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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　精製燃料を一時収容し，該精製燃料を定量的に供給する下部にスクリューフィーダ（１
１）を有する燃料ホッパー（１０）と，
　該燃料ホッパー（１０）の近傍に配置され，前記スクリューフィーダ（１１）に連通す
る装入口を中央部に有し，下部に熱空気管（２１）およびスチーム管（２２）を設けて成
る触媒循環流動床ガス化炉（２０）と，
　該触媒循環流動床ガス化炉（２０）の上部と，管を介して連通し，上側壁からフライア
ッシュを収集する集塵サイクロン（３０）と，
　該集塵サイクロン（３０）の上部と管を介して連通し，低層に固定床フィルター吸着剤
層（４１）と，上層に流動触媒層（４２）を有する触媒改質器（４０）と，
　該触媒改質器（４０）の上部と管を介して前記触媒改質器（４０）に連通する熱交換器
（５０）と，
　該熱交換器（５０）の近傍に配置され，該熱交換器（５０）に連通する本体（６１），
タール貯蔵槽（６２）及びタールを循環する循環ポンプ（６３）を含むタールスクラバー
（６０）と，
　該タールスクラバー（６０）の近傍に配置されたガス貯蔵槽（７０）と，
を含むことを特徴とするバイオマス精製燃料の低温触媒ガス化装置。
【請求項２】
　前記触媒循環流動床ガス化炉（２０）は，その上部に小型サイクロン（２３）をさらに
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備えることを特徴とする請求項１記載のバイオマス精製燃料の低温触媒ガス化装置。
【請求項３】
　前記触媒改質器（４０）は，前記固定床フィルター吸着剤層（４１）の下部に，スチー
ム噴霧器（４３）をさらに備えることを特徴とする請求項１記載のバイオマス精製燃料の
低温触媒ガス化装置。
【請求項４】
　前記固定床フィルター吸着剤層（４１）は，カートリッジ形態を有するもので，石綿材
質フィルター，粒状アルカリ土金属酸化物，およびアルカリ金属塩を含むことを特徴とす
る請求項１記載のバイオマス精製燃料の低温触媒ガス化装置。
【請求項５】
　前記タール貯蔵槽（６２）は，発生したタールを収集するために，前記触媒改質器（４
０）と前記熱交換器（５０）のそれぞれの下部管にタールバルブ（６４）を介して連通し
ていることを特徴とする請求項１記載のバイオマス精製燃料の低温触媒ガス化装置。
【請求項６】
　バイオマス有機廃棄物／石炭／重油を精製してなる混合物を，スクリューフィーダを利
用して，ガス化炉の中央部に供給する燃料供給段階と，
　触媒存在下で，熱空気およびスチームを使用して，燃料を乾燥，揮発化，低温触媒ガス
化，および部分燃焼反応させる触媒循環流動ガス化段階と，
　前記触媒循環流動ガス化段階で発生したガス中のフライアッシュを収集する集塵段階と
，
　低層の固定吸着層を通じてガスを改質させ，上層の流動触媒層を通じてタール－窒素，
芳香族－窒素，燐，および硫黄を改質させる触媒改質段階と，
　ガスを２００℃以下に冷却させ，凝縮液はタール貯蔵槽に送る熱交換段階と，
　転換されなかったタールまたは未凝縮液体を凝縮して回収し，凝縮液体をガスストリッ
ピングするタールスクラビング段階と，
　ガスを圧縮して一時貯蔵するガス貯蔵段階と，
を含んでなることを特徴とするバイオマス精製燃料の低温触媒ガス化方法。
【請求項７】
　前記触媒循環流動ガス化段階で使用される前記触媒は，流動化可能な粒状または粉末の
天然石灰石と，石灰マグネサイトと，生石灰と，カルシウム，マグネシウム，バリウムな
どのアルカリ土金属およびその酸化物と，カリウムなどのアルカリ金属およびその酸化物
と，アルミナと，これらの混合物からなる群から選択されることを特徴とする請求項６記
載のバイオマス精製燃料の低温触媒ガス化方法。
【請求項８】
　前記触媒循環流動ガス化段階は，飛散する触媒または燃料凝集物を小型サイクロン（２
３）を通じて触媒循環流動床ガス化炉（２０）に再循環させる段階をさらに含むことを特
徴とする請求項６記載のバイオマス精製燃料の低温触媒ガス化方法。
【請求項９】
　前記触媒改質段階は，改質反応を促進し配管が詰まることを防止するため，前記固定床
