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(57)【要約】
【課題】上部供給二重旋回型ガス化器を提供すること。
【解決手段】本発明の上部供給二重旋回型ガス化器は、
微粉炭が窒素によって供給される供給ラインと、供給さ
れる微粉炭を分離する分配器と、分配器で分離された微
粉炭、及び酸化剤を供給する多数のバナーノズルと、微
粉炭と酸化剤とが反応して合成ガスの流れを生成する圧
力反応器と、圧力反応器の内部に供給される酸化剤に旋
回力を与える旋回器とを含み、圧力反応器の下部にスラ
グ冷却および貯留容器をさらに含む。各バナーノズルは
断面円形の三重管から構成される。バナーノズルの中央
領域へ微粉炭と搬送用気体が供給され、中央領域を取り
囲んでいる環状領域３４へ酸化剤が供給される。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　上部供給二重旋回型ガス化器であって、
　微粉炭が窒素によって供給される供給ラインと、
　前記供給ラインを介して供給される微粉炭を分離する分配器と、
　前記分配器で分離された微粉炭、及び酸化剤を供給する多数のバナーノズルと、
　前記微粉炭と前記酸化剤とが反応して合成ガスを生成する圧力反応器と、
　前記圧力反応器の内部に供給される前記酸化剤に旋回力を与える旋回器と、を含んでな
る、上部供給二重旋回型ガス化器。
【請求項２】
　前記圧力反応器の下部に、冷却水が貯留されたスラグ冷却および貯留容器をさらに含む
ことを特徴とする、請求項１に記載の上部供給二重旋回型ガス化器。
【請求項３】
　前記バナーノズルのそれぞれは、断面が円形であり、中央領域と、該中央領域を取り囲
む環状領域とを有する三重管から構成され、前記中央領域へ前記微粉炭と搬送用気体が供
給され、前記環状領域へ酸素または酸素と水蒸気との混合気体からなる前記酸化剤が供給
されることを特徴とする、請求項１に記載の上部供給二重旋回型ガス化器。
【請求項４】
　前記環状領域の外側の環状領域へ冷却水が循環することを特徴とする、請求項３に記載
の上部供給二重旋回型ガス化器。
【請求項５】
　前記旋回器が前記各バナーノズルの前記環状領域に設置されることを特徴とする、請求
項１に記載の上部供給二重旋回型ガス化器。
【請求項６】
　前記圧力反応器の最上部には追加の酸化剤が供給されるように多孔性物質からなる多孔
板が設置され、該多孔板を前記バナーノズルのそれぞれが貫通することを特徴とする、請
求項１に記載の上部供給二重旋回型ガス化器。
【請求項７】
　前記圧力反応器は、メンブランチューブ形態の壁であり、壁面にセラミックまたは耐火
物質の耐火材がコートされたことを特徴とする、請求項１に記載の上部供給二重旋回型ガ
ス化器。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、上部供給二重旋回型ガス化器に係り、さらに詳しくは、円筒型ガス化器の上
部に設置された多数のバナーノズルを介して供給される石炭または重質残渣油などの燃料
を酸化剤との反応によってガス化するが、微粉炭の場合、バナーノズルの酸化剤の流れに
旋回を発生させて燃料と酸化剤との混合を促進し、且つバナーの周辺を取り囲むガス化器
の上部全領域に酸化剤の一部を、旋回を同伴しているまたは同伴していない状態で下方に
供給してガス化反応を促進させることが可能な上部供給二重旋回型ガス化器に関する。
【背景技術】
【０００２】
　周知の如く、新・再生エネルギーは、過多な初期投資の障害要因にも拘らず、化石エネ
ルギーの枯渇問題と環境問題に対する核心解決方案であるという点で、先陣進各国ではこ
れに関する果敢な研究開発と普及政策などを推進している。
　韓国は、「新エネルギーおよび再生エネルギーの開発、利用、普及促進法」第２条の規
定に基づいて、「既存の化石燃料を変換させて利用し、或いは日光、水、地熱、降水、生
物有機体などを含む再生可能なエネルギーを変換させて利用するエネルギー」と定義し、
１１分野のエネルギー、すなわち太陽光、太陽熱、バイオ、風力、水力、海洋、廃棄物、
地熱の８分野の再生エネルギーと、燃料電池、石炭液化ガスおよび重質残渣油ガス、水素
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エネルギーの３分野の新エネルギーに区分している。
　その中でも、ガス化複合発電技術（ＩＧＣＣ、Integrated Gasification Combined Cyc
le）は、石炭、重質残渣油などの低級原料を高温・高圧のガス化器で水蒸気と共に限定さ
れた酸素を用いて不完全燃焼およびガス化させ、一酸化炭素と水素が主な成分である合成
