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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　投入口と排出口を備え、有機物含有廃棄物が投入される密閉容器と、
　前記密閉容器の内部温度を計測する温度計測装置と、
　前記密閉容器に水蒸気を導入する導入管と、
　前記導入管に配置され、開弁することで前記水蒸気を前記密閉容器に導入し、閉弁する
ことで前記導入を停止する電磁弁と、
　前記水蒸気が導入された前記密閉容器から前記水蒸気を放出することで前記密閉容器内
の圧力を減圧する減圧装置と、
　前記温度計測装置が計測した前記内部温度に基づき、前記電磁弁及び前記減圧装置を制
御して、前記密閉容器内の有機物含有廃棄物を水熱反応させる制御装置と
を有し、
　前記制御装置は、
　前記水熱反応の際、前記密閉容器に前記水蒸気を導入して前記内部温度がメイラード反
応促進温度以上の第一温度になるまで昇温した後、前記第一温度を第一時間継続し、
　前記第一時間経過後ただちに、前記圧力を減圧して前記第一温度より前記内部温度を降
温させ、
　前記降温により、前記内部温度が前記第一温度から水熱反応下限温度以上である第二温
度に低下した後、前記第二温度を前記第一時間と同等または前記第一時間より長い第二時
間継続し、
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　前記第二時間経過後ただちに、前記内部温度が前記第一温度と同等の第三温度になるま
で昇温した後、前記第三温度を前記第一時間と同等の第三時間継続し、
　前記第三時間経過後ただちに、前記圧力を減圧して前記内部温度を前記第三温度より降
温する水熱処理装置。
【請求項２】
　前記投入された有機物含有廃棄物を前記密閉容器内で撹拌する撹拌装置をさらに有し、
　前記制御装置は、前記撹拌装置を制御して、前記第一時間では第一撹拌速度で前記撹拌
をし、前記第二時間では前記撹拌をせず又は前記第一撹拌速度よりも遅い第二撹拌速度で
前記撹拌をし、前記第三時間では前記第一撹拌速度と同等の第三撹拌速度で前記撹拌をす
る請求項１に記載の水熱処理装置。
【請求項３】
　請求項１または請求項２のいずれか一項に記載の水熱処理装置と、
　前記水熱処理装置で水熱反応させた有機物含有廃棄物を水熱処理液と残余物とに分離す
る固液分離装置と、
　前記固液分離装置で分離した前記水熱処理液を原料にして微生物または菌によるガス生
成を行うガス生成装置と
　を有する水熱処理システム。
【請求項４】
　前記ガス生成装置は、メタン発酵装置である請求項３に記載の水熱処理システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、有機物含有廃棄物を処理する水熱処理装置、並びに、当該水熱処理装置を用
いてガス生成を行う水熱処理システムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　都市ごみなどの家庭から排出される厨芥（生ごみ）、紙や草木などの木質系廃棄物、家
畜糞尿、汚泥といった有機物含有廃棄物を高温高圧の水蒸気で水熱反応させて可溶化（水
熱処理）し、水熱処理後のスラリーを用いて微生物や菌によるガス生成、例えば、メタン
発酵を行うシステムが開発されている（例えば特許文献１，２）。
　特許文献１には、密閉可能な容器に有機物含有廃棄物を投入して撹拌しながら水熱処理
を行う水熱処理装置が開示されている。特許文献１では、容器内の温度が１８０℃未満で
あると、生物の骨などの固い成分が十分に可溶化しないため、１８０℃、１．０ＭＰａで
水熱処理をしている。
【０００３】
　しかしながら、特許文献２に記載のように、１５０℃以上で水熱処理をすると、有機廃
棄物に含まれる糖とタンパク質とのメイラード反応が促進され、窒素含有抗酸化物質であ
