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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　内燃式回転キルンを用いてアブラ椰子核殻を炭化・乾留処理して高炉および焼結機に用
いられるアブラ椰子核殻炭を製造する方法であって、
　回転キルンの点火バーナー側の端部から、水分５質量％以下のアブラ椰子核殻を投入し
、点火バーナー用の空気を含めて、前記投入アブラ椰子核殻に対する質量比で１～１．６
倍量の空気を回転キルン内に供給することにより当該アブラ椰子核殻を炭化・乾留処理し
、
　回転キルンの点火バーナー側とは反対側の端部から炭化物と乾留ガスを排出させること
を特徴とするアブラ椰子核殻炭の製造方法。
【請求項２】
　前記製造方法は、水分１５質量％以上のアブラ椰子核殻を、乾燥用の回転キルンを用い
て、水分５質量％以下まで乾燥処理を行う乾燥工程を含み、
　前記乾燥工程により得られた水分５質量％以下のアブラ椰子核殻を前記炭化・乾留用の
回転キルンに投入する、請求項１に記載のアブラ椰子核殻炭の製造方法。
【請求項３】
　前記炭化・乾留用の回転キルンから排出される乾留ガスを前記乾燥工程でのアブラ椰子
核殻の乾燥に活用することを特徴とする請求項２に記載のアブラ椰子核殻炭の製造方法。
【請求項４】
　前記乾燥工程において、水分１５質量％以上のアブラ椰子核殻と炭化・乾留用の回転キ
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ルンの排出乾留ガスを、前記乾燥用の回転キルンの同一端部から投入し、反対側の端部か
ら排出することを特徴とする請求項３に記載のアブラ椰子核殻炭の製造方法。
【請求項５】
　炭化・乾留用の回転キルン内におけるアブラ椰子核殻の平均滞留時間を１５分以内とす
ることを特徴とする請求項１または２に記載のアブラ椰子核殻炭の製造方法。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、アブラ椰子核殻を回転キルンによって炭化処理し、低揮発性であって、しか
も燃焼性の良好な固体炭化物であるアブラ椰子核殻炭を製造する方法、特に、高炉や焼結
機などで、製鉄用の炭材として利用することができるアブラ椰子核殻炭の製造方法に関す
る。
【背景技術】
【０００２】
　地球温暖化ガスとしての炭酸ガスの発生を抑制するために、バイオマスやバイオマスを
炭化・乾留した炭化物であるバイオマス炭の使用が注目されている。バイオマスはエネル
ギー源としての生物体であり、特に、植物バイオマスは、燃焼させるなどしてエネルギー
源として消費すると分解して炭酸ガスに戻るが、太陽光によって炭酸ガスと水を光合成し
て成長し、短期間の循環サイクルを形成する。そのため、植物バイオマスは、地下資源エ
ネルギーである石炭や石油などとは異なり、「カーボンニュートラル」材と称され、エネ
ルギー源としての消費により炭酸ガスに戻っても炭酸ガス発生量には関与しないと考えら
れている。
【０００３】
　バイオマスの一種であるアブラ椰子は、油の採取を目的として、主に赤道直下でプラン
テーション栽培がなされている。アブラ椰子の実は、油分の多い果実であるが、中心には
核とよばれる硬い種子が存在する。この核の外側は堅く緻密な殻で覆われている。採油に
際しては、アブラ椰子の実を粉砕して、油分、油カス、核殻に分離する。油分は食糧や燃
料エネルギーとして利用されるが、アブラ椰子核殻（Ｐａｌｍ　Ｋｅｒｎｅｌ　Ｓｈｅｌ
ｌ：以下、「ＰＫＳ」ともいう）は副産物で、メジアン粒径が８ｍｍ程度の粒状破片であ
る。
【０００４】
　表１にＰＫＳの主要成分および発熱量を例示する。
【０００５】

【表１】

【０００６】
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　ＰＫＳは主に暖房用などの燃料として使用されるが、最近は、直接燃焼させ、またはガ
ス化して燃焼させることにより発電するバイオマス発電の原料としても使用されている。
【０００７】
　さらに、アブラ椰子核殻（ＰＫＳ）を炭化・乾留して得られる炭化物（アブラ椰子核殻
炭：この炭化物を、以下「ＰＫＳ炭」ともいう）は、活性炭として化学吸着材などに使用
されているが、一方で、冶金用コークス等の代替としての利用技術の開発も進められてい
る。製鉄所の焼結機や高炉では、炭材として多量の石炭やコークスを使用するため多量の
炭酸ガスを排出しており、この炭酸ガス排出量の削減が要請されているが、カーボンニュ
ートラル材であるアブラ椰子核殻（ＰＫＳ）の炭化物（ＰＫＳ炭）を焼結機や高炉で炭材
として利用することができれば、炭酸ガス排出量の削減に寄与できるからである。
【０００８】
　例えば、特許文献１には、焼結工程において、炭材として使用するコークスの一部を硫
黄分や窒素分の少ないバイオマス炭化物により代替し、コークス燃焼時に発生するＮＯX

、ＳＯXを低減する技術が開示されている。しかしながら、バイオマス炭化物を多量に配