ガスを作って精製工程を経た後、ガスタービンおよび蒸気タービンなどを駆動して発電す
る新技術である。
【０００３】
　ガス化器の一例として、「Gasifier Injector」という発明の名称で出願された特許文
献１によれば、微粉炭を、ガス化器の上部に位置した多数の分岐管で分離してガス化器の
内部へ供給する。各分岐管は、多孔性物質から構成されている板を貫通し、多孔性物質を
介して酸化剤を供給する。この際、微粉炭を供給する分岐管の周辺に孔を空いて分岐管の
周辺へ多くの酸化剤が供給されるようにし、この孔を介して供給された酸化剤が微粉炭と
急速度で混合されるようにする。残りの少量の酸化剤は多孔性物質を通過して円筒型ガス
化器の上部全体領域から下方に供給されるようにしている。
【０００４】
　ところが、この特許文献１の場合には、多数のバナーを上部に設置するにあたって、多
孔性物質を貫通してガス化器の内部へ供給される微粉炭を酸化剤と急速に混合するために
、微粉炭供給部が多孔性物質を貫通し、貫通する領域の周囲に孔を空いて酸化剤を供給し
、且つ微粉炭供給部を除いた全体領域において酸化剤を上部から下方に供給する構成であ
るが、このように微粉炭と酸化剤の流れがいずれも垂直下方向に供給されるため、微粉炭
粒子もいずれも垂直下方向に進んで粒子が溶融し、溶融した粒子がガス化器の壁に沿って
流れる一般なスラギングが発生せず、スラギングガス化器の実現に困難さが存在する。す
なわち、微粉炭粒子の中でも比較的多くの量が粒子状物質として排出される。また、微粉
炭供給部の周辺へ流れる酸化剤とこれを取り囲んで供給される酸化剤それぞれの流量制御
が不可能であって、燃料の変更、又は微粉炭及びこれによる酸化剤の流量変更などの多様
な運転条件に対応することが難しいという欠点がある。
【０００５】
　他の例として、「Dump Cooled Gasifier」という発明の名称で出願された特許文献２に
は、ガス化器を構成する壁をセラミックチューブから構成し、セラミックチューブの内部
へ気体状の冷却物質を流れるようにしてガス化反応時の高温環境とガス化反応の際に発生
する高温の気体及びスラグから内壁を保護する構成であるが、セラミックチューブでガス
化反応領域を取り囲む構成であるから、セラミック物質の機械的強度が弱いという点を考
慮するとき、各チューブの継ぎ目が完璧でない場合には高温高圧の環境で損傷が発生して
ガス化器を安定的に運転することができなくなる可能性を内包しているという問題がある
。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】米国特許公開第２００６／０２４２９０７号明細書
【特許文献２】米国特許公開第２００８／０１４１９１３号明細書
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　石炭または重質残渣油などの燃料をガス化して清浄エネルギーとして活用するために考
案されているガス化技術の大部分は、比較的遅いガス化反応をガス化器内で完了させるた
めにガス化器を大型化しているが、ガス化器の体積が大きくなるにも拘らず、微粉炭を燃
料として使用する場合に炭素を完全にガスに転換することが難しい。そこで、本発明は、
これを解消するために案出されたもので、その目的は、流動の適切な制御によってガス化
反応を促進させるために、旋回流を活用して燃料と酸化剤の急速な混合を図ることにより
、急速なガス化反応を誘導し、微粉炭を燃料として使用する場合に旋回力によって微粉炭
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がガス化器の壁面へ移動して溶融状態でガス化器の内壁に沿って流れる過程で炭素がガス
状態に転換されるようにすることにより、急速混合によるガス化反応およびガス化器の壁
面における炭素のガスへの転換反応を介してガス化器の体積を減らすと共により高い炭素
転換率を得ることが可能な上部供給二重旋回型ガス化器を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　上記目的を達成するために、本発明は、微粉炭が窒素によって供給される供給ラインと
、前記供給ラインを介して供給される微粉炭を分離する分配器と、前記分配器で分離され
た微粉炭と酸化剤を供給する多数のバナーノズルと、微粉炭と酸化剤とが反応して合成ガ
スを生成する圧力反応器と、前記圧力反応器の内部に供給される酸化剤に旋回力を与える
旋回器とを含み、圧力反応器の下部には水が貯水されたスラグ冷却および貯留容器が設置
されることを特徴とする、上部供給二重旋回型ガス化器を提供する。
【０００９】