り、且つ、ガス生成の阻害物質であるメラノイジンの生成が顕著になる。そこで、特許文
献２では、メラノイジンの量を低減するため、２つの水熱処理装置を備えたシステムを開
示している。
　まず、第１水熱処理装置で、メイラード反応を抑制できる低温（例えば１２０℃）にて
水熱処理を行う。次に、固液分離により、第１水熱処理装置で生成した液体（便宜上「水
熱処理液１」と表記する）を除いたのち、生成した固体を第２水熱処理装置に移送する。
そして、第２水熱処理装置で、高温（例えば２２０℃）にて水熱処理を行い、第２水熱処
理装置で生成した液体（便宜上「水熱処理液２」と表記する）と先に除いた水熱処理液１
とを発酵装置に移送し、発酵装置でメタン発酵させる。
　水熱処理液１は、メイラード反応を抑制する低温での水熱処理で生成されているため、
原理的にメラノイジンの生成は微量となる。また、水熱処理液１を除いたことで第２水熱
処理装置へ移送される窒素化合物の量が減少するので、メイラード反応が促進される高温
にて水熱処理を行う第２水熱処理装置で生成するメラノイジンの量も減少する。従って、
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第１水熱処理装置を配置せず、第２水熱処理装置のみのシステムで水熱処理をする場合と
比べて、第１及び第２水熱処理装置を備えたシステムは、水熱処理液１及び水熱処理液２
に含まれるメラノイジンの総量を低減でき、結果としてメタン発酵の際の発酵阻害を低減
できるというものである。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００９－１１９３７８号公報
【特許文献２】特開２０２０－１６３２８０号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　例えば、ごみ収集車で回収される有機物含有廃棄物やごみ清掃工場のごみピットに貯留
された有機物含有廃棄物を用いて、微生物や菌でガス発生させる場合、厨芥類、紙類、草
木類を選択的に水熱処理するのがよい。しかし、有機物含有廃棄物の中から厨芥類、紙類
、草木類を選択的に取り出したとしても、当該ガス発生に寄与しない又は寄与しづらい有
機物が完全には除去されずに残留しているのが一般的である。金属等の無機物並びにプラ
スチック等の有機物は、微生物等によるガス生成に寄与しない又は寄与しづらい。このた
め、例えば、６ｍｍ径より大きな金属等の無機物やプラスチック等の有機物は、水熱処理
後の固液分離（例えば、目開き６ｍｍ径のスクリーン）で除去される。
　しかし、この場合、水熱処理により６ｍｍ径以下に微細化したプラスチックは、水熱処
理後に固液分離された液（以下、「水熱処理液」という）に含まれたまま、微生物や菌を
用いてガスを生成するガス生成装置（例えば、発酵装置）に移送される恐れがある。ガス
生成装置に投入される水熱処理液は、予め定められた規定量（一定量）であることから、
水熱処理液に微細化したプラスチックが多く含まれるほど、当該規定量に占めるプラスチ
ックの割合が増し、ガスの生成効率が低減する。従って、微細化したプラスチックは、微
生物等によるガス生成に寄与せず、また、微生物等によるガス生成を妨げるものではない
が、規定量の水熱処理液から生成するガスの生成量を減少させるという意味で、やはりガ
ス生成の阻害物質であるといえる。
　本発明者の実験によれば、１８０℃の温度一定で６０分間の水熱処理を行うと、有機物
含有廃棄物に含有されたプラスチックのうち、約６５％が寸法６ｍｍ以下に微細化される
ことが判明している。従って、目開き６ｍｍ径のスクリーンで固液分離が行われる場合、
有機物含有廃棄物に含有されたプラスチックの大部分が、水熱反応により微細化されてガ
ス生成装置に移送されることになる。これでは、効率の良いガス生成ができない恐れがあ
り、改善が望まれる。
【０００６】
　そこで、改善の一案として、低温で水熱処理することが考えられる。なぜなら、微細な