合すると焼結性が悪化するという問題も提起されている。特許文献１では、使用したバイ
オマス炭化物の化学組成および水分比率が開示されているのみであるが、良好な焼結性を
確保するためには、バイオマス炭化物の性状が重要であり、原料となるバイオマスを含め
て、バイオマス炭化物の種類を適切に選択する必要があると考えられる。
【０００９】
　特許文献２には、回転キルンにより粉砕性指数（ＨＧＩ）が４５以上の性状を有するバ
イオマス炭を製造し、微粉炭の代替として高炉吹き込み用原料に使用し、炭酸ガス排出量
を低減する技術が開示されている。しかし、ヤシの殻のような硬質なものから製造した炭
化物は、ＨＧＩが３５と低く粉砕性が悪く、さらに、高炉吹き込み用原料として使用する
には燃焼性の改善が必要と考えられる。
【００１０】
　また、特許文献３には、ヤシガラ（ＰＫＳ）を内燃式の回転キルンにより炭化・乾留処
理し、ＰＫＳ炭を製造する方法および装置が開示されている。しかし、特許文献３に記載
される方法では回転キルン内におけるＰＫＳの流れと乾留ガスの流れが逆方向の向流タイ
プの回転キルンを用いており、後述するように、炭化・乾留処理中における固定炭素の焼
損防止、さらには揮発分の除去が十分ではない。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１１】
【特許文献１】特開２００３－３２８０４４号公報
【特許文献２】特開２０１１－１１７０７５号公報
【特許文献３】特許４５６７１００号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１２】
　上述したように、焼結機や高炉では炭材として多量の石炭やコークスを使用するため炭
酸ガスの排出量がきわめて大きい。この炭酸ガス排出量を削減するためには、バイオマス
を炭化したバイオマス炭の使用が有効であり、石炭やコークスの代替として利用する技術
開発が行われてきた。しかし、前掲の特許文献１～３に記載される技術においては、焼結
機の炭材としての多量配合時における焼結性の悪化（特許文献１）、ＰＫＳ炭の高炉吹き
込み用原料としての使用時における低粉砕性および燃焼性の改善（特許文献２）、ＰＫＳ
炭の回転キルンによる製造条件の改善（特許文献３）等、種々の課題がある。
【００１３】
　さらに、ＰＫＳ炭のようなバイオマス炭を製鉄所の焼結機や高炉で炭材として使用する
場合、一般に、バイオマス炭は補完的な炭材として使用されることとなるが、焼結機と高
炉のそれぞれにおいて適切な炭材を選択することとすれば、焼結機では揮発分の低い炭材
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が必要とされ、高炉では燃焼性の良好な炭材が特に望まれるため、製鉄所全体ではそれら
炭材の調達や製造が煩雑になる。一方、この問題を回避するために一種類のバイオマス炭
を使用することとすれば、焼結機で使用するという前提から揮発分の低い炭材が必要とさ
れるので、揮発分が低くかつ燃焼性がよい炭材の選択が難しくなるという問題が生じる。
揮発分が高い炭材は着火しやすいので一般的に燃焼性がよいが、揮発分の低い炭材はその
逆の傾向を示すからである。
【００１４】
　本発明はこのような実状に鑑みてなされたもので、バイオマスとしてアブラ椰子核殻（
ＰＫＳ）を使用し、この椰子核殻を回転キルンによって炭化・乾留処理し、低揮発性であ
って、しかも燃焼性の良好なアブラ椰子核殻炭（ＰＫＳ炭）を製造する方法、特に、高炉
や焼結機などで、製鉄用の炭材として利用することができる揮発分が低くかつ燃焼性がよ
いＰＫＳ炭の製造方法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】
【００１５】
　上記の課題を解決するために、本発明者らは、高炉および焼結機で一種類のバイオマス
炭を使用することを前提として、低揮発性であって、しかも燃焼性が良好なバイオマス炭
を得ることができるバイオマス原料について調査した。
【００１６】
　バイオマス炭を焼結機で炭材として使用する場合、発熱源である炭材の燃焼性が良好で
あれば、より速く焼結させることができ、焼結機の生産性が向上する。しかし、焼結プロ
セスでは昇温が急速であるため、炭材の揮発分が１０質量％を超えると、燃焼前に揮発成
分が未燃焼のままで排ガスに含有されることとなり、操業に支障を来す。従って、焼結用
炭材としては揮発分が１０質量％以下で燃焼性が良好なものが望まれる。
【００１７】
　一方、バイオマス炭を高炉吹き込み用の炭材として使用する場合、バイオマス炭を微粉
とし、羽口から空気と微粉炭材とを吹き込み、高温燃焼させて還元に必要なガスを生成さ
せる。この時、羽口から吹き込まれる炭材の燃焼性が良好であれば、還元ガス生成効率が
良好となり、高炉の生産性が向上する。
【００１８】
　高炉および焼結機の生産性向上のためには、上述したように炭材の燃焼性が良好である
ことが重要である。炭材の燃焼性を決定する因子として、炭材の着火温度、揮発分および
ミクロな比表面積（表面の微細な亀裂や細孔を考慮した比表面積）などが考えられる。揮