吸着層（４１）の下部に水蒸気を噴霧して，改質温度を６５０℃以下にする段階をさらに
含むことを特徴とする請求項６記載のバイオマス精製燃料の低温触媒ガス化方法。
【請求項１０】
　前記触媒改質段階は，前記固定床吸着剤層（４１）に化学的に吸着されるように，硫化
水素はＣａＳに，燐はＰαＨβＳγＨａｌｏｇｅｎδ（α=１－７，β=０－５，γ=０－
７，δ=０－７）に転換させることを含むことを特徴とする請求項６記載のバイオマス精
製燃料の低温触媒ガス化方法。
【請求項１１】
　前記触媒改質段階で使用される前記流動触媒層（４２）の流動触媒は，タールをガス化
によって分解させ，芳香族－窒素またはＨＣＮをアルカン化合物（Alkane）またはアルケ
ン（Alkene）化合物およびＮＨ3に転換させる作用をする，Ｎｉ，Ｆｅ，Ｃｏ，Ｍｏ，Ｍ
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ｎ，Ｚｒ，Ｔｉ，Ｃｅ，Ｒｕ，ＲｈまたはＰｔなどの単一金属およびこれらの酸化物，ま
たはこれらの混合物であることを特徴とする請求項６記載のバイオマス精製燃料の低温触
媒ガス化方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は，無機物灰分が少なく窒素成分を比較的多く含むバイオマスを大都市の地域暖
房の清浄燃料として使用するためのガス化技術に関するものである。
【０００２】
　特に，本発明は，バイオマス有機廃棄物／重油／石炭を精製混合した物質（ＳＯＣＡ：
Sludge-Oil-Coal Agglomerates）を清浄ガス化してガス燃料に製造する装置および製造方
法に関するものである。
【０００３】
　ここで，清浄ガス化されたガス燃料とは，ガスエンジン，ガスタービン，蒸気タービン
総合発電，燃料電池，ボイラーなどのガス発電装置または熱利用機器で利用可能な清浄ガ
ス燃料を意味し，また，バイオマスとは，下水スラッジ，パルプスラッジなど，産業廃棄
物または家庭ごみ，糞尿などの生活廃棄物，農産物の廃材，家畜類の糞尿または切断した
木材類などの有機性固体物質を総称する。
【背景技術】
【０００４】
　ガス化技術は，初期には石炭塊から，無触媒状態で便利なガス燃料または合成ガスを製
造する目的で始まり，近年は大部分の微粉炭に対する噴流床ガス化および触媒ガス化など
の方向に発展している。
【０００５】
　以後，流動床燃焼技術を利用した流動触媒ガス化などは，重油改質などの目的に始まり
，徐々に石炭およびバイオマスガス化への適用が試みられ，タール発生を最小化する高温
ガス化と清浄化の方案に推進されて来た。
【０００６】
　固体燃料は，空気，酸素およびスチームのような反応性物質とのガス化によって，可燃
性ガス，凝縮性液体／タールおよび固体残留物などに変換される。一般に，ガス化は固体
燃料からガス燃料への転換を最大化するが，部分ガス化工程では制限的に応用されている
。また，熱分解（pyrolysis）はガス化と違いがあるが，これは不活性雰囲気状態でなさ
れる熱的分解（thermal decomposition）を言う。しかし，ガス化の初期段階では，先に
脱揮発化する熱分解状態になる。このときは，燃料がチァー（char）と揮発成分に分解さ
れる。このような脱揮発化以後にチャーとガス成分との２次反応によってガス化の最終成
分分布を有する製品が得られる。実際に，製品の分布図はガス化方法と操業条件によって
大きく影響を受ける。
【０００７】
　高温ガス化においては，石炭またはスラッジに含有された無機物質の大部分が灰分また
はスラグ（slag）として発生し，鉄分またはナトリウムのような無機物質は９００℃以上
で揮発して熱交換器の壁面などに溶着される。また，燃料に含有された窒素（Ｆｕｅｌ－
Ｎ）は，ガス化過程でＮＨ3，ＨＣＮ，Ｎ2などに変わるが，これはガス化反応器，燃料物
性および運転条件などによって違う。
【０００８】
　石炭のガス化は一般に高温で行われるので，多くのエネルギーが必要であり，これによ
り，得られるガスの発熱量は低いながらも灰（ash）が溶融状態になるため，システムが
肥大であるかまたは複雑であることが一般的である。しかし，触媒を使用することにより