プラスチックは、メラノイジンと同様に水熱反応が高温で行われるほど多く生成されるか
らである。しかし、この場合、特許文献１によれば有機物含有廃棄物が十分に可溶化せず
、水熱処理液に溶け込む有機物の量が低減し、やはり効率の良いガス生成ができない恐れ
がある。
　なお、特許文献２の技術では、メラノイジンの生成量は低減できても、微細なプラスチ
ックの量は依然として低減できず、しかも２つの水熱処理装置を使用するため、システム
のコストアップは避けられない。
【０００７】
　そこで、本発明では、１つの水熱処理装置で、有機物含有廃棄物を可溶化させるととも
に、ガス生成に関する２つの阻害物質であるメラノイジンと微細なプラスチックの生成量
を低減することを可能とする水熱処理装置及び水熱処理システムを提供することを目的と
する。
【課題を解決するための手段】
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【０００８】
　本発明の水熱処理装置は、投入口と排出口を備え、有機物含有廃棄物が投入される密閉
容器と、前記密閉容器の内部温度を計測する温度計測装置と、前記密閉容器に水蒸気を導
入する導入管と、前記導入管に配置され、開弁することで前記水蒸気を前記密閉容器に導
入し、閉弁することで前記導入を停止する電磁弁と、前記水蒸気が導入された前記密閉容
器から前記水蒸気を放出することで前記密閉容器内の圧力を減圧する減圧装置と、前記温
度計測装置が計測した前記内部温度に基づき、前記電磁弁及び前記減圧装置を制御して、
前記密閉容器内の有機物含有廃棄物を水熱反応させる制御装置とを有する。
　そして、前記制御装置は、前記水熱反応の際、前記密閉容器に前記水蒸気を導入して前
記内部温度がメイラード反応促進温度以上の第一温度になるまで昇温した後、前記第一温
度を第一時間継続し、前記第一時間経過後ただちに、前記圧力を減圧して前記第一温度よ
り前記内部温度を降温させ、前記降温により、前記内部温度が前記第一温度から水熱反応
下限温度以上である第二温度に低下した後、前記第二温度を前記第一時間と同等または前
記第一時間より長い第二時間継続し、前記第二時間経過後ただちに、前記内部温度が前記
第一温度と同等の第三温度になるまで昇温した後、前記第三温度を前記第一時間と同等の
第三時間継続し、前記第三時間経過後ただちに、前記圧力を減圧して前記内部温度を前記
第三温度より降温する。
【０００９】
　また、本発明の水熱処理システムは、本発明の水熱処理装置と、前記水熱処理装置で水
熱反応させた有機物含有廃棄物を水熱処理液と残余物とに分離する固液分離装置と、前記
固液分離装置で分離した前記水熱処理液を原料にして微生物または菌によるガス生成を行
うガス生成装置とを有する。
【００１０】
　本発明の水熱処理装置は、密閉容器内に有機物含有廃棄物を投入後、メイラード反応促
進温度以上の第一温度に密閉容器内の温度を昇温して第一時間だけ第一温度を維持し、そ
の後、ただちに第一温度よりも低い第二温度（ただし、水熱反応下限温度以上の温度）に
降温して第二温度を第二時間だけ維持した後、再び、第三温度に昇温して第三時間だけ第
三温度を維持し、その後、ただちに第三温度より降温する。すなわち、水熱処理装置を起
動してからの温度変化を、時間経過を「→」で示して記載すると、「低（常温：装置起動
時）」→「高（メイラード反応促進温度以上で水熱反応）」→「低（水熱反応下限温度以
上で水熱反応）」→「高（メイラード反応促進温度以上で水熱反応）」→「低」とする。
　言い換えれば、密閉容器の内部温度を、まずメイラード反応促進温度以上の第一温度に
上昇させて有機物含有廃棄物の水熱反応を円滑に開始させるとともに、第一時間経過後た
だちに下降させ、その後、再び第一温度と同等の第三温度に上昇させ、その後、降温させ
る。これにより、水熱反応の途中で有機物含有廃棄物の有機物に温度変化を与えてその細