発分が高い炭材は着火しやすいので一般的に燃焼性がよいが、焼結用炭材では設備上の制
約から揮発分を低くする必要がある。そのため、着火温度を低下させるか、または比表面
積を大きくしなければ、燃焼性は良好とはならない。
【００１９】
　本発明者らは、このような条件（揮発分が低く、燃焼性が良好）を満たす炭材の原料と
なるバイオマスのサイズとしては、粒径１０ｍｍ程度の粒状のものが適切であると考えた
。大き過ぎると揮発成分の除去に時間を要して炭材製造の生産性が悪くなり、また、微粉
サイズまで粉砕処理をすると、直接ガス加熱により高温炭化処理をした場合に、燃焼ガス
により吹き飛ばされるという現象が起こり、炭化・乾留処理が困難となるからである。さ
らに、高温炭化処理をして得られる固体炭化物の性状としては、揮発成分が１０質量％以
下で、比表面積が大きく、着火温度の低いこと（すなわち、燃焼性が良好であること）が
望ましい。
【００２０】
　検討の結果、これらの条件を満たすものとして、アブラ椰子核殻（ＰＫＳ）が最適であ
るとの結論に達し、本発明においては、バイオマス原料としてＰＫＳを用いることとした
。前述のように、ＰＫＳは、アブラ椰子の実を粉砕して油を採取する過程で粒径（メジア
ン粒径）が８ｍｍ程度の粒状破片となり、さらに、高温炭化処理をすることにより、低揮
発性であって、しかも燃焼性の良好なバイオマス炭を得ることができるからである。
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【００２１】
　一般にバイオマスの炭化・乾留処理方法としては、生産性が良好であるという観点から
連続式回転キルンが活用されている。回転キルンは、メジアン粒径が８ｍｍ程度の粒状破
片となった前記アブラ椰子核殻（ＰＫＳ）の加熱処理にも適している。
【００２２】
　回転キルンの加熱方式としては、被処理固体と加熱用ガスを分離した外熱式と、キルン
内に可燃ガスおよび空気を送通して燃焼させる内燃式に分かれる。ＰＫＳには、他のバイ
オマスと異なり、０．５質量％程度の油分が存在しており、外熱式の回転キルンでＰＫＳ
を炭化・乾留処理した場合には、この油分が低温で揮発しトラブルを引き起こしやすい。
また、外熱式の場合には、処理温度が低く、揮発成分が十分に除去されないという問題が
ある。
【００２３】
　一方、内燃式の回転キルンで炭化・乾留処理した場合には、ＰＫＳに含まれる油分が着
火を助け、燃焼を良好に行えるという利点がある。高温での加熱が行えるので、ＰＫＳ中
の揮発成分のよりすみやかな除去が可能となる。また、空気による賦活作用や急速に加熱
されることにより、ＰＫＳ炭表面に亀裂をはじめ多くの微細孔が発生して、ＰＫＳ炭のミ
クロな比表面積も大きくなるという利点がある。
【００２４】
　そこで、本発明においては、バイオマス（ここでは、ＰＫＳ）の炭化処理方法として、
内燃式の回転キルンを用いることとした。
【００２５】
　本発明者らは、このような前提の下でＰＫＳ炭の製造実験を行い、低揮発性であって、
しかも燃焼性の良好なＰＫＳ炭の製造方法を確立することができた。なお、以下において
、アブラ椰子核殻（ＰＫＳ）およびアブラ椰子核殻炭（ＰＫＳ炭）に含まれる各成分の含
有量をあらわす「％」は「質量％」を意味する。
【００２６】
　本発明は、下記のアブラ椰子核殻炭の製造方法を要旨とする。
　すなわち、内燃式回転キルンを用いてアブラ椰子核殻（ＰＫＳ）を炭化・乾留処理して
アブラ椰子核殻炭（ＰＫＳ炭）を製造する方法であって、回転キルンの点火バーナー側の
端部から、水分５％以下のアブラ椰子核殻を投入し、点火バーナー用の空気を含めて、前
記投入アブラ椰子核殻に対する質量比で０．５～１．６倍量の空気を回転キルン内に供給
することにより当該アブラ椰子核殻を炭化・乾留処理し、回転キルンの点火バーナー側と
は反対側の端部から炭化物と乾留ガスを排出させることを特徴とするアブラ椰子核殻炭の
製造方法である。
【００２７】
　前記の「炭化・乾留処理」とは、空気の送通量を所定範囲内に制限した状態で有機物物
質（ここでは、アブラ椰子核殻）を加熱分解して炭化物にする処理をいう。炭化物を得る
という点では、石炭などを空気を遮断して加熱分解するいわゆる「乾留」との本質的な違
いはないが、回転キルンを用いるという操業方法上の違いを考慮して、ここでは「炭化・
乾留処理」と記す。また、「炭化・乾留処理」による生成物については、固体は炭化物、
気体は乾留ガスと記す。
　前記の「点火バーナー用の空気」とは、点火バーナーに供給する燃料ガスの燃焼に使用
される空気をいう。
　また、「水分」とは、含水物（ここでは、アブラ椰子核殻）の質量（すなわち、水＋乾
燥状態でのアブラ椰子核殻）に占める水の質量を百分率で表示した含水率である。
【００２８】
　本発明のアブラ椰子核殻炭の製造方法において、前記水分５％以下のアブラ椰子核殻と
して、水分１５％以上のアブラ椰子核殻を、乾燥用の回転キルンを用いて、水分５％以下
まで乾燥処理を行うことにより得られたアブラ椰子核殻を用いることとする実施の形態（