，ガスの組成と運転条件などを改善することができるが，比較的低温でも無触媒高温ガス
化時のガス組成を得，Ｆｕｅｌ－Ｎの転換にも役に立つことができる。一部の報告による
と，触媒物質と反応温度によって，Ｆｕｅｌ－ＮのＮＨ３およびＨＣＮへの変換は下記の
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ように差があるが，前者の場合はＦｅおよびＮｉ触媒が９００℃以上で良好であり，後者
はドロマイト（dolomite）触媒などが８００℃以上で良好であることが報告された。
【０００９】
　ガス化ガスは発熱量が低いことが普通であるが，ＬＮＧの発熱量は約１０，０００kcal
/Nm3であるのに対し，発熱量が６，８５０kcal/kgである石炭をガス化すれば，１，１０
０～１，４５０kcal/Nm3の低発熱量のガスを得ることになる。
【００１０】
　石炭の低温無触媒ガス化においては，転換率が低いため，実際には灰分の溶融温度以上
で運転されている。しかし，灰分が少ないバイオマスのガス化においては，触媒ガス化す
ることにより，アッシュスラギング（ash slagging）が発生しない低温でＦｕｅｌ－Ｎの
ＮＯ転換を減らしながらも高品位燃料を得ることができる。
【００１１】
　一方，この方法は，高発熱量の廃棄物または重油などのガス化または石炭と混合した燃
料に対して試みられている。特に，塩素系イオンが含まれた廃棄物の場合は，これを除去
する工程またはガス化の後に直接焼却する場合は，１２００℃以上の温度で２秒以上滞留
するように設計する。また，高品位高分子廃棄物の場合は，水素のような高品位燃料を生
産する特殊ガス化工程もある。
【００１２】
　しかし，特殊ガス化装置は，原料中に灰分などの不純物が多く含まれているので，これ
を除去精製する設備が要求され，一般の無触媒時にガス化転換率を高めようと高温化する
ことにより溶融した灰分が生成されるため，これを微細なスラグに生成させるクエンチン
グ（quenching）システムの設置が要求される。また，高発熱量ガスを得るために純酸素
または空気分離装置を使用するため，運転費または設置費が高くなる。発熱量が低い原料
のガス化では，特に外部熱源による間接加熱と水蒸気のみを流入する熱分解を行うシステ
ムを設置して，経済性を考慮しない特殊な目的で使用される。
【００１３】
　したがって，無触媒部分酸化工程の欠点は，高温ガス化反応を成すために高価の純酸素
または濃縮酸素を使用しなければならず，高品位の生成ガス（主に，ＣＯとＨ2）を得る
ために，追加の燃料消費が大きく，高温反応に適した高価な耐熱素材を使用しなければな
らない。又，反応器の耐用年数も短くなるという点にある。また，固定床反応器を使用す
る高温部分燃焼によるガラス炭素の約２～５％が沈積されて，反応効率は次第に減少し，
これを除去するための追加費用が必要になるという点である。
【００１４】
　タールまたはチャーの生成が少ない比較的清浄な固体燃料に対しては循環型低温触媒ガ
ス化反応器が適用できる。有機物質炭化水素と水蒸気が酸化物触媒（ＭＯ）上で生成ガス
に転換され，この際，触媒も還元されて純粋金属（Ｍ）に転換される。触媒として活性の
低下した金属（Ｍ）は燃焼反応炉で再び金属酸化物（ＭＯ）に再生される。触媒反応も４
００～６００℃程度の低温で進行し，液体生成物を極めて少なくすることができる特徴が
あるが，灰分が多いか触媒毒成分が含有された廃棄物に適用するには制限的なものとなる
。
【００１５】
　このような循環反応改質触媒としては，ＮｉとＣｏ触媒が一般的であり，Ｖ，Ｃｒ，Ｆ
ｅ，Ｃｕ，Ｍｏ，Ａｇ，Ｃｄ，Ｌａ，Ｃｅ，Ｐｅｒｏｖｓｋｉｔｅなども使用されるが，
より効率良い触媒としては，Ｒｈ，Ｒｕなどの貴金属触媒も使用され，これらをＭｇ，Ｃ
ａ，Ｓｒ，Ｂａ，Ａｌ，Ｃｅ，Ｓｉ，Ｔｉ，Ｚｒなどの酸化物が２種以上組み合わせられ
た支持体に担持することが一般的である。しかし，これら触媒は，低温で触媒毒による活
性が低下するため，高温反応または再生して安定的に使用しようとする。この際，遊離さ
れた炭素粉が析出して触媒表面を塞ぐか，または担体と反応してほかの生成物を形成する
。たとえば，Ｎｉ触媒がアルミナと高温反応してＮｉＡｌ2Ｏ4などが形成されて活性が低