　バナーノズルのそれぞれは、断面が円形であり、中央領域と、該中央領域を取り囲む環
状領域とを有する三重管から構成され、中央領域へ微粉炭と搬送用気体が供給され、環状
領域へ酸素または酸素と水蒸気との混合気体からなる酸化剤が供給され、環状領域の外側
の環状領域へ冷却水が循環し、この際、旋回器は各バナーノズルの酸化剤が供給される環
状領域に設置される。
　また、圧力反応器の最上部には追加の酸化剤が供給されるように多孔性物質からなる多
孔板が設置され、この多孔板をバナーノズルのそれぞれが貫通する。
本発明において、圧力反応器の壁がメンブランチューブ形態であれば、その壁面にセラミ
ックまたは耐火物質の耐火材がコートされる。
【発明の効果】
【００１０】
　本発明によれば、燃料および燃料供給ラインの周辺から供給される酸化剤およびガス化
器の上部全体から供給される酸化剤などの全ての流れが下方向に直線的な流れである従来
の技術とは異なり、燃料の周辺を取り囲む環状領域で旋回器を通過する過程で酸化剤が旋
回力を持つことにより燃料と酸化剤との混合を促進させ、且つバナーの周辺を取り囲むガ
ス化器の全領域において酸化剤の一部が旋回を同伴している或いは同伴していない状態で
下方向に供給されてガス化反応を促進させ、極めて短い時間内に反応を完了することによ
りガス化器の体積減少が達成されるので、ガス化器の製作コストを減少する効果を持つ。
【００１１】
　また、本発明は、ガス化のための燃料として最も多く用いられる固体粒子状態の微粉炭
を使用する場合、微粉炭粒子が溶融した後、凝集した状態の液状スラグがガス化器の壁面
に沿って流れるので、気体に便乗して流れる従来の状態より一層長い滞留時間を有するか
ら、炭素転換率を向上させる効果を持つ。
　また、微粉炭粒子を粒子状物質として排出することにより処理に多くの費用が必要な従
来の技術と比較して、凝集したスラグ状態に処理して副産物として販売することができる
から、経済性を確保することができる効果も持つ。
【００１２】
　本発明の前記及び他の目的、特徴及び利点は、添付図面を参照する次の詳細な説明によ
って一層明確に理解されるであろう。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】本発明のガス化器の構成を示す概略図である。
【図２】微粉炭と酸化剤供給ノズルの概念図である。
【図３】酸化剤が供給される環状領域に旋回器を設置した構成の概念図である。
【図４】ガス化器の上部に多数のバナーノズルを設置した構成の概念図である。
【図５】スラグの流れ、急冷および貯留の概念図である。
【図６】従来の技術と本発明との微粉炭粒子の分布比較図である。
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【発明を実施するための形態】
【００１４】
　以下に添付図面を参照しながら、本発明に係る一実施例の動作を詳細に説明する。
　図１は本発明に係るガス化器の構成図を示している。図示の如く、本発明のガス化器１
００は、矢印ａの方向に微粉炭が窒素によって供給される供給ライン１０と、この供給ラ
イン１０を介して供給される微粉炭を分離する分配器２０と、分配器２０で分離された微
粉炭、及び酸化剤を矢印ｂの方向に供給する多数のバナーノズル３０と、微粉炭と酸化剤
とが反応して合成ガスの流れ（矢印ｃ）を生成する圧力反応器４０と、圧力反応器４０の
内部に供給される酸化剤に旋回力を与える旋回力付与手段としての旋回器５０、８０（５
０は図３）とを含み、圧力反応器４０の下部にスラグ冷却および貯留容器７０（図５）を
さらに含む。
　微粉炭と酸化剤を供給する各バナーノズル３０は、断面円形の三重管からなっており、
最も中央領域３２へ微粉炭と搬送用気体が供給される。中央領域３２を取り囲んでいる環
状領域へ酸化剤が供給されるが、酸化剤は酸素または酸素と水蒸気との混合気体であって
もよい。
【００１５】
　バナーノズルの厚さを含んで三重管の形態を示している図２の如く、三重管の最外側の
環状領域３６へは冷却水が循環して微粉炭および酸化剤供給部位の加熱を防止する。この
ように三重管から構成されて原料と酸化剤を供給する多数のバナーノズル３０は圧力反応
器４０の内部に引き込まれる。
【００１６】
　図３には、酸化剤が供給される領域であり、且つ微粉炭が供給される中央領域３２を取
り囲んでいる環状領域３４に、旋回力付与手段として旋回器５０を設置する概念図を示し
ている。図３に示されているように、三重管の環状領域３４の出口部分に旋回器５０が設
置されることにより、酸化剤が最終的には強い旋回力をもってバナーノズル３０を抜け出
る。
　三重管が下方に延びている圧力反応器４０の最上部には、多孔性物質からなる多孔板６