実施形態１）を採ることができる。
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【００２９】
　本発明のアブラ椰子核殻炭の製造方法（実施形態１を含む）において、前記炭化・乾留
用の回転キルンから排出される乾留ガスをアブラ椰子核殻の乾燥に活用することとする実
施の形態（実施形態２）を採ることが望ましい。
【００３０】
　本発明のアブラ椰子核殻炭の製造方法（実施形態２の方法を指す）において、水分１５
％以上のアブラ椰子核殻と炭化・乾留用の回転キルンの排出乾留ガスを、前記乾燥用の回
転キルンの同一端部から投入し、反対側の端部から排出することとする実施の形態（実施
形態３）を採ることが望ましい。
【００３１】
　本発明のアブラ椰子核殻炭の製造方法（実施形態１を含む）において、炭化・乾留用の
回転キルン内におけるアブラ椰子核殻の平均滞留時間を１５分以内とする実施の形態（実
施形態４）を採ることが望ましい。
【発明の効果】
【００３２】
　本発明のアブラ椰子核殻炭の製造方法によれば、揮発分が１０％以下の低揮発性であっ
て、しかも燃焼性の良好な固体炭化物であるアブラ椰子核殻炭（ＰＫＳ炭）を製造するこ
とができる。このＰＫＳ炭は、製鉄所の焼結機や高炉においてコークスや石炭の代替とし
て使用することが可能であり、炭酸ガス排出量の削減に寄与することができる。
【図面の簡単な説明】
【００３３】
【図１】本発明のＰＫＳ炭の製造方法の実施に使用される装置の概略構成例を模式的に示
す図である。
【図２】本発明の製造方法により得られたＰＫＳ炭を焼結機で使用する場合の原料フロー
を例示する図である。
【図３】本発明の製造方法により得られたＰＫＳ炭を高炉で使用する場合の原料フローを
例示する図である。
【図４】ＰＫＳの炭化実験で用いた装置の概略構成を示す図で、（ａ）は並流型の回転キ
ルンを備える場合、（ｂ）は向流型の回転キルンを備える場合である。
【発明を実施するための形態】
【００３４】
　本発明のアブラ椰子核殻炭の製造方法は、前述のように、内燃式回転キルンを用いてア
ブラ椰子核殻（ＰＫＳ）を炭化・乾留処理し、アブラ椰子核殻炭（ＰＫＳ炭）を製造する
ことを前提としている。
【００３５】
　回転キルンは、ロータリーキルンとも称される周知の化学装置で、本体は中空円筒状で
あり、水平に対してわずかに傾斜して配置される。上方となる一端に処理される固体の投
入口があり、投入された固体は、回転する傾斜円筒の中を上方から下方へ移動する。処理
される固体の性状（粒度分布、表面形状、密度等）や操業条件（温度、滞留時間等）を考
慮して、設備設計（サイズや傾斜角度）や操業設計（回転数等）が行われる。
　本発明で使用する回転キルンは、キルン内で可燃ガスを燃焼させる内燃式回転キルンで
ある。
【００３６】
　図１は、本発明のＰＫＳ炭の製造方法の実施に使用される装置の概略構成例を模式的に
示す図である。同図には、乾燥用の回転キルンを用いて原料ＰＫＳを乾燥させる本発明の
望ましい形態である実施形態３の実施に好適なフローを示している。
【００３７】
　本発明のＰＫＳ炭の製造方法を実施するには、図１に示すように、まず、炭化・乾留用
の回転キルン（炭化・乾留炉）１の点火バーナー２が取り付けられた側の端部の投入口か
ら、水分５％以下のアブラ椰子核殻（ＰＫＳ）３を回転キルン１内に投入する（投入側が
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キルンの上方となる）。同時に点火バーナー２によりＰＫＳ３を着火させ、点火バーナー
２で使用する空気量も含めてＰＫＳ投入質量の０．５～１．６倍量の空気を供給すること
によってＰＫＳ３を部分的に燃焼させ、最高温度が７００～１０００℃程度となるように
操業条件（温度、滞留時間等）をコントロールして炭化・乾留処理を行う。当該ＰＫＳ３
は、回転する傾斜円筒状のキルン１内を上方から下方へと移動する間に炭化・乾留処理さ
れ、回転キルン１の点火バーナー側とは反対側の端部から炭化物（ＰＫＳ炭４）として、
乾留ガス５とともに排出される。
【００３８】
　回転キルン１から排出される乾留ガスは、ガス清浄冷却装置６を経て、乾留ガスホルダ
ー７に送られる。図１に示したように、本発明のＰＫＳ炭の製造方法の実施に使用される
装置が乾燥用の回転キルン８を備えている場合には、乾留ガス５は、ＰＫＳ供給ホッパー
９から切り出され、乾燥用の回転キルン８内に投入されるＰＫＳ３の乾燥に使用された後
に、ガス清浄冷却装置６を経て、乾留ガスホルダー７に送られる。
【００３９】
　本発明のＰＫＳ炭の製造方法において、炭化・乾留用の回転キルン内のＰＫＳとキルン
内に供給する空気の流れが同一方向である並流型の処理を採用したのは、キルン内のＰＫ
Ｓと空気の流れが逆方向となる向流型の処理の場合、回転キルンから排出される乾留ガス
がキルン内に投入されるＰＫＳを投入側に押し戻すように作用するため、処理される固体
が回転キルン内で滞留する傾向があり、局所的に被処理固体による断面占有率が上昇する
等の現象が発生するからである。