胞壁に複数回の熱衝撃を加え、当該有機物の可溶化を促進する。すなわち、本発明の水熱
処理装置で水熱反応した有機物含有廃棄物は、有機物の細胞壁が水熱反応中に加えられた
熱衝撃により一部破壊されているので、単に第二温度の一定値のみで水熱反応する場合に
比べ、本発明における第二温度の領域においても、より多く可溶化する。
【００１１】
　また、第一温度よりも低温の第二温度で水熱処理を行う第二時間が、第一時間と同等ま
たは第一時間より長いため、第一温度のみの温度一定で水熱処理を行う場合に比べ、メラ
ノイジンの量と微細なプラスチックの量のいずれも低減する。
　従って、本発明の水熱処理装置で生成した水熱処理液では、有機物の含有量が多く、且
つ、従来に比べ、ガス生成の阻害物質であるメラノイジンと微細なプラスチックの含有量
が少なくなる。
　さらに、本発明の水熱処理装置システムは、本発明の水熱処理装置で生成した水熱処理
液を用いてガス生成をするため、効率よくガス生成をすることができる。
【発明の効果】
【００１２】
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　本発明の水熱処理装置によれば、１つの水熱処理装置でありながら、有機物含有廃棄物
を可溶化させるとともに、微生物や菌によるガス生成の阻害物質であるメラノイジン及び
微細なプラスチックの生成量を低減することができる。
　また、本発明の水熱処理システムによれば、これら２つの阻害物質の少ない水熱処理液
を用いてガス生成をするため、効率よくガス生成をすることができる。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】実施形態に係る水熱処理システムを示す模式図である。
【図２】実施形態に係る水熱処理装置を示す模式図である。
【図３】実施形態に係る水熱処理装置で実施される密閉容器の内部温度制御及び撹拌制御
を説明するためのグラフである。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
　以下、図面を参照して、実施形態としての水熱処理装置及びこれを有する水熱処理シス
テムについて説明する。以下に示す構成等はあくまでも例示に過ぎず、明示しない種々の
変形や技術の適用を排除する意図はない。以下に示す構成等は、本発明における必須の構
成要件及びその趣旨を逸脱しない範囲で種々変形して実施することができる。
【００１５】
　図１は、本実施形態の水熱処理システム１を示す模式図である。水熱処理システム１は
、有機物含有廃棄物を高温高圧の水蒸気で水熱反応させて可溶化する水熱処理装置１０と
、水熱処理装置１０で水熱反応させた有機物含有廃棄物（以下、水熱処理物という）を水
熱処理液と残余物とに分離する固液分離装置２０と、固液分離装置２０で分離した水熱処
理液を原料にして微生物または菌によりガス生成を行うガス生成装置３０（例えば、メタ
ン発酵を行うメタン発酵装置）とを有する。
　水熱処理装置１０に投入される有機物含有廃棄物としては、家庭から排出される生ごみ
、木質系廃棄物、家畜糞尿、汚泥などが挙げられる。ごみ収集車で回収された有機物含有
廃棄物やごみ清掃工場のごみピットに貯留された有機物含有廃棄物をそのまま水熱処理装
置１０に投入してもよいし、これらの有機物含有廃棄物から無機物を取り除いた後、水熱
処理装置１０に投入してもよい。もちろん、これらの有機物含有廃棄物の中から厨芥類、
紙類、草木類を選択的に取り出し、取り出した厨芥類、紙類または草木類を水熱処理装置
１０に投入してもよい。しかし、いずれの場合においても、一般的に、有機物含有廃棄物
から微生物や菌等によるガス生成に寄与しない又は寄与しづらい有機物であるプラスチッ
クを完全には取り除くことはできない。
　なお、水熱処理装置１０の構成及び制御は、図２及び図３を用いて後述する。
【００１６】
　固液分離装置２０は、ある粒度未満の液体は通過させつつ当該粒度以上の固体を通過さ
