１０３）～（１１４）の
いずれか１項記載の装置。
（１１６）製品回収システムが、第一の流れ（Ｌ）からオイル（Ｈ）を分離するための相
分離ユニット（１４）を更に含み、該相分離ユニット（１４）が、供給順序の中で、メン
ブレンフィルタ（１３）の後に置かれていることを特徴とする（１０３）～（１１５）の
いずれか１項記載の装置。
（１１７）製品回収システムが、第一の流れの一部（Ｅ）を、予備変換システムの前処理
ユニット（１）中へ再循環する手段を更に含むことを特徴とする（１０３）～（１１６）
のいずれか１項記載の装置。
（１１８）製品回収システムが、第二の流れから電力を生み出すための直接メタノール型
燃料電池(１８)を更に含むことを特徴とする（１０３）～（１１７）のいずれか１項記載
の装置。
（１１９）製品回収システムが、限外ろ過、ナノろ過、逆浸透またはパーベーパレーショ
ンまたはそれらの組み合わせを含むメンブレンプロセスからなる群から選ばれる、１つま
たはそれ以上のメンブレンフィルタ（１５）、（１６）、（１７）を更に含むことを特徴
とする（１０３）～（１１７）のいずれか１項記載の装置。
（１２０）製品回収システムが、第二の流れ（Ｋ）から精製したメタノール化合物（Ｆ）
を分離するために第二のメンブレンフィルタを更に含むことを特徴とする（１１９）記載
の装置。
（１２１）製品回収システムが、精製したメタノール化合物（Ｆ）を、第二の流れから、
予備変換システムの前処理ユニット（１）中へ再循環する手段を更に含むことを特徴とす
る（１０３）～（１１６）のいずれか１項記載の装置。
（１２２）（１）～（７９）のいずれか１項記載の方法を用いて、（８０）～（９３）の
いずれか１項記載の製品を生産するための、（１０３）～（１２１）のいずれか１項記載
の装置を含むプラント。
（１２３）有機物質を装置に供給するための手段および製品を装置から取り出す手段を更
に含むことを特徴とする（１２２）記載のプラント。
（１２４）プラントが、精製装置を更に含むことを特徴とする（１２２）または（１２３
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）記載のプラント。
（１２５）周期律表のＩＶＢ族の少なくとも１つの元素の化合物および／またはα－アル
ミナを含み、有機物質を炭化水素に変換する方法の中で用いられる不均一系触媒。
（１２６）周期律表のＩＶＢ族の少なくとも１つの元素の化合物が、ジルコニウムおよび
／またはチタンを含むことを特徴とする（１２５）記載の不均一系触媒。
（１２７）周期律表のＩＶＢ族の少なくとも１つの元素の化合物が、酸化物および／また
は水酸化物型またはこの２つの組み合わせであることを特徴とする（１２５）または（１
２６）記載の不均一系触媒。
（１２８）周期律表のＩＶＢ族の少なくとも１つの元素の化合物が、少なくとも一部が硫
酸塩または硫化物型であることを特徴とする（１２５）～（１２７）のいずれか１項記載
の不均一系触媒。
（１２９）不均一系触媒が、Ｆｅ、Ｎｉ、Ｃｏ、Ｃｕ、Ｃｒ、Ｗ、Ｍｎ、Ｍｏ、Ｖ、Ｓｎ
、Ｚｎ、Ｓｉ、からなる群から選ばれた少なくとも１つの元素を、２０質量％以下の量で
、例えば１０質量％以下の量で、好ましくは５質量％以下の量で、例えば２．５質量％以
下の量で更に含むことを特徴とする（１２５）～（１２８）のいずれか１項記載の不均一
系触媒。
（１３０）これらの元素が酸化物および／または水酸化物型であることを特徴とする（１
２５）～（１２９）のいずれか１項記載の不均一系触媒。
（１３１）不均一系触媒が、懸濁した粒子、タブレット、ペレット、環、円筒、ハニカム
構造および／またはそれらの組み合わせの形態であることを特徴とする（１２５）～（１
３０）のいずれか１項記載の不均一系触媒。
（１３２）不均一系触媒が、１０ｍ２／ｇ以上、例えば２５ｍ２／ｇ以上、好ましくは５
０ｍ２／ｇ以上、例えば１００ｍ２／ｇ以上、またより好ましくは１５０ｍ２／ｇ以上、
例えば２００ｍ２／ｇ以上のＢＥＴ表面積を有することを特徴とする（１２５）～（１３
１）のいずれか１項記載の不均一系触媒。
（１３３）不均一系触媒が、Ｓｉ、Ｌａ、ＹまたはＣｅまたはそれらの組み合わせからな
る群から選ばれた少なくとも１つの表面積安定剤を更に含むことを特徴とする（１２５）
～（１３２）のいずれか１項記載の不均一系触媒。
（１３４）不均一系触媒が、前記の表面積安定剤の少なくとも１つを２０質量％以下の有
効量で、例えば１０質量％以下の有効量で、好ましくは前記の表面積安定剤を７．５質量
％以下の有効量で、例えば表面安定剤を５質量％以下の有効量で含む、そしてより好まし
くは前記の表面安定剤が０．５～５質量％の有効量で存在する、例えば１～３質量％で存
在することを特徴とする（１２５）～（１３３）のいずれか１項記載の不均一系触媒。
（１３５）不均一系触媒が、１０００時間の使用後に１０ｍ２／ｇ以上のＢＥＴ表面積を
、例えば１０００時間の使用後に２５ｍ２／ｇ以上のＢＥＴ表面積を、また好ましくは１
０００時間の使用後に５０ｍ２／ｇ以上のＢＥＴ表面積を、例えば１０００時間の使用後
に１００ｍ２／ｇ以上のＢＥＴ表面積を、またより好ましくは１０００時間の使用後に１
５０ｍ２／ｇ以上のＢＥＴ表面積を、例えば１０００時間の使用後に２００ｍ２／ｇ以上
のＢＥＴ表面積を有することを特徴とする（１２５）～（１３４）のいずれか１項記載の
不均一系触媒。
（１３６）不均一系触媒が赤泥から生成されることを特徴とする（１２５）～（１３５）
のいずれか１項記載の不均一系触媒。
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