【００４０】
　この現象は、ＰＫＳのようなバイオマス原料においては、被処理固体が軽量であると同
時に、多量の乾留ガスを発生させ空塔ガス流速が高くなるので、より顕著にあらわれる。
その結果、内燃式回転キルンで向流型の処理をすると、残留揮発分量や燃焼性が均一とな
らずに斑ができ易く、並流型の処理に比べてＰＫＳ炭の性状が劣る傾向がある。すなわち
、本発明の製造方法で採用する並流型の処理の方が、後述する実施例に示すように、向流
型の処理を行った場合に比べて、ＰＫＳにおける揮発成分の除去が良好で、微細孔が発生
し易くなり、ＰＫＳ炭の比表面積が大きくなって燃焼性が良好となる。
【００４１】
　本発明のＰＫＳ炭の製造方法において、回転キルン内に供給する空気量を、点火バーナ
ーで使用する空気量も含めてＰＫＳ投入質量の０．５～１．６倍量の範囲内とするのは、
空気量が０．５倍量未満であると、燃焼発熱量が少なすぎてキルン内の最高温度が７００
℃に達しないため、成品であるＰＫＳ炭に残留する揮発分が多く、空気量が１．６倍量を
超えるとＰＫＳ炭そのものが燃焼してしまい、ＰＫＳ炭の灰分が高くなり過ぎるからであ
る。望ましい供給空気量は、ＰＫＳの供給量と等質量程度である。
【００４２】
　なお、点火バーナーに用いる燃料ガスとしては、炭酸ガス排出量抑制の観点から、回転
キルンから発生する乾留ガスを活用することが望ましい。この乾留ガスは、カーボンニュ
ートラル材であるＰＫＳに由来するものであり、ＰＫＳがエネルギー源として消費されて
炭酸ガスに戻っても炭酸ガスの排出量には関与しないとされているからである。
【００４３】
　キルン内に空気を供給する部位については、一つは燃料ガスを燃焼させるための点火バ
ーナーであるが、その他は特に限定されない。前記の図１では、ＰＫＳの投入側端部から
空気を供給しているが、必ずしもこの部位に限るものでなく、例えば、回転キルン壁の数
か所に空気の供給口を設け、それら供給口から少量ずつ加圧空気を吹き込むこととしても
よい。要は、ＰＫＳおよび乾留ガスの流れ方向が同一方向で、点火バーナー側とは反対側
の端部から両者共に排出されることである。
【００４４】
　本発明のＰＫＳ炭の製造方法において、回転キルンに投入される原料ＰＫＳの水分を５
．０％以下とするのは以下の理由による。すなわち、内燃式回転キルン内では、前述した
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ようにＰＫＳ発生ガスと燃焼用空気が存在し、非常に高いガス空塔流速となっている。そ
のため、並流型回転キルンであってＰＫＳ炭の性状に斑（不均一）が生じないとしても、
被処理固体が下流に吹き飛ばされ流される傾向があるので、乾留ガス量を低く抑える必要
がある。そこで、ＰＫＳから発生する水蒸気を極力抑制するために、ＰＫＳの水分を５％
以下とする。もちろん、本発明で使用する並流型回転キルンにあっては、点火バーナーに
よるＰＫＳへの着火が重要であり、原料ＰＫＳが高い水分を有すると着火性が悪くなって
ＰＫＳ炭の生産効率が悪化するのでそれを回避するためでもある。ＰＫＳの着火性が良好
となれば、バーナー用空気量やＰＫＳを部分的に燃焼させるための空気量をさらに低減す
ることができる。
【００４５】
　本発明の製造方法で炭化・乾留処理されたＰＫＳ炭は、回転キルンの点火バーナー側と
は反対側の端部からＰＫＳ炭として排出され、冷却される。冷却されたＰＫＳ炭は焼結機
や高炉に移送される。ＰＫＳ炭は揮発分が低く、燃焼性の高い炭材なので、高炉および焼
結機において、その生産性を向上させることができる。
【００４６】
　前記の実施形態１のＰＫＳ炭の製造方法は、上述した本発明のＰＫＳ炭の製造方法にお
いて、水分５％以下のＰＫＳとして、水分１５％以上のＰＫＳを、乾燥用の回転キルン（
乾燥炉）を用いて、水分５％以下まで乾燥処理を行うことにより得られたＰＫＳを用いる
方法である。
【００４７】
　ＰＫＳの乾燥に回転キルンを用いるのは、ＰＫＳが粒状の固体であることから、回転キ
ルンを用いることにより乾燥を効率的に行えるからである。乾燥に用いる熱源について特
に規定はないが、次に述べる炭化・乾留用の回転キルンから排出される乾留ガスを利用す
ることが望ましい。
【００４８】
　水分１５％以上のＰＫＳを乾燥処理の対象とするのは、一般にＰＫＳは低水分状態では
自然発火の可能性を有するという問題があり、通常１５％以上の水分を有する状態で輸送
されているからである。
【００４９】
　前記の実施形態２のＰＫＳ炭の製造方法は、前述の本発明のＰＫＳ炭の製造方法で使用
する炭化・乾留用の回転キルンから排出される乾留ガスを、原料ＰＫＳの乾燥に活用する
方法である。炭化・乾留用の並流型回転キルンでは、向流型回転キルンとは異なり、７０
０～９００℃の高温の乾留ガスが排出されるので、この高温顕熱を利用するのである。
【００５０】
　高温顕熱の利用の仕方は、特に限定されないが、実施形態１で使用する乾燥用の回転キ
ルンを用いることが望ましい。乾燥用の回転キルンの通ガス方式としては、炭化・乾留用