せずに分離する装置であり、所定の目開き（例えば、６ｍｍ径の目開き）を備えたスクリ
ーンやスクリュープレスなどを使用することができる。水熱処理液には、有機物含有廃棄
物の有機物が多量に溶け込んでおり、後述のガス生成装置３０におけるガス生成の原料と
なる。
　なお、固液分離装置２０から排出された残余物は、廃棄又は焼却処分される。
【００１７】
　ガス生成装置３０は、例えば、メタン発酵によりメタンガスを生成する装置である。水
熱処理システム１は、後述の水熱処理装置１０においてメラノイジンや微細なプラスチッ
クの量を低減できることから、効率的にガス生成をすることが可能となる。
　なお、ガス生成装置３０は、水熱処理液を原料にして微生物または菌でガスを生成する
装置であれば、水素等のガスを生成する装置であってもよい。
【００１８】
　図２は、本実施形態の水熱処理装置１０を示す模式図である。水熱処理装置１０は、内
部を密閉可能な密閉容器１１と、密閉容器１１に水蒸気を導入する導入管１４と、導入管
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１４に配置された電磁弁１５と、密閉容器１１の内部温度を計測する温度センサ１８（温
度計測装置）と、水蒸気が導入された密閉容器１１の内部圧力を減圧する減圧装置１７と
、密閉容器１１に投入された有機物含有廃棄物を撹拌する撹拌装置１６と、温度センサ１
８の計測した内部温度に基づいて電磁弁１５、減圧装置１７、並びに撹拌装置１６を制御
する制御装置１９とを有する。
【００１９】
　密閉容器１１は、投入口１２と排出口１３を備える。水熱反応させる有機物含有廃棄物
は、投入口１２から密閉容器１１の内部に投入される。水熱処理の際は、投入口１２と排
出口１３は閉じられ、密閉容器１１は密閉される。水熱処理がされた有機物含有廃棄物（
水熱処理物）は、排出口１３を開けて密閉容器１１の外部へ排出され、例えばコンベアな
どで固液分離装置２０へ移送される。なお、水熱処理物は、有機物含有廃棄物が水熱処理
により可溶化しているため、スラリーの状態であることが多い。
　導入管１４は、その一端が密閉容器１１に連通され、その他端側から高温の水蒸気が導
入される配管である。当該水蒸気として、例えば、ごみ焼却炉のタービンで発電利用後の
水蒸気を利用することができる。なお、発電利用直後の水蒸気の温度は２００℃を超える
高温であることから、後述する第一温度Ｃ１の設定に応じて、発電利用直後の水蒸気をそ
のまま密閉容器１１に導入する場合や、当該水蒸気を自然冷却または冷却装置で適宜冷却
した後に使用する場合がありうる。
【００２０】
　電磁弁１５は、開弁することで導入管１４を通じて水蒸気を密閉容器１１に導入し、閉
弁することで水蒸気の導入を停止する。電磁弁１５の開閉は、制御装置１９によって制御
される。
　温度センサ（温度計測装置）１８は、密閉容器１１の内部温度を計測して制御装置１９
へ送信する。
　撹拌装置１６は、密閉容器１１に投入された有機物含有廃棄物の水熱反応を促進させ、
且つ、こげつきを防止するために有機物含有廃棄物を撹拌する。撹拌装置１６は、例えば
、密閉容器１１内に配置された撹拌羽根を備え、固定された密閉容器１１内で撹拌羽根を
回転させる形式であってもよいし、密閉容器１１自体を回転させる形式でもよい。撹拌装
置１６の撹拌速度は、制御装置１９によって制御される。
　減圧装置１７は、水蒸気が導入された密閉容器１１から、水熱処理中に当該水蒸気の一
部を密閉容器１１の外部へ放出し、または、水熱処理終了後に当該水蒸気の全部を密閉容
器１１の外部へ放出して、密閉容器１１の内部圧力を減圧する。当該減圧の程度は、制御
装置１９によって制御される。
　制御装置１９は、水熱処理の際、温度センサ１８で計測された内部温度に基づき、電磁
弁１５を開弁または閉弁し、また、減圧装置１７を制御して密閉容器１１の内部の圧力を
