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超臨界水ガス化による鶏糞のエネルギー利用

柳田 濃輪智朗~清水 嘉 久 ・ 野 毘 洋 二 * 本 涼 . 松 村 霊 長 彦 キ ネ 不 ネ

1 .はじめに

我が国 は大士見模化・専業化が

進んでおり，これに伴う家資排せっ物の集中・偏在

化が顕著となってきている。家畜排せっ物は，従来，

堆肥化することにより農地に還元するといった

循環利用が行われていたが，一部の地域においては，

このバランスが崩れ，滞留するような状況が起こり

つつある。窒素分を多く含み，放置すれば悪臭や

環境汚染の原田となってしまうこれらの家畜排せっ

物は，適正に処理しなければならない。

一方で，見方を変えれば家畜排せっ物はバイオマス

の一種であり，再生可能で炭素中立な資椋という

特徴を併せ持っている。バイオマス・ニッポン総合

戦略では，これらのバイオマスを有効に利用していく

ことを推奨している。家E5排せつ物の有効利用という

点では，それを用いたエネルギーあるいはマテリア

ル利用が考えられる。たとえば，ブロイラー鶏糞は

鶏舎から排出される段階で乾燥状態にあるため，燃焼

や炭化することが可能である。燃焼によるエネル

ギー利用の国内事例としては，南関興産株式会社，

みやざさバイオマスリサイクノレ株式会社が取り

組んでし、る鶏棄の夜接燃焼による

られる。また，マテリアル利用の事例として， ト文字

チキンカンパニーでは炭化による土壌改良剤の

製造・販売を行い，非常に有益な事業を展開している。

他方，ブロイラー鶏糞以外の家畜排せっ物としての

豚糞，採界鶏鶏糞は含7)(率が高く，これらの

燃境利用を試みる場合には，前処理として多くの

エネルギーを消費する乾燥工程が必要となり，エネ

ルギーの回収は問実lEである。燃焼以外のエネルギー

字独立行政法人 波数技術総合研究所 ノ叉イオマス研究

センター (TakashiYanagida， Tomoaki Minowa) 

町[][設泣力株式会社 エネノレギア総合研究所

(Yoshihisa ShimizlI) 

山東洋高!友株式会社 (YojiNoda) 

件対lI>I:s'.ι大学法人 広IiJJ大学大学校工学研究i涜 エネノレギー・

童話J:ft吉1I内 (YlIkihiko Matsllmllra) 

利用として，高合71<芸名系バイオマ，スのガス化技術と

して知られるメタン発酵法があり，牛糞，践糞では

技術的にも確立されている。しかしながら，盟内で

普及するにあたっては消化液の科用・処理に関する

工夫が必要で、あり，これらの課題を解決するための

検討が行われているところである。また，牛糞，豚糞

と成分が異なりアンモニアの含有量の高し

メタン発酵の原料にすること自体が難しい。これは，

アンモニアの影響によりメタン発欝の反誌を行って

いる微生物の成長が阻害されてしまうためで，この

発酵阻害問題を解決しなければ鶏糞のメタン発酵

は行うことができない。以上のように，家畜排せっ

物の利用状況をみると，高合71<.高アンモニア含有

という特性を持つ採卵鶏鶏糞に関しては堆肥化

以外の有効な利用方法がないのが現状である。

このような状況下で，合水系バイオマスのエネル

ギー利用に対して趨臨界水ガス化が期待されている。

超臨界水ガス化は，高温高圧の水のカで、バイオマス

を迅速かっ完全に分解する技術で、あるため，高含水・

高アンモニア含有という特性を持つバイオマスに

も適用でき，もちろん採卵鶏鶏糞もその対象となる。

現状として，超臨界7)(ガス化に関する研究は，反応

機構の解暁などが主となっており，装置工学的な実証

が…r分に進んでいない。そこで，趨臨界水ガス化装置

の設計，導入指針を得ることを目的として， (独)

新エネルギー・皮業技術総合器発機構 (NEDO) と

の研究事業として，パイロットプラントによる

試験，経済性を向上させるためのシステム検討を総

合的に実胞した九この研究事業は(独)産業技備

総合研究所，中間電力株式会社，広島大学，東洋高庄

株王式℃会社が共向で

成5果笑の一部を紹介する。

2 .超臨界7J<ガス化

図 uこ71<の相関を示すO 超綴界水ガス化は，71<の

臨界点 (3740C，22.1 MPa)以上の高温高圧水中で

バイオマスを加熱分解させ，可燃性ガスを得る技術

0369…5247!11/Y500/1論文!JCOPY
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関 1 水の初凶