の回転キルンにおけると同様に、処理される固体と高温ガスを分離した外熱交換式、キル
ン内に被処理固体の流れと逆方向になるように高温ガスを供給する向流型内熱交換式、お
よび同方向になるように高温ガスを供給する並流型内熱交換式が考えられるが、より熱交
換速度の速い並流型内熱交換式の回転キルンを用いることが、高い生産性が得られるので
望ましい。
【００５１】
　しかし、この場合、炭化・乾留用の回転キルンから排出される乾留ガスは高温なので、
水分が１５％に満たない原料ＰＫＳを乾燥しようとすると、乾燥用の回転キルン内で着火
する危険性がある。そのため、供給する乾留ガスを冷却しなければならず、熱効率的には
悪化することになる。従って、乾燥用の回転キルンを用いる場合は、水分１５％以上の原
料ＰＫＳを対象とすることが望ましい。
【００５２】
　前記の実施形態３のＰＫＳ炭の製造方法は、上述した本発明のＰＫＳ炭の製造方法にお
いて、水分１５％以上のＰＫＳと炭化・乾留用回転キルンの排出乾留ガスを、乾燥用回転
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キルンの同一端部から投入し、反対側の端部から排出する方法である。
【００５３】
　前記図１に例示した装置は、この実施形態３の実施に使用する装置である。図１に示す
ように、ＰＫＳ供給ホッパー９から水分１５％以上のＰＫＳ３を切り出し、乾燥用の回転
キルン（乾燥炉）８に投入して、同一端部から投入した乾留ガス５により乾燥させる。こ
の実施形態３の方法は、炭化・乾留用の回転キルン１の排出乾留ガス５を、回転キルン８
を利用して効率よく乾燥し、ＰＫＳ炭を製造することができる本発明の望ましい実施の形
態である。
【００５４】
　水分１５％以上の原料ＰＫＳを対象とするのは、後述するように、水分が１５％に満た
ない場合は、高温の乾留ガスによる着火を防止するためにガス温度を低下させなければな
らず、熱効率的に悪化する上に、乾燥を十分に行えないからである。また、ＰＫＳと乾留
ガスをキルンの同一端部から供給するのは、同じく着火が起こるので、ガス温度を低下さ
せなければならないからである。
【００５５】
　前記の実施形態４のＰＫＳ炭の製造方法は、上述した本発明のＰＫＳ炭の製造方法にお
いて、炭化・乾留用の回転キルン内におけるＰＫＳの平均滞留時間を１５分以内とする方
法である。
【００５６】
　回転キルン内におけるＰＫＳの平均滞留時間を１５分以内とするのは、内燃式並流型回
転キルンによる炭化・乾留においては、ＰＫＳの部分的な燃焼、昇温が極めて良好なので
、回転キルン内の滞留時間が長すぎ、１５分を超えると、ＰＫＳ炭の灰分が上昇する傾向
があるからである。滞留時間の調整は、キルンの回転速度や傾斜勾配を調整することによ
り行う。
【００５７】
　以上述べた本発明のＰＫＳ炭の製造方法（実施形態１～４を含む）によれば、製鉄用の
炭材として利用することができる揮発分が低くかつ燃焼性がよいＰＫＳ炭を製造すること
ができる。
【００５８】
　図２は、本発明の製造方法により得られたＰＫＳ炭を焼結機で使用する場合の原料フロ
ーを例示する図である。図２に示すように、焼結機では、粉状鉄鉱石１０に溶材１１（石
灰石粉）、返鉱１２および炭材としての粉コークス１３ａ、無煙炭１３ｂを添加して混合
・造粒１４した後、当該造粒物によって約６０ｃｍ厚さの充填層である焼結ベッド１５を
形成させる。次いで、焼結ベッド１５表面から点火し、空気を下方へ吸引することにより
焼結化反応を行わせて塊状焼結鉱１６とし、粉状鉄鉱石１０等の粉状原料を塊成化するの
であるが、本発明の製造方法により得られたＰＫＳ炭は炭材（ＰＫＳ炭１３ｃ）として使
用される。
【００５９】
　図３は、本発明の製造方法により得られたＰＫＳ炭を高炉で使用する場合の原料フロー
を例示する図である。図３に示すように、高炉では、炉頂部から塊状の焼結鉱等の鉄鉱石
類１７と塊コークス１８を装入するとともに、炉下部羽口から空気１９と微粉炭材として
の石炭２０ｂを吹き込み、高温燃焼させて還元に必要なガスを生成させる。本発明の製造
方法により得られたＰＫＳ炭は炭材（ＰＫＳ炭２０ａ）として使用される。
【００６０】
　本発明の製造方法により得られるＰＫＳ炭は、低揮発性であって、しかも燃焼性が良好
なので、上記のように、製鉄所の焼結機や高炉においてコークスや石炭の代替として使用
することが可能であり、炭酸ガス排出量の削減に寄与することができる。
【実施例】
【００６１】
　表２に示す設備仕様を有する回転キルンを用いてＰＫＳの炭化・乾留実験を実施し、Ｐ



(10) JP 5929489 B2 2016.6.8

10

20

30

40

50

ＫＳ炭と乾留ガスを採取して確認評価を行った。基本操業条件を表２に併せて示す。表２
において、回転キルンの「傾斜勾配」は、水平に対してわずかに傾斜させて配置した回転
キルンの下方側（被処理固体の排出側）端面における軸心位置と上方側（被処理固体の投
入側）端面における軸心位置間の垂直距離を当該両位置間の水平距離で除した数値で示し