下する欠点がある。これを防止するために，耐高温性ヘキサアルミナート（Hexaaluminat
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e，ＭｅＯ・６Ａｌ2Ｏ3）などを使用する場合もある。
【００１６】
　重金属などの固形不純物が多く含まれた液状廃棄物の場合，反応器に触媒を混入し，超
臨界状態でガス化反応を試みることもある。使用される触媒としては，Ｒｕ，Ｐｄ，Ｒ，
Ｐｔ，Ａｕ，Ｉｒ，Ｏｓ，Ｆｅ，Ｎｉ，Ｃｅ，Ｍｎなどを耐高温性チタニアまたはジルコ
ニアに含浸させ，２５０～６００℃，５～１３０ＭＰａ状態で運転した場合がある。この
際に使用された触媒は高価な貴金属類であって，気－液分離器で回収して再使用するよう
にする。
【００１７】
　固体－固体触媒反応は実際には生じ難いため，初期には，石炭にアルカリ触媒成分を含
浸させるかまたは灰分が多量含まれたアルカリ金属を利用する石炭触媒ガス化が開発され
たが，近年，石炭のチャーガス化反応は，粒子表面で微細な揮発が発生した後に生成され
ることが判明し，固体触媒を石炭と混合して反応させている。揮発物質が比較的多い亜瀝
青炭の場合，炭酸カリウムを触媒として使用したが，この際，灰分に含まれた固形物質に
よってガス化特性が異なる。概して，カリウム触媒は，それと結合された陰イオンによっ
て活性の差が大きく，鉄イオンは硫黄によって容易に活性が低下し，ニッケルイオンは，
触媒被毒によって低い触媒活性を有するが，被毒物質が脱着する高温では高い触媒活性を
回復する。
【００１８】
　このような触媒特性を利用して，より最適化した触媒構成として，Ｋ2ＳＯ4＋ＦｅＳＯ

4またはＫ2ＳＯ4＋Ｎｉ（ＮＯ3）2またはＫ2ＳＯ4＋ＣａＣＯ3触媒を使用して，７００～
８５０℃の比較的低温で高いガス化反応速度の運転が可能であった。しかし，転換率はあ
まり高くないため，残留灰分を溶融化するなどの複雑な設備が要求される。
【００１９】
　２段ガス化方法のうち，円筒状反応器の内部では空気ガス化が，外部では水蒸気ガス化
が約８５０℃で行われるように構成して，中間程度の発熱量のガス生成物を得るため，触
媒として石灰石を使用して石炭中の硫黄被毒が考慮されていた。この際の反応はつぎのよ
うに起こる。
　　　Ｈ2Ｓ＋ＣａＯ→ＣａＳ＋Ｈ2Ｏ
【００２０】
　この際に発生した固体物質は，その密度差によって，ＣａＳ，ＣａＯおよび石灰石など
を反応器から分離することができ，反応器の下部でも灰分と石灰石を分離するものである
が，反応器と工程が複雑であるため，精密運転が要求される。
【００２１】
　図１は，従来のバイオマスの無触媒高温２段ガス化装置を示すもので，図示のように，
従来のバイオマス２段熱分解設備は，バイオマス燃料は燃料ホッパー１０１から循環流動
加熱炉１０２に移送され，サイクロン１０３およびチャー分離器１０４を経てガス改質炉
１０５に移送されて２段熱分解される。その後，燃料化ガスは，予熱装置１０６，ガス急
冷器１０７を経て，もう一度フライアッシュを集塵装置１０８で集塵し，精製装置１０９
で精製ガスを精製する。
【００２２】
　本装置では，重金属の高温揮発などを考慮して，無触媒下で比較的高くない温度４５０
～８５０℃で１段熱分解を行うため，ガス化収率が低く，タール発生が多すぎる。したが
って，ガス化収率を高めるためにタールの改質が必要であるが，これは無触媒下の１００
０～１２００℃で行う。普通バイオマス中に硫黄は比較的少なく含まれているにもかかわ
らず排煙脱黄を考慮した一方，相対的に多くの燐またはＦｕｅｌ－Ｎによる汚染または公
害発生に対してはこれを考慮しないため，第２の公害を誘発するおそれがある。特に，こ
の工程では，原料中に存在する塩素イオンによるダイオキシン転換反応抑制のためのガス
急冷器１０７を備えている。
【００２３】
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　図２は従来の高品位廃棄物の２段触媒ガス化装置を示す図である。不純物が少なくて発
熱量が高い廃棄物であっても，少量の被毒物質のため，図２に示すように，流動床ガス化
炉１１０内で，原料を約７００～８００℃で無触媒流動床を使用して１段部分酸化および
熱分解し，生成した可燃性ガスの温度を約３００℃程度に低めた後，消石灰などを添加し