適宜減圧し、密閉容器１１の内部温度を制御する。また、制御装置１９は、温度センサ１
８で計測された内部温度に基づき、撹拌装置１６を制御して、密閉容器１１に投入された
有機物含有廃棄物に対する撹拌速度を増減する。
【００２１】
　では、制御装置１９の制御につき、図３を用いて説明する。
　制御装置１９は、密閉容器１１に有機物含有廃棄物が投入され、密閉容器１１が密閉さ
れた後、電磁弁１５を開弁して密閉容器１１に高温の水蒸気を導入し、密閉容器１１の内
部温度がメイラード反応促進温度以上の第一温度Ｃ１になるまで昇温する。その後、電磁
弁１５を閉弁し、または閉弁と開弁を適宜繰り返して、第一温度Ｃ１を第一時間Ｔ１だけ
継続する。この時、制御装置１９は、撹拌装置１６を制御して、第一撹拌速度Ｒ１で、密
閉容器１１内の有機物含有廃棄物を撹拌する。この制御により、水熱処理開始後、メイラ
ード反応促進温度以上の温度で有機物含有廃棄物の水熱反応が生じるため、有機物含有廃
棄物の可溶化を円滑に開始することができる。
　なお、先述のとおり、メイラード反応促進温度は特許文献２によれば１５０℃以上であ
る。そして、特許文献２では、メイラード反応を抑制する温度として１２０℃を設定して
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いる。従って、メイラード反応促進温度の下限は、１２０℃より高く、１５０℃より低い
温度であるといえる。そこで、両数値の中間点である１３５℃を当該下限と仮定する。従
って、ここでは、メイラード反応促進温度は、１３５℃以上、望ましくは１５０℃以上と
設定する。
【００２２】
　そして、第一時間Ｔ１の経過後ただちに、制御装置１９は、減圧装置１７を制御して密
閉容器１１内の水蒸気を密閉容器１１の外部へ一部放出する。これにより、制御装置１９
は、密閉容器１１の内部圧力を減圧し、密閉容器１１の内部温度を第一温度Ｃ１より急速
に降温させる。このとき、制御装置１９は、電磁弁１５を閉弁するのが望ましい。
　この制御により、有機物含有廃棄物の有機物の細胞壁に、水熱反応の途中で熱衝撃（第
一熱衝撃）が加えられ、当該細胞壁の一部が破壊される。なお、内部温度を第一温度Ｃ１
から降温させる際、急激に短時間（０～１０分間以内、望ましくは０～５分間程度）で降
温させるのが望ましいので、減圧装置１７に加え、冷却装置（図示なし）により密閉容器
１１内を強制冷却してもよい。
　ここで、熱衝撃は有機物含有廃棄物に含まれるプラスチックも受けることになるが、有
機物の細胞とプラスチックとを比較すると、水分の有無や熱伝導率の相違があるため、プ
ラスチックに対する熱衝撃の影響は、細胞に比べ小さい。よって、ここでの熱衝撃が原因
となるプラスチックの微細化は実質的に生じない。
【００２３】
　密閉容器１１の内部温度が、第一温度Ｃ１から水熱反応下限温度以上である第二温度Ｃ
２に低下した後、制御装置１９は、第二温度Ｃ２を第一時間Ｔ１と同等または第一時間Ｔ
１より長い第二時間Ｔ２だけ継続する。この時、制御装置１９は、撹拌装置１６を制御し
て、第一撹拌速度Ｒ１より低速の第二撹拌速度Ｒ２で、密閉容器１１の有機物含有廃棄物
を撹拌する。
　この制御により、第二温度Ｃ２で比較的長時間の有機物含有廃棄物の水熱反応が行われ
るが、第一熱衝撃により、すでに一部の細胞壁が破壊されているので、第一熱衝撃のない
場合に比べ、有機物含有廃棄物の有機物の可溶化が促進する。また、第二温度Ｃ２は第一
温度Ｃ１より低温であるため、第二温度Ｃ２より高温の第一温度Ｃ１のみで水熱処理する
場合に比べ、ガス生成の阻害物質であるメラノイジンや微細なプラスチックの生成が抑制
される。加えて、撹拌速度も低速な第二撹拌速度Ｒ２であるので、第二撹拌速度Ｒ２より
高速の第一撹拌速度Ｒ１で水熱処理を行う場合に比べ、微細なプラスチックの生成をさら
に抑制することができる。
　なお、第一温度Ｃ１から第二温度Ｃ２に到達する前に、制御装置１９は、減圧装置１７