ている。また、点火バーナーに供給するＬＰＧ量は毎分当たりの供給熱量に換算して表示
した。
【００６２】
【表２】

【００６３】
　図４は、ＰＫＳの炭化・乾留実験で用いた装置の概略構成を示す図で、（ａ）はＰＫＳ
原料と乾留ガスの流れが同一方向となる並流型の回転キルンを備える場合、（ｂ）はＰＫ
Ｓ原料と乾留ガスの流れが逆方向となる向流型の回転キルンを備える場合である。図４に
おいて、白抜き矢印は乾留ガスの流れを表す。
【００６４】
　図４（ａ）に示した並流型の回転キルンを用いる方法では、ＰＫＳ３を供給ホッパー９
に入れ、スクリューフィーダーにより切り出し、回転キルン８の上方側端部からキルン内
に投入する。回転キルン８は上方側から下方側に向けて下り傾斜勾配が付けられており、
原料ＰＫＳ３はキルン８の回転にともなって下方側に移動する。また、ＰＫＳ投入側（上
方側）端部には、点火用のバーナー２が設置されており、このバーナー２によって投入さ
れたＰＫＳ３は着火が始まる。さらに、同端部には燃焼用空気を送る管が設けられており
、下方側に向けて空気が供給される。
【００６５】
　回転キルン８内では、着火したＰＫＳはゆるやかな回転運動が与えられ、供給された空
気によって部分的に燃焼する。燃焼に伴う発熱によりＰＫＳは炭化・乾留され、熱分解に
ともなって揮発ガスが生成する。揮発したガスの一部は供給空気により燃焼し発熱する。
部分燃焼したガスは下方側に向かって流れ、炭化・乾留処理されたＰＫＳ炭４とともに排
出される。排出された乾留ガスは、ガス清浄冷却装置６によりダストおよびタールが除か
れ、流量計２１で流量測定された後、燃焼装置２２で処理される。必要に応じて、組成分
析計２３で組成分析を行う。
【００６６】
　図４（ｂ）に示した向流型の回転キルンを用いる方法では、供給ホッパー９から切り出
されたＰＫＳ３が、点火バーナー２および空気投入口が設置されている側とは反対側（こ
ちら側がキルンの上方側になる）からキルン内に投入され、下方側に移動する。回転キル
ン８内で炭化・乾留処理されたＰＫＳ炭４はバーナー２および空気供給管の設置側から排
出される。一方、上方側から排出された乾留ガスは、図４（ａ）に示した並流型の回転キ
ルンを用いた場合と同様に、ガス清浄冷却装置６で処理され、所定の測定および分析が行
われ、最終的には燃焼装置２２で処理される。
【００６７】
　表３に、ＰＫＳ炭化・乾留実験の実験条件および実験結果を纏めて示す。
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【００６８】
【表３】

【００６９】
　表３において、実験Ｎｏ．１～Ｎｏ．４では、原料ＰＫＳ供給量および空気供給量を一
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定として、図４（ａ）に示した並流型の回転キルンを用いる方法で炭化・乾留実験を行い
、得られたＰＫＳ炭の性状を評価した。また、実験Ｎｏ．５では、図４（ｂ）の向流型の
回転キルンを用いる方法で同様の炭化・乾留実験を行い、ＰＫＳ炭の性状を比較した。
【００７０】
　さらに、実験Ｎｏ．６およびＮｏ．７では、並流型の回転キルンを用いる方法で、ＰＫ
Ｓ炭の重要な性状である揮発分が１０％以下のものを製造するという前提のもとに、ＰＫ
Ｓ供給量を回転キルンの回転速度と供給空気量で調整して、ＰＫＳの滞留時間を延長した
炭化・乾留実験を行い、得られたＰＫＳ炭の性状を評価した。
【００７１】
　表４に、図４（ａ）に示した並流型の回転キルンを用いる方法、および図４（ｂ）に示
した向流型の回転キルンを用いる方法により、それぞれ空気供給量とＰＫＳ供給量が等量
の条件で炭化・乾留処理をして製造したＰＫＳ炭と乾留ガスについての性状および回収量
を対比して示す。並流型キルンを用いる方法の欄の測定値は表３の実験Ｎｏ．１のケース
に、また、向流型キルンを用いる方法の欄の測定値は表３の実験Ｎｏ．５のケースにそれ
ぞれ対応する。
【００７２】
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【表４】

【００７３】
　ＰＫＳ炭の回収率｛（ＰＫＳ炭の回収量／原料ＰＫＳ供給量）×１００｝は、並流型キ
ルンを用いる方法および向流型キルンを用いる方法のいずれにおいても２９％程度であっ
た。また、除湿後の乾留ガス回収量（乾留ガス中のＨ2Ｏ成分は冷却過程で除去される）
は、並流型キルンを用いる方法および向流型キルンを用いる方法のいずれにおいても、原
料ＰＫＳ供給量に対してほぼ１．５倍であった。
【００７４】
　回収された乾留ガスはＣＨ4、Ｈ2、ＣＯの各成分を含み、真発熱量は、並流型キルンを
用いる方法および向流型キルンを用いる方法でそれぞれ７４２０ｋＪ／ｄｒｙ－Ｎｍ3、
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７０８３ｋＪ／ｄｒｙ－Ｎｍ3であり、並流型の回転キルンを用いる方法の方が、発熱量
の高い乾留ガスを得ることができた。
【００７５】
　さらに、ＰＫＳ炭の比表面積についても、並流型キルンを用いる方法および向流型キル