てＣｌおよびＳを固定し，これらをサイクロン１０３で集塵して除去した後，ガス混合器
１１１および燃焼炉１１２で可燃性ガスの温度をさらに高め，ガス改質器１１３で２段の
タール触媒改質反応を行う。ＮｉＯ／ＭｏＯ触媒の場合，４００～５００℃でアルミナに
Ｎｉ，ＣｒおよびＦｅなどを担持した触媒の場合は，８００～１０００℃で反応すること
が知られていた。図面符号１１４はボイラー，１１５はガス貯蔵槽であり，図１と共通し
た装置は同一符号を付している。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００２４】
　本発明は，前記問題点を解決するためになされたもので，より一層精製された燃料を使
用して１段ガス化過程でも耐被毒性の触媒ガス化を行い，低温でガス化収率を高め，２段
触媒改質反応ではタールをガス化し，Ｔａｒ－Ｎと可燃性ガス中のＨＣＮなどをＮＨ3に
転換することをその目的とする。
【００２５】
　また，本発明の他の目的は，全体工程の温度を低めて，反応維持のための系のエネルギ
ー消費量を節減してガス中のＣＯ2含有量を最小化することで生成ガスの単位発熱量を高
め，発生灰分も溶融状態でない飛散灰分（fly ash）として発生させることにより，溶融
灰分急冷システムなどの設置を不要にして反応器をコンパクトにすることにある。
【課題を解決するための手段】
【００２６】
　前述した技術的課題を解決するため，本発明は，精製燃料を一時収容するもので，精製
燃料を定量的に供給するために下部にスクリューフィーダを含む燃料ホッパーと，該燃料
ホッパーの精製燃料供給方向後方に設けられ，中央部の装入口で前記スクリューフィーダ
に連通し，下部に設けられる熱空気管およびスチーム管を含む触媒循環流動床ガス化炉と
，該触媒循環流動床ガス化炉の上部から，上側壁まで伸びる管を介して前記触媒循環流動
床ガス化炉に連通し，フライアッシュを収集する集塵サイクロンと，該集塵サイクロンの
上部から，下部に連通する管を介して前記集塵サイクロンに連通し，且つ，低層に固定床
フィルター吸着剤層および上層に流動触媒層を含む触媒改質器と，該触媒改質器の上部中
央から，前記触媒改質器の中央部に伸びる管を介して連通する熱交換器と，該熱交換器の
精製燃料供給方向後方に位置し，本体，タール貯蔵槽およびタールを循環する循環ポンプ
を含むタールスクラバーと，該タールスクラバーの精製燃料供給方向後方に位置するガス
貯蔵槽とを含むバイオマス精製燃料の低温触媒ガス化装置を提供する。
【００２７】
　また，本発明は，バイオマス有機廃棄物／石炭／重油を精製してなる混合物を，スクリ
ューフィーダを利用して，ガス化炉の中央部に供給する燃料供給段階と，触媒存在下で，
熱空気およびスチームを使用して，燃料を乾燥，揮発化，低温触媒ガス化，および部分燃
焼反応させる触媒循環流動ガス化段階と，前記触媒循環流動ガス化段階で発生したガス中
のフライアッシュを収集する集塵段階と，低層の固定吸着層を通じてガスを改質させ，上
層の流動触媒層を通じてタール－窒素，芳香族－窒素，燐，および硫黄を改質させる触媒
改質段階と，前記ガスを２００℃以下に冷却させ，凝縮液は，タール貯蔵槽に送る熱交換
段階と，転換されなかったタールまたは未凝縮液体を凝縮して回収し，凝縮液体をガスス
トリッピングするタールスクラビング段階と，ガスを圧縮して一時貯蔵するガス貯蔵段階
とを含んでなるバイオマス精製燃料の低温触媒ガス化方法を提供する。
【発明の効果】
【００２８】
　本発明で使用される燃料は，ガス化反応が，単一燃料物質より比較的低い温度で開始さ
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れるが，触媒を利用して一層低めることで温度維持に必要な酸素消耗を減少させるので，
安価で生産が可能である。また，ガス化炉の作業温度が低く，放熱損失も少なく，スラギ
ング（slagging）処理システムが不要で，装置の小型化を図ることができ，少ない空気の
使用で従来の酸素使用のガス化生成ガスと同一熱量を維持することができるので，一層経
済的である。
【００２９】
　本発明は，高品位に精製されたスラッジ／石炭混合物を低価の高熱量ガス燃料に転換す