による減圧を停止している。また、制御装置１９は、電磁弁１５を閉弁し、または閉弁と
開弁を適宜繰り返して、第二温度Ｃ２を第二時間Ｔ２だけ継続する。また、水熱反応は水
蒸気を使用するため、ここでは、水熱反応下限温度は大気圧で水蒸気が発生する１００℃
に設定する。
　また、図３では、第二撹拌速度Ｒ２が０ｒｐｍより大きい値を示しているが、有機物含
有廃棄物がこげつかない場合は、第二撹拌速度Ｒ２は０ｒｐｍとしてもよい。
【００２４】
　そして、第二時間Ｔ２経過後ただちに、制御装置１９は、電磁弁１５を開弁して密閉容
器１１に水蒸気を導入し、密閉容器１１の内部温度が第一温度Ｃ１と同等の第三温度Ｃ３
になるまで昇温する。この制御により、第二時間Ｔ２において可溶化が不十分であった有
機物含有廃棄物の有機物の細胞壁にさらに熱衝撃（第二熱衝撃）が加えられ、当該可溶化
が不十分な有機物の細胞壁の一部が破壊される。このため、骨等の容易に可溶化しない有
機物も、第一及び第二熱衝撃（水熱反応中の複数の熱衝撃）により、次第に可溶化が促進
される。
　その後、制御装置１９は、電磁弁１５を閉弁し、または閉弁と開弁を適宜繰り返して、
第三温度Ｃ３を第一時間Ｔ１と同等の第三時間Ｔ３だけ継続する。この時、制御装置１９
は、撹拌装置１６を制御して、第二撹拌速度Ｒ２より高速、且つ、第一撹拌速度Ｒ１と同
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等（またはやや低速）の第三撹拌速度Ｒ３で、密閉容器１１の有機物含有廃棄物を撹拌す
る。
　そして、第三時間Ｔ３経過後ただちに、制御装置１９は、減圧装置１７を制御して密閉
容器１１内の水蒸気を密閉容器１１の外部へ放出する。これにより、制御装置１９は、密
閉容器１１の内部圧力を減圧し、密閉容器１１の内部温度を第三温度Ｃ３より降温する。
この際、減圧装置１７に加え、先述のように冷却装置を用いて密閉容器１１内を強制冷却
してもよい。
【００２５】
　ここで、図３は、第三時間Ｔ３経過後ただちに水熱処理を終了して水熱処理装置１０を
停止するグラフであるので、第三時間Ｔ３経過後ただちに、制御装置１９は、減圧装置１
７を制御して密閉容器１１内の水蒸気を密閉容器１１の外部へ全部放出し、密閉容器１１
の内部圧力を減圧している。また、第三時間Ｔ３経過後ただちに、制御装置１９は、撹拌
装置１６を停止している。すなわち、図３に示した反応時間Ｔは、内部温度が第一温度Ｃ
１に到達してから、言い換えれば第一時間Ｔ１の開始時点から、第三時間Ｔ３の継続が終
了するまでの時間としている。
　しかし、図３はあくまで一例であり、第三時間Ｔ３経過後に水熱処理を継続してもよい
。この場合は、図３に示した反応時間Ｔが当然に長くなる。反応時間Ｔは、第一時間Ｔ１
の開始時点から、水熱処理装置１０として水熱反応を終了させるまでの時間である。
　例えば、図３の第三時間Ｔ３経過後に、再び、第一時間Ｔ１及び第二時間Ｔ２と同様の
制御、すなわち、第一熱衝撃と第二熱衝撃と同様の熱衝撃をさらに加える制御を行っても
よい。言い換えれば、反応時間Ｔ内、すなわち水熱反応の途中で、２回以上の複数回の熱
衝撃を加える制御を行ってもよい。水熱反応中の熱衝撃の回数が、３回、４回、などと多
いほど、骨等の容易に可溶化しない有機物であっても、比較的低温の第二温度Ｃ２におい
て可溶化が進むようになる。
　なお、この場合は、第三時間Ｔ３経過後ただちに、制御装置１９は、減圧装置１７を制
御して密閉容器１１内の水蒸気を密閉容器１１の外部へ一部（全部ではない）放出し、密
閉容器１１の内部圧力を減圧し、密閉容器１１の内部温度を第三温度Ｃ３より降温するこ
とになる。また、この場合、制御装置１９は、撹拌装置１６による撹拌を随時継続してよ
い。
【００２６】
　本発明者によれば、理論上、上記構成と上記制御で本発明の効果を得ることができる。
　また、本発明者によれば、反応時間Ｔが６０分間、第一温度Ｃ１が約１８０℃、第二温
