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鶏ふん燃焼におけるクリンカの生成に関する研究

溝口進一＊ 1 .下池正彦＊ 2 .小玉誠＊ 1 .高橋克嘉＊ 3 .清水正高＊ 2

Study on the formation of clinker in chicken feces combustion 

Shinichi MIZOGUCHI, Masahiko SHIMOIKE, Makoto KODAMA, 

Katsuyoshi TAKAHASHI and Masataka SHIMIZU 

鶏ふんボイラー内で発生する灰の塊（クリンカ）の形成を防止することを目的として，クリンカのほか，フ

ライアッシュ，ボトムアッシュについて組成分析，結晶相の同定，加熱試験等を行い，クリンカの生成につ

いて調べた．その結果，クリンカとフライアッシュの組成比は近似していたが結晶構造は異なっていたこと

から，クリンカはフライアッシュが変化して生成している ことが示唆された．また，クリンカの元素分布を

見ると硫黄が多い部分と塩素が多い部分が交互に現れ縞模様を形成していた． これは熱交換器表面から段階

的にフライアッシュが固着し熱等の影響を受けながら，クリンカが生成したためと考えられた．

1 はじめに

本県は牛，豚，鶏の飼育が盛んであり，全国でも

有数の畜産県である．その中で，鶏についてはブロ

イラーの出荷数が日本一であり，毎年一億羽以上が

出荷されている ．飼育時には約 30万 tもの鶏ふん

が発生し，以前は堆肥化 して土壌還元が行われてい

たが，農地に対し発生する鶏ふんが過剰であり ，処

理しきれないと いう問題があった．

現在は，大型の鶏ふんボイラー及び鶏ふん発電所

が設置され，県内で発生するブロイラー由来の鶏ふ

んのほぼ全量を燃料と して利用 している． しかし，

魏ふんは燃焼させると炉壁や熱交換器にクリンカと

呼ばれる灰の塊が付着する．そのまま燃焼を続ける

と熱交換効率が低下するだけでなく，安定的な運転

の妨げになるため，定期的に運転を停止し取り除く

必要がある清掃作業は危険な作業であることに加

え，ボイラー停止中は蒸気や電気を得る ことができ

ないため，経済的な損失も大きい．

そこで本研究では，鶏ふんボイラーにおけるク リ

ンカの生成防止を目的と して，鶏ふん燃焼灰のフ ラ

イアッシュ，ボトムアッシュ及びク リンカについて

分析を行ったので報告する．
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図 1 鶏ふんボイラ ーの概念図

2 実験方法

2-1 元素組成分析

みやざきバイオマス リサイクル（株）よりご提供頂

いたフライアッシュ，ボトムアッシュ，クリンカを

実験に供した．

蛍光 X線分析装置（（株）リガク製， ZSXlOOe)を

用いてファンダメンタルパラメ ーター (FP)法によ

り，サンプルの化学分析を行った．
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2-2 結晶相同定

X 線回折測定装置（（株）リガク製， RINT-TTR)

を用いて，燃焼灰及びクリンカ中の結晶相の同定を

行った分析の条件は，管電圧 40kV，管電流 60mA,

走査速度 2deg/minとし，回折角 20は 3~60deg 

の範囲に設定した．

2-3 クリンカの元素分布分析

X線分析顕微鏡（（株）堀場製作所製： XGT-7200V)

によりクリンカの元素組成分布を調べた．

2-4 燃焼灰の電気炉による加熱試験

フライアッシュとボトムアッシュを燃焼ボートに

入れて，電気炉 (ADVANTEC（株）， FUH622PA)

で加熱し， 2h保持したときにクリンカが生成する

かを目視で確認した

3 結果および考察

3-1 燃焼灰とクリンカの化学組成と結晶相

燃焼灰及びクリンカの化学組成と結晶構造を図 2

に示す．ボトムアッシュはフライアッシュと検出さ

れる元素は似ているものの，組成比がかなり異なり

Caが多く， Kが少なかった．また，クリンカはフラ

イアッシュの組成比と近かった．

結晶については，フライアッシュは塩化カリウム

(KC!)，リン酸マグネシウムカリウム (K2Mg(PO山），

硫酸カリウム (K2S04) とKを含む結晶が多かった

のに対し，ボトムアッシュは炭酸カルシウム

(CaC03)，酸化カルシウム (CaO)，石英 (Si02),

ケイ酸カルシウム (CaSi04) とCaを含む結晶が多

かった．クリンカは KC!, ヒドロキシアパタイト

(Ca(P04)(0Hふ），ケイ酸アルミニウムカルシウム

(CaAlzSi06) とKを含む結晶と Caを含む結晶の両

方が存在していたが，ボトムアッシュで確認された

Caを含む結晶とは異なるものであった．

フライアッシュにおける Caのように，多く含ま

れているにもかかわらず，結晶相としては検出され

ない元素も存在するため，これらの試料では結晶と

非晶質が混在していると考えられた．

また，クリンカとフライアッシュの組成比はかな

り近いが結晶構造は異なっていたことから，クリン

力はフライアッシュが変化して生成していることが

示唆された．
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図 2 燃焼灰の化学組成と結晶相

3-2 クリンカの元素分布

熱交換器に付着していたクリンカの元素分布を調

べた．

クリンカの断面を観察したところ比較的黒い部分

と白い部分があり，縞模様になっていた．元素分布

を見ると S は黒い部分に多く分布しており，逆に

Clは白い部分に多く分布していたまた， Kは全体

的にむら無く分布しており，その他の元素ははっき

りとした違いは見られなかった

今回分析したクリンカは 2種類の層は熱交換器接

触面側から外側に向かって交互に見られることから，

熱交換器側から段階的にクリンカが形成されたと考

えられた．
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熱交換器に付箸していたクリンカ
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図 3 クリンカの元素分布

s
 

Cl 

4 まとめ

鶏ふん燃焼灰，ク リンカについてさまざまな分析

k を行ったその結果，次のことが明らかになった．

(1)フライアッシュとクリンカは組成比がかなり

似ているが結晶は異なっていた．このことから，

クリンカはフライアッシュの結晶が変化して

生成すると考えられた．

(2)クリンカの元素分布を調べたところ Sが多い

ところと Clが多いところが交互に現れて縞模

様になっており，熱交換器から段階的にク リン

力が生成していったと考えられた．

(3)灰を燃焼ボート上で加熱したところ実際のボ

イラー炉内温度よりもかなり高温にならないと

3-3 燃焼灰の電気炉加熱結果

フライアッシュとボトムアッシュを燃焼ボートに

入れて加熱した結果，いずれも 1,200°cまでは灰が

塊状化しなかったが， 1,300°cを超えると灰が塊状化

した．

鶏ふんボイラーの炉内温度が 1,200°cを超える こ

とは考えにくいこのため，燃焼ボート上での加熱

試験では実際のボイラーのように灰が燃焼室から熱

交換器に移動し、クリンカが生成する複雑な機構が

再現できていないと思われた．今後，クリンカ生成

防止の試験を行うためには灰が移動して熱交換器に

クリンカが生成する様子を再現できる装置を設計す

る必要がある．

塊状化しなかったため，ク リンカの生成防止試

験を行うためには，実際のボイラーの構造に近

い実験装置による検証が必要であると考えられ

た．

鶏ふんは他のバイオマス燃料と特性が大きく異な

るこ とから 1)，クリンカ生成機構も異なる可能性が

ある ．クリンカ生成防止のためには鶏ふん燃料に特

化した防止法が必要であると考えられた．
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図 4 加熱した鶏ふん燃焼灰
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