る清浄エネルギー生産技術である。
【００３０】
　精製されたスラッジ／石炭／油混合物のガス化は単一成分のガス化よりも低い温度で開
始され，たとえガス化反応開始温度が高い物質も低温で共に始まって短時間に済むことが
できるので，急速ガス化を達成することができる。少ない灰分量と低温によるフライアッ
シュなどの制御容易性によって装置の小型化が可能であるので，エネルギー節減および運
転の効率化をなすことができる。重金属および塩分が極めて少ないので，燃焼後の処理シ
ステムが不要である。
【００３１】
　ガス化は，比較的低温運転が可能な流動床方式を選択し，低温でガス化反応が可能な安
価な天然石灰石粉末または粒状体を使用して，８５０℃の運転で，従来の無触媒時の１１
００℃以上の運転効率を有する。
【００３２】
　従来のタール改質器での改質反応温度はガス化反応温度より高く，普通１２００℃以上
で運転するが，本装置では，６５０℃以下にして，改質器に付加される熱源供給が不要で
あり，改質触媒反応以前に，触媒毒成分の硫化水素と五酸化燐ガスなどを生石灰で反応固
定させて除去し，以後に触媒によってタールの改質およびＦｕｅｌ－ＮのＮＨ3への転換
を増大させる。
【００３３】
　従来の工程では，タールが不要物質で，これを再循環または廃棄処理しているが，本工
程では，これら未反応タールまたは触媒改質で発生したタール，およびガスの冷却貯蔵時
に発生する液体生成物などを回収して他の用途に使用する特徴を持っている。すなわち，
従来の石炭ガス化過程で発生したタールなどの液体成分は所望の生成物ではないので，こ
れをガス化過程にさらに投入するかまたは液体燃料として使用するなどの付加設備または
利用方案が必要である。しかし，本工程では，これを凝集物形成の凝集材として使用する
ので，問題とならない。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３４】
　以下，添付図面を参照して本発明を詳細に説明する。
【００３５】
　図３は，本発明のバイオマス精製燃料からエネルギー源をガス形態として回収すること
ができる触媒ガス化装置の構成図である。
【００３６】
　バイオマス精製燃料は，油凝集法または浮選法によって，バイオマスと石炭中の有機固
形物のみを選別的に油とともに分離して回収した可燃性物質であって，非可燃性無機物質
（以下，灰分という）の含有量は，乾燥物質を基準として６％未満であり，発熱量は７，
０００kcal/kg以上の高品位固体燃料である。
【００３７】
　本発明の装置は，燃料を収容する燃料ホッパー１０と，収容した燃料をつぎの装置に供
給するスクリューフィーダ１１と，燃料ホッパー１０の後方に設けられる触媒循環流動床
ガス化炉２０とを含む。
【００３８】
　スクリューフィーダ１１から供給される燃料の装入口は触媒循環流動床ガス化炉２０の
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中央部に取り付けられる。
【００３９】
　触媒循環流動床ガス化炉２０の円錐状下部には熱空気管２１とスチーム管２２が取り付
けられる。この際，熱空気管２１は円錐状下部と同一レベルに取り付けられ，スチーム管
２２は下部から１５～３０ｃｍの高さに端部が突出するように取り付けられる。
【００４０】
　触媒循環流動床ガス化炉２０の上部には小型サイクロン２３をさらに取り付けることが
できる。
【００４１】
　触媒循環流動床ガス化炉２０の後方には集塵サイクロン３０が取り付けられ，触媒循環
流動床ガス化炉２０の上部からの管が集塵サイクロン３０の上部側壁に連通し，ガス中の
フライアッシュなどは集塵サイクロン３０の下部に集められる。集塵サイクロン３０の後
方には触媒改質器４０が取り付けられ，集塵サイクロン３０の上部からの管３１が触媒改
質器４０の下部に連通する。
【００４２】
　触媒改質器４０は，その内部の下側に固定床フィルター吸着剤層４１が装着され，固定
床フィルター吸着剤層の上部には流動触媒層４２が形成される。
【００４３】
　前記固定床フィルター吸着剤層４１は，カートリッジ形態であって，石綿材質フィルタ
ーと粒状アルカリ土金属酸化物系とアルカリ金属塩の粒状粉末が混合されたものである。
【００４４】