ガス化では，発!げヒ学反応であるために反誌が迅速かっ

完全であり， 600
oC， 25 MPaでは数分の滞留時間で

バイオマスが完全にガス化分解でき，そのためプロ

セス処理後の残法は，原料中に含まれる灰分のみと

なる。

3 .超臨界 71<ガス化反応装寵

および本システムの特徴

である。得られるガスは，水素，メタン，

本研究では，連続式紐臨界水ガス化茂応装寵とし

て処理能力が 1wet-t!dayのパイロット試験装震を

製作した九装寵の外観とプロセスフローの概略を，

それぞれ，関 2と図 3(こ示す。 374
0C，22. 1 MPa 

以上の高温高配水の中で行うガス化であるため，

を主成分とするやカロリーの可燃性ガスであり，反応

器出口流れを減症するだけで液穏と分離して得られ，

タールを含まず，高圧で回収できる。また，超臨界7.K

図 2 パイロット試験装澄の外観 II

入力
tJス化処理条件 :600oC， 25 MPa， 1 ~2分

出1J胸、
2 
5 

2 山一.J?一 一一 1...，;::…ー~:
ミ
句国舗削鵬側側---・同制鞠側側欄糊幽自由国舗開制慣--鵬棚田国側側崎直掴側側欄欄-'

関 3 プロセスフローの概略 2)
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通常のスクリューフィーダなどではここで

対象とする 22.1MPaを趨える圧力での原料

送給は密難である。したがって，閤体である

バイオマスを連続的に高在皮芯器に供給す

る方策が必要となる。また，原料バイオマス

の濃度が高くなると，ガス化効率が低下する

といった問題があるため，ガス化効率を向

上させる触媒の利用が検討されている。従

来，触媒を充壊した反応器が使用されてき

たが，この触媒充填型の反応器では閉寒の

開題が発生していた。そこで，これらの対策

として，高圧皮応器への涼料送給のために，原料の

加圧熱水液状化処理工程を超臨界水ガス化反芯工

程の前段に導入，触媒充填型にかわる触媒利用の方

法として，ガス化触媒として期待できる微細な活性

炭を原料に懸濁させて反応器に供給する触媒懸濁

型を採用した。さらに，プロセス効率向上のため，

熱交換器を導入した。

4. ガス化試験

試験は鶏糞濃度と活性炭濃度を変化させ，パイ

ロット試験装霊によるガス化運転をしたしへその

結果，いずれの試験でも，ガス化率 10械を達成し，

完全ガス化が行えたことを篠認した。また，活性炭

触媒を添加しない試験では，完全ガス化に安らな

かった。生成ガスは H2'CH4， CO2を主成分とする

ガスが得られた。鶏糞濃度が上昇するに従い，H2 

は減少，CIもは土問力0，CO2は鶏糞濃度に影響されに

くい傾向がみられた。

5 .副産物の利用

鶏糞の超臨界水ガス化は，上記の可燃性ガス以外に，

熱意透暁の液体と，間体として鶏議出来の灰と活性炭

触媒の混合物が生成される。 液体は無色透明ではある

が，鶏糞中の主主素のほぼ全;量が液相に移行するため，

結果的に高濃度のアンモニア排水となる。これは，

鶏糞の趨臨界水ガス化の事業化を想定した場合iこ，

蕗水処理の開題が予想される。また，器体障j産物(活

性炭と灰の混合物)から活性炭を回収し，活性炭を

触媒として再利用すること，灰から有価物を回収する

ことは，事業経営収支の向上に貢献できると考えら

れる。そこで，鶏糞の超臨界水ガス化において創生

される酪体および液体からの資源回収を検討した制。

図4 臨本日から回収したとドロキシアパタイト (te.)と

活性炭(右)3) 

まず，ガス化面IJ産物(罰体・液体の懸濁物)をろ

過し，i刷、目と詔相に分離した。液相の窒素濃度を鵠

し， &:"婆最の硫酸を添加した。その後，乾燥し，

硫酸アンモニウムを得た。一方の国相においては，

灰中のりン，カノレ、ンウムに注闘し，それらをリン酸

カルシウム(ヒドロキ、ンアパタイト)として回収，

さらに，活性炭も問時に分離間収することができた

(関心。この回収活性炭については，再利用実験

を実行し，ガス化率に変化がないことを確認した0

6.走車謡界水ガス化システムの

検討とその経済性

超磁界7l<ガス化パイロット試験装置による

の完全ガス化および副産物の利沼が実証されたの

で，これらの結果を基に事業化シナリオを勘案した

鶏糞の超臨界水ガス化システムを提案する 5)。この

システムの概絡を図 5に示す。このシステムでは，

活性炭触媒および水の混合物を超臨界水ガス

化し，生成ガスをガスエンジンで発電することとし，

副産物の利汚も考慮した。 j夜相副産物に硫酸を加え，

溶け込んでいるアンモニア態窒素とカリウムを硫酸

アンモニウムと硫酸カリウムに変換する。屈棺副産物

は塩酸で処理し，活性炭触媒を洗浄することにより

不純物を取り除き，ろ過・回収する。回収した活性

炭触媒はリサイクルする。さらに，ろ液は水酸化ナト

リウムを加え pH調整することにより， リン酸カル

シウムを析出dせ，ろ過・回収する。リン駿カルシ

ウムはガスエンジンの排熱で乾燥させて製品とする。

上記のシステムをモデルとして，プロセスの物

質・エネ/レギー収支を市販の表計算ソフト Microso食

Excel (マイクロソフト株式会社)とプロセスシミュ

レータ-PRO江1(インベンシス社)を用いて試算した。
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セス効率，ガス化塁手，冷ガ