ンを用いる方法でそれぞれ２２５ｍ2／ｇおよび８３ｍ2／ｇであり、ＰＫＳ炭の固定炭素
についても、それぞれ８７％および８１％で、並流型の回転キルンを用いる方法の方が、
より良質のＰＫＳ炭を得ることができた。
【００７６】
　次に、表３に示した実験Ｎｏ．１～Ｎｏ．４の原料ＰＫＳ水分を０～２０％まで変更し
た場合の実験結果を比較すると、ＰＫＳの水分が上昇するに伴い、ＰＫＳ炭の着火温度が
上昇するとともに、比表面積が低下している。従って、供給するＰＫＳの水分は低いこと
が望ましく、特に着火温度にみられように、原料ＰＫＳの水分が５％程度でも十分に良好
であることが判明した。
【００７７】
　また、ＰＫＳの滞留時間を延長した炭化・乾留実験（実験Ｎｏ．６およびＮｏ．７）で
は、表３に示したように、揮発分が十分に低く、しかも着火温度が低く、比表面積が大き
い（すなわち、燃焼性が良好な）ＰＫＳ炭が得られた。しかし、ＰＫＳ炭の生産率（つま
り、単位時間当たりの回収量）および乾留ガス流量が小さくなるので、ＰＫＳのキルン内
での滞留時間は、実験Ｎｏ．１～Ｎｏ．４の実験結果も参照して、１５分以内が望ましい
と考えられる。
【００７８】
　続いて、乾燥用の回転キルンによる乾燥処理実験を実施した。実験装置としては、図４
の回転キルン３に取り付けられている点火バーナー２を取り外し、替わりにキルン内に供
給する空気を加熱して、８００℃程度までの高温空気を供給できるようにした回転キルン
を備える装置を使用した。
【００７９】
　回転キルンの仕様は表２に示したとおりである。
　処理条件は、表２に記載される点火バーナーの取り外しに伴い、ＬＰＧの供給は行わず
、高温空気の供給量を、表４に示した並流型の回転キルンを用いる方法（実験Ｎｏ．１）
の排出乾留ガス量（２３７ｇ／ｍｉｎ）に近い２４０ｇ／ｍｉｎとした。
【００８０】
　表５に、実験条件を示す。
【００８１】
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【表５】

【００８２】
　表５に示すように、実験Ｎｏ．１１～Ｎｏ．１３では、並流型の空気供給方法で原料Ｐ
ＫＳの水分を１０％、１５％または２０％とし、実験Ｎｏ．１４では、向流型の空気供給
方法で原料ＰＫＳの水分を１５％とした。なお、供給空気温度は８００℃としたが、原料
ＰＫＳの水分が低い条件や、向流型の空気供給方法では、ＰＫＳが着火する事態が発生し
たので、これらの場合には供給空気温度を低下させる措置を採った。
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【００８３】
　排出されるＰＫＳの水分を測定したところ、実験Ｎｏ．１１の原料ＰＫＳ水分が１０％
の場合は、排出ＰＫＳ水分が６．５％と低く、乾燥効率が悪かった。これは、着火を防止
するために、供給空気温度を低下させたことに起因している。一方、実験Ｎｏ．１２およ
びＮｏ．１３の原料ＰＫＳ水分が１５％、２０％の場合は、排出ＰＫＳ水分が４．６％、
３．３％で、良好な乾燥後水分値を示している。これは、高温の空気を供給しても着火す
ることがないため、高温空気を供給できたことによるものである。また、実験Ｎｏ．１４
の向流型の空気供給方法で乾燥させた場合は、やはり着火が起こるので、供給温度を下げ
る必要があり、その結果、排出ＰＫＳ水分は８．１％と高かった。
【００８４】
　以上説明したように、ＰＫＳを水分が５％以下となるように乾燥する場合も、並流型の
回転キルンを用いることが有効であり、この場合には、ＰＫＳの炭化・乾留処理を行う並
流型回転キルンから排出される高温の乾留ガスを活用し、乾燥処理の際に着火しないよう
に水分が１５％以上のＰＫＳを処理の対象とするのが望ましいことが確認できた。
【産業上の利用可能性】
【００８５】
　本発明方法により製造されるアブラ椰子核殻炭（ＰＫＳ炭）は、低揮発性で、かつ燃焼
性が良好である上に、カーボンニュートラル材であることから、エネルギー源として使用
しても炭酸ガス排出量には関与しない。したがって、本発明方法は製鉄所の焼結機や高炉
におけるコークス、石炭の代替として使用可能な、しかも炭酸ガス排出量の削減に寄与す
ることができる炭材の製造方法として有効に利用することができる。
【符号の説明】
【００８６】
１：回転キルン（炭化・乾留炉）、　２：点火バーナー、　
３：アブラ椰子核殻（ＰＫＳ）、　４：アブラ椰子核殻炭（ＰＫＳ炭）、　
５：乾留ガス、　６：ガス清浄冷却装置、　７：乾留ガスホルダー、　
８：回転キルン（乾燥炉）、　９：ＰＫＳ供給ホッパー、　
１０：粉状鉄鉱石、　１１：溶材、　１２：返鉱、　
１３ａ：粉コークス、　１３ｂ：無煙炭、　１３ｃ：ＰＫＳ炭、　
１４：混合造粒、　１５：焼結ベッド、　１６：塊状焼結鉱、　
１７：鉄鉱石類、　１８：塊コークス、　１９：空気、
２０ａ：ＰＫＳ炭、　２０ｂ：石炭、　
２１：流量計、　２２：燃焼装置、　２３：組成分析計、　
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