　サイクロン３０の上部から引き出される管３１の中間部に，バルブ３２を介して，スチ
ーム管３３が連通し，前記触媒改質器４０の固定床フィルター吸着剤層４１の下部に位置
するスチーム噴霧器４３に連通することができる。
【００４５】
　サイクロン３０から触媒改質器４０に誘導されるガス管で凝縮液が発生しないように，
前記スチーム管３３を通じて加熱水蒸気を混入して，残留タールを，触媒改質器４０で再
びガス化改質させるために，ガスとともに噴出する。
【００４６】
　前記触媒改質器４０の後方には通常の熱交換器５０が取り付けられ，その後方にはター
ルスクラバー（tar scrubber）６０が取り付けられ，タールスクラバー本体６１と，その
下側のタール貯蔵槽６２とが設けられ，循環ポンプ６３によってタールが循環される。ま
た，タール貯蔵槽６２は，触媒改質器４０と熱交換器５０で発生するタールを収集するた
めに，それぞれの下部管と，タールバルブ６４を介して連通されている。
【００４７】
　タールスクラバー６０の後方にはガス貯蔵槽７０が設けられ，その間には燃料ガス貯蔵
ポンプ７１が配置される。
【００４８】
　以下，本発明の装置を利用した清浄ガスの製造方法について説明する。
【００４９】
　燃料ホッパー１０からスクリューフィーダ１１を通じて投入される精製混合燃料を，触
媒循環流動ガス化炉２０から熱空気管２１およびスチーム管２２を介して供給される空気
または酸素と水蒸気によって乾燥，揮発化，低温触媒ガス化，熱分解ガス化および部分燃
焼反応させる。ガス化円錐状下部の端部では，未反応燃料が空気または酸素と接触して完
全燃焼反応する。
【００５０】
　触媒循環流動床ガス化炉２０に投入される空気または酸素の比率は，精製混合燃料の完
全燃焼理論空気量に対して０．３～０．７程度，水蒸気は空気に対する体積比で０．５～
１０倍にする。触媒循環流動床ガス化炉２０内のガス化工程の流動触媒剤は流動化が可能
な粒状または粉末で，天然の石灰石，石灰マグネサイト，生石灰やカルシウム，マグネシ
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ウム，バリウムなどのアルカリ土金属およびその酸化物，カリウムなどのアルカリ金属と
その酸化物およびアルミナまたはこれらの混合物などを含む。このような触媒を使用して
，最高温度９００℃以下で高速運転を行い，たとえばガス滞留時間を２～４秒にする。
【００５１】
　望ましくは，８５０℃以下で部分酸化と低温触媒熱分解反応が同時に行われるようにし
，システム熱源供給のための部分酸化の際，大部分のガス化工程は高温で酸素を使用する
が，新工程では，高品位燃料と燃料酸化剤として機能する空気を比較的低温で反応させて
も，従来の工程の酸素使用時と同一熱量のガス生産が可能なものである。この際，空気は
ガス化炉の最下端部で噴射されるようにして，ガス化炉の最下部は酸素過剰状態で未反応
可燃性物質の完全燃焼を図ることができる。
【００５２】
　触媒循環流動床ガス化炉２０の上部に小型サイクロン２３を設置することで，飛散した
触媒または未反応原料と重タールのような燃料凝集物を効率よく集塵して触媒循環ガス化
炉２０へ再循環させてガス化反応を完結することもできる。
【００５３】
　集塵サイクロン３０では，少量の飛散灰分が効率よく集塵されて除去される。
【００５４】
　触媒改質器４０は２層で構成されるが，低層の固定床フィルター吸着剤層４１はカート
リッジ型であり，その上層は流動触媒層４２である。
【００５５】
　固定床フィルター吸着剤層４１では，先に石綿糸フィルターで微細フライアッシュを除
塵し，硫黄と燐被毒を酸化カリウムと炭酸ナトリウム吸着剤で化学的に吸着して除去し，
除毒フィルターは，一定期間使用後，再生または交換する。例として，ガス化過程で発生
した硫化水素（Ｈ2Ｓ）はＣａＯと反応してＣａＳに転換され，反応吸着される。ＰＨ4－
ｈａｌｏｇｅｎなどの蒸気化合物はＮａ2ＣＯ3と反応してＮａＰＯ3塩になり，それぞれ
選択的に化学的に吸着される。燐成分はＰαＨβＳγＨａｌｏｇｅｎδ（α=１－７，β=
０－５，γ=０－７，δ=０－７）に転換されて，化学的に吸着される。ガス化過程で発生
するＰｘＳｙ化合物は，同様に，それぞれの選択的化学吸着物質と反応するかまたはカル