ス効率(生成ガス発熱量/原料発熱

リサイクル および発熱量換算係数を乗じて

求めた。!留臨界水ガス化ブ。ロセスの

詳細については，中村らの文献 7)を

参損されたい。

物質収支の試算結果を基に，シス

テムの経済性を評価する。経済性は，

採卵鶏農家にこのシステムを

した場合の年閉経営収支の試算に

より評価した。経営収支は収入から

支出を差引いたものとして，鶏糞処

理長ーで諒した鶏糞 1単位あたりで

←一璽 璽 ←IIJ:'-;:oj( I した。収入は，売電収入，鶏糞号j

取収入 (20t/dを超える場合は他養

ら鶏糞を逆有償で引取ると~ 
図 5 鶏糞の経路界水ガス化システムのフロー関 5)

硫離アンモニア・硫酸カリ

ウム・リン酸カルシウムの販売~叉入

を想定した。支出は装援償却費，修

繕費，材料費，廃水処理費，廃棄物

処潔費，人件費の合計とし，一年間

あたりの費用として算出した。

30警。。。
鱗 20，000
諜 10，000
ム O

~ -10，000 
桝閉20，000
喜剛30，000

宮-40，000
-.5O，0000 

20 40 60 80 
規模[tω鶏糞 Id 1 

鴎 6 鶏護処理料が 50t1d規模の年間経営収支 5)

30，000 

繰 20，000

諜 10，000
' φd O 

法ぺ0，000
tt{鵬20，000

望-30，000

語幽40，000

欄 50，000
関7 規模と経営収支の関係 5)

活性炭および水を，それぞれ 15，5， 80% 

の割合で混合し，超鵠界水ガス化を行う O 鶏糞中の

有機物はガスとして気相に，鶏糞中の N，Kおよび

水は水相に，鶏糞中の Ca，Pおよび活性炭は闘相に

移行する 6)。生成するガスの発熱量は，鶏糞の発熱

100 

償却費は，装置総費用から建設費補

助 1/3を差引し、た金額に対して，投

資自収年 10年と設定し，単純投資

問収で一年間あたりの費用に割り

戻して算出した。修繕費は建設費の

3%とした。人件費は運転要員 3人

として計上した。経済性評価の設定

条件に罰する詳細は， 1刻印らの文献討

を参照、されたい。

年間経営収支の計算結果の一例と

して，鶏糞処理盈が 50t/d規模の場合

を臨 6に示す。収入としては，

による収入が相対的に小さいことよ

りエネルギ一利用のみでは経済性が

成り立たず，ガス化副産物の販売に

よる収誌が重要であることが明らか

となった。規模効果を検討した結果を圏?に示す。

この結巣より，損主主分岐点が 35.5似の規模にある

こと，さらには， 40 t/d瀧涯を超えると収支の向上

が鈍化するという鎮向があることがわかった。これ

は，規模の拡大に伴い，規模の影響を受けない田子，
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つまり，支出の材料費が支配的になったためである。 謝辞

りの館養羽数は増加額向にあ 本研究は， (独)新エネルギー・産業技術総合崩発

り s の鶏糞発生量が 40~50 t {こ達する大規模養鶏

場も存在する。したがって，このシステムは，大波

J摸養鶏場数戸程度の鶏糞最で経常収支が黒字化する

ことが確認できた。ちなみに，臼ヌドにおける鶏糞ボイ

aあたりの鶏糞処玉虫量は 300t/d~ 

440ω であり，こちらは大規模集約聖のエネルギ一

利用となっている。本研究で対象とした採卵鶏鶏糞に

対して鶏糞ボイラ一発電の鶏糞はブロイラー鶏棄と

いう違いはあるにしても，大規模集約型のケースでは，

300似以上の収集・運搬実績があることから，数十

尚稜度の収集は|一分可能であると考えられる。しか

しながら，装置コスト，材料費の更なる削減による経

済性向上が必要であることが確認された。

7 .おわりに

本研究では，高合水系バイオマスの利用に超臨界

水ガス化技術を応用する試みとして，パイロット試

験装置の製作，および，鶏糞を原料としたガス化試

を行った。その結果，完全なガス化を実現でき，

装置設計の指針を得ることができた。さらに，副産

物利用の検討より，リン酸カルシウム塩，硫安およ

び活性炭触媒の回収を実験的に証明し，残澄の発生

最低減，および，事業の経営収支を向上させる可能

性を示すことができた。鶏棄の超臨界水ガス化によ

るエネルギー利用システムの経済性評価では，エネ

ルギー利用のみならずガス化副産物の販売などに

よる経済性向上が必要であることが確認された。

(NEDO)の平成 17年度~平成 19年度「バイ

オマスエネルギ一転換要素技術開発j

「触媒懸濁スラリーによる家議排地物の高効率高

温高圧ガス化技術の研究開発jの一環として，中国

電力株式会社， (独)産業技術総合研究所，広島大学，

東洋高圧株式会社が共向で行ったものである。ここ

に記して，関係者各位に感謝の窓を表します。
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