度Ｃ２が約１６５℃、第三温度Ｃ３が約１８０℃、第一時間Ｔ１が５分間乃至１０分間、
第二時間Ｔ２が約３０分間、第三時間Ｔ３が５分間乃至１０分間、第一撹拌速度Ｒ１が約
８０ｒｐｍ、第二撹拌速度Ｒ２が実質的に０ｒｐｍ（１ｒｐｍ程度）、第三撹拌速度Ｒ３
が約８０ｒｐｍの場合、６ｍｍ径以下に微細化されたプラスチックの量は、密閉容器１１
に投入された有機物含有廃棄物におけるプラスチック総量の約４５％であるという実験結
果を得ている。
　一方、先述したように、密閉容器１１の内部温度を１８０℃のみの一定値、反応時間を
６０分間、撹拌速度３０ｒｐｍのみの一定値で水熱処理した場合は、６ｍｍ径以下に微細
化されたプラスチックの量は、密閉容器１１に投入された有機物含有廃棄物におけるプラ
スチック総量の約６５％であるという実験結果を得ている。
　ここで、これら２つの実験結果を比較すると、前者は経時的な温度変化が比較的緩やか
で、熱衝撃の影響が少々少ないと考えられるにもかかわらず、それでも約４５％という数
値が得られており、後者の数値よりも良好な結果であるといえる。
　すなわち、本発明の水熱処理装置１０によれば、第一温度Ｃ１、第二温度Ｃ２、第三温
度Ｃ３、第一時間Ｔ１、第二時間Ｔ２、第三時間Ｔ３を適宜設定することで、経時的な温
度変化をより急峻として熱衝撃の影響を大きくすることができるので、従来に比べ、密閉
容器１１に投入された有機物含有廃棄物におけるプラスチック総量に対し、６ｍｍ径以下
に微細化されたプラスチックの量を確実に低下させることができる。
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　また、本発明の水熱処理装置の水熱処理液を原料とし、ガス生成装置の一種であるメタ
ン発酵装置でメタン発酵を行うと、従来に比べて効率よくメタンガスを生成することがで
きた。
【００２７】
　以上の構成及び制御により、本発明の水熱処理装置は、有機物含有廃棄物を可溶化させ
、且つ、ガス生成の阻害物質であるメラノイジンの生成量のみならず微細なプラスチック
の生成量を低減することができる。１つの水熱処理装置で２つの阻害物質の量を低減でき
るため、コストパフォーマンスが高い。
　さらに、本発明の水熱処理装置を使用した本発明の水熱処理システムによれば、効率よ
くガス生成することができる。
【符号の説明】
【００２８】
　１　水熱処理システム
　１０　水熱処理装置
　１１　密閉容器
　１２　投入口
　１３　排出口
　１４　導入管
　１５　電磁弁
　１６　撹拌装置
　１７　減圧装置
　１８　温度センサ（温度計測装置）
　１９　制御装置
　２０　固液分離装置
　３０　ガス生成装置（例：メタン発酵装置）
【要約】
【課題】１つの水熱処理装置による水熱処理により、有機物含有廃棄物を可溶化させ、且
つ、メラノイジン及び微細なプラスチックの生成量を低減する。
【解決手段】水熱処理装置１０は、密閉容器１１と、この内部温度を計測する温度計測装
置１８と、密閉容器１１に水蒸気を導入する導入管１４と、導入管１４に配置された電磁
弁１５と、減圧装置１７と、制御装置１９とを有する。密閉容器１１内に有機物含有廃棄
物が投入された後、制御装置１９は、次のように制御して、有機物含有廃棄物を水熱反応
させる。すなわち、内部温度が第一温度になるまで昇温した後、第一温度を第一時間継続
してから降温し、内部温度が第一温度から第二温度に低下した後、第二温度を第二時間（
第一時間と同等又はこれよりも長い時間）継続してから昇温し、内部温度が第一温度と同
等の第三温度に達した後、第三温度を第一時間と同様の第三時間継続してから降温する。
【選択図】図２
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【図２】

【図３】
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