シウム塩と反応して化学吸着される。
【００５６】
　流動触媒層４２の流動触媒は，タールをガス化によって分解し，かつ芳香族窒素，ＨＣ
Ｎなどをアルカン（Alkane）またはアルケン（Alkene）化合物とＮＨ3に転換する役目を
する。使用される改質触媒としては，Ｎｉ，Ｆｅ，Ｃｏ，Ｍｏ，Ｍｎ，Ｚｒ，Ｔｉ，Ｃｅ
，Ｒｕ，Ｒｈ，Ｐｔなどの単一金属と酸化金属またはこれらの混合形態の触媒を使用する
ことができ，使用温度は６５０℃以下が望ましい。
【００５７】
　改質反応を経たガスは熱交換器５０で熱交換されてガスを２００℃以下に冷却し，凝縮
液はタール貯蔵槽６２に送られる。熱交換冷却媒体は，ガス化工程に使用される空気また
は酸素と水を使用して高温空気と水蒸気に変換させる。この際，熱交換器５０は高温用材
質の金属熱交換器の使用によってエネルギー利用効率を向上させることができる。
【００５８】
　触媒改質器４０で転換されなかったタールまたは未凝縮液体はタールスクラバー６０で
凝縮されてタール貯蔵槽６２に回収される。この際，粉塵およびタールの回収効率を高め
るために，１５０℃以下の凝縮液体をタール循環ポンプ６３でタールスクラバー６０の上
部に再び送ってガスストリッピング（stripping）を行う。
【００５９】
　その後，生成された清浄ガス燃料は圧縮されてガス貯蔵槽７０に一時貯蔵される。
【００６０】
　以下，実施例について詳細に説明する。
【００６１】
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　実施例１：触媒ガス化によるガス発生効率向上効果
　Ｆｅ2Ｏ3／ＣａＯ混合触媒下でＳＯＣＡ（Sludge-Oil-Coal Agglomerates）のガス化の
ため，前記混合触媒とＳＯＣＡを，無触媒ガス化と類似の運転条件の下で，３．４：１で
均一に混合してガス生成物を得た。生成物の状態は図４のとおりである。混合触媒の使用
時，ガス化反応の開始温度は２３０℃で，無触媒時の５６０℃に比べて極めて低い温度で
開始し，無触媒時に比べてＣＯ転換は少なく，炭化水素が多く発生したが，大部分メタン
であることが確認された。無触媒ガス化では，８５０℃以上で炭化水素が発生し，ＣＯの
発生も１０５０℃以上で行われたが，混合触媒使用の際，ＣＯと炭化水素が５００℃前後
で旺盛に発生し，特にＣＯは８５０℃程度で再度最大に発生して短時間内にガス化反応が
完結される。混合触媒を使用してガス化反応を行った後に測定した未反応チャーの発生量
は約０．３５％で非常に少なかったが，無触媒の条件で１０５０℃で２時間維持した後の
残留チャー発生量約１１．３１％に比べては優れた結果を見せた。
【００６２】
　実施例２：２段触媒ガス化によるタール発生低減およびＦｕｅｌ－Ｎ公害物質発生低減
の効果
　第１段ガス化でアルカリ土金属の酸化物であるＣａＯ触媒を使用し，２段触媒改質過程
でＮｉＯ触媒を使用した結果，図５に示すように，第１段触媒ＣａＯのみを使用した場合
に比べて，ＣＯの発生は類似するが，炭化水素発生は少し増加し，短時間に反応が完了し
た。しかし，表１に示すように，酸化カルシウムを１段触媒として使用した後，２段触媒
としてＮｉＯとＭｎＯ2を使用した結果，１次触媒のみを使用した場合に比べて，タール
の発生およびＮＨ3とＨＣＮの発生が著しく少なかったが，これは，殆どタールが改質反
応され，かつＦｕｅｌ－Ｎが直ちにＮ2へ転換されたからであると判断される。一方，Ｍ
ｎＯ2触媒は，ＮｉＯ触媒に比べて，タール改質反応が劣等で，Ｆｕｅｌ－ＮがＨＣＮに
転換されるだけで，アンモニアまで転換されないことから，ＮｉＯ触媒が２段触媒として
Ｆｕｅｌ－Ｎの改質に一層優れていることを表す。
【００６３】
【表１】

【図面の簡単な説明】
【００６４】
【図１】バイオマスの無触媒高温２段ガス化装置の概略図である。
【図２】高品位廃棄物の２段触媒ガス化装置の概略工程図である。
【図３】本発明のバイオマス精製燃料の２段触媒ガス化装置の図である。
【図４】下水スラッジ精製燃料の無触媒および触媒ガス化特性の比較図である。
【図５】下水スラッジ精製燃料の２段触媒ガス化特性の比較図である。
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