０を設置する。圧力反応器４０上に位置した多孔板６０の上部に追加の酸化剤を図１の矢
印ｂの方向に供給する。追加の酸化剤に旋回力を与える追加の旋回器８０を多孔板６０の
下部に設置することにより、多孔板６０の上部に供給されて圧力反応器４０へ流れる酸化
剤に旋回力を付与しているが、燃料特性またはガス化の運転条件によっては多孔板６０を
通過する追加の酸化剤に旋回力を付与する旋回器を設置しないこともある。このように圧
力反応器４０に多孔板６０と旋回器８０が設置され、多数個のバナーノズル３０が多孔板
６０と旋回器８０を貫通して圧力反応器４０へ引き込まれる。
【００１７】
　これにより、図４に示されているように、圧力反応器４０の上部にはバナーノズル３０
の中央領域３２を介して微粉炭と搬送用気体が供給され、多数個のバナーノズル３０を取
り囲んでいるガス化器上部の全体領域へは追加の酸化剤が供給されるので、ガス化器の内
部へ供給される酸化剤の流量をそれぞれ別途に制御することができる。
【００１８】
　このように酸化剤と微粉炭が圧力反応器４０の内部へ供給され、酸化剤と微粉炭が反応
することにより、ＣＯとＨ2が主な成分である合成ガスを生産する。この際、微粉炭粒子
内に含まれている灰材は二重旋回効果により発生する遠心力によって圧力反応器４０の壁
側に向かい、溶融状態のスラグ流れは耐火材（図５の斜線で表示された）に沿って下方に
流れる。このスラグの流れは圧力反応器４０の下部に位置したスラグ冷却および貯留容器
７０に落ち、この容器７０に冷却水７２として水を貯留しているので、容器７０に流下し
たスラグは急冷に固化して処理される。圧力反応器４０の壁（ガス化反応領域）を、チュ
ーブの内部に冷却物質が流れ且つメンブランがチューブとチューブとを結ぶメンブランチ
ューブ形態の壁から構成する場合には、燃料特性またはガス化運転条件に応じてメンブラ
ンチューブの壁面に耐火材をコートし或いはコートしない。耐火材をコートする場合には
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一般な耐火材またはセラミック物質を使用することができる。
【００１９】
　上述したように、本発明は、複数のバナーノズル３０を介して圧力反応器４０の内部へ
供給されるので、流動の均一性、微粉炭粒子のスラギング特性および微粉炭粒子分布の均
一性などにおいて向上をもたらしてガス化反応特性の向上を図ることができる。結果とし
て速い反応を誘導してガス化器の体積を減少させることができ、炭素転換率および冷ガス
効化率(cold gas efficiency)などの性能においても向上をもたらすことができる。
【００２０】
　本発明に係る効果を科学的に検証するために、このような概念を単純化した電算解析に
よって確認した。結果を表１、表２および図６に示す。表１の数値は、流動の均一性を示
す因子であって、数値が０の場合が完全に理想的に均一な流動であることを示す因子であ
るが、大部分の従来の技術のように線形的に酸化剤と原料を供給する場合に比べて、本発
明のように二重旋回を付与することにより一層速く理想的な状態に接近していることを示
している。表２は、微粉炭粒子が圧力反応器の壁にぶつかる特性を示し、スラギング特性
と直接的な関連を結ぶ度合いを示すが、本発明によるガス化器でより多くの粒子が壁にぶ
つかることを示している。
【００２１】
【表１】

【００２２】

【表２】

【００２３】
　一方、図６は微粉炭粒子の平面上分布図を示している。右に示した本発明に係る微粉炭
粒子の分布が、左に示した従来の技術による微粉炭粒子の分布より均一であることが分か
る。このような電算解析結果は、本発明に係る装置の効果が既存のガス化器の効果に比べ
て優れることを直接示している。
【００２４】
　以上、本発明の好適な実施例を説明の目的で詳細に開示したが、本発明の属する技術分
野における通常の知識を有する者であれば、添付した請求の範囲に開示された本発明の精
神と範囲から逸脱することなく様々な変形、追加及び置換が可能であることを理解するで
あろう。
【符号の説明】
【００２５】
１０　　供給ライン
２０　　分配器
３０　　バナーノズル
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３２　　中央領域
３４、３６　　環状領域
４０　　圧力反応器
５０、８０　　旋回器
６０　　多孔板
７０　　スラグ急冷および貯留容器

【図１】 【図２】

【図３】



(8) JP 2013-513688 A 2013.4.22

【図４】

【図５】

【図６】
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