
  
  木質バイオマスの加圧ガス化・乾式ガス精製の検討

  誌名 山口県産業技術センター研究報告 = Report of Yamaguchi Prefectural Industrial
Technology Institute

ISSN 1345210X
著者名 小川,友樹
発行元 山口県産業技術センター
巻/号 22号
掲載ページ p. 12-15
発行年月 2011年3月

    
農林水産省 農林水産技術会議事務局筑波産学連携支援センター
Tsukuba Business-Academia Cooperation Support Center, Agriculture, Forestry and Fisheries Research Council
Secretariat

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)



ノート 山口県産業技術センター 研究報告 NO.22 P 12 - 15 (2010) 

木質バイオマスの加圧ガス化・乾式ガス精製の検討

IJリ11友昨

Study of pressurized gasification and dry gas cleaning of woody biomass 

Tomoki Ogawa 

木質ノくイオマスの加圧ガスによるチャーを即、た車缶切、ス精製を目的として 加圧ガス化におけるチャーの物4出巴握を行い，ガス化部にチ

ャーを充填し，チャーの量，剖斗の含水率を変化させた場合の生成ガスの収量及出版汎こついて検討した.結果，チャ一生成における圧力の

影響はチャーの組成，炭素の結合状態に対しては小さかったが，比表面積lこ対しては大きかった.また，転にガス精製においては，チャーに

よるタールの分解が示唆され，制iヰ中の含7.K率が大き く寄与することが分かった.

1.諸言

木質ノ〈イオマスをガス化し，液体燃料を合成するプロセスは，通

常，①常圧ガス化②ガス糊~(湿式ガス精劉， Q澗昆 ・ 昇圧，@i夜

体側司令成の4工干呈からなる著者は全工程lこ投入するエネルギーを

倒威し，反応装置をノI型化するため，①堺圧)加圧ガス化笹液式

ガス精製，③液体燃料合成からなるフ。ロセスを試みている.このプ

ロセスでは昇庄工程を始めに行うことにより，生成ガスの温度を下

げる必要がなく，ガス化温度>ガス精製温度>液体燃料合劇鼠

度とすることにより，昇温工程を省略することができる.また，プ

ロセス全体制旺することにより，装置のノl型化が耕寺で、きる.

加圧ガス化に関する研究において， Cetinら川端扮解における炭

素残澄(以下チャー)の形状変化に及ぼす圧力 ・昇tffiu墓度の影響に

ついて報告しており，昇1昆速度が速い場合，細胞構造が溶け，細胞

概封t観察されないと報告している.またチャーの比表面積は昇祖

速度が速くなるに従って大きくなり，圧力が高くなるに従って小さ

くなると報告している. 奥村ら ~3)は常圧及ひ加圧下における草木

系バイオマスの索扮解及びガス化について報告しており，チャーの

ガス化速度はガス化圧力が大きくなるに従って大きくなるが，チャ

一生成時の勝海圧力が大きくなるとガスイりま度は減少し，務長解

とガス化を同時に行った場合紫』分解圧力の影響とガス化圧力の影

響が相殺すると報告している. しかしながら，加圧下での繋扮解及

びガス化を同時に行った例はほとんど、なく，加圧下での索扮解及び

ガス化で、生成されたチャーの物性及びガスイI::J車度について把握する

必要がある.

また，車.tA;ガス撤おこ関する研究におし、て，安ら却は常圧下での 2

段階ガス化装置におけるチャーのガス化率とターノレの分解特性につ

いて報告しており，ガスイt測をチャ-3'f，J;真冒に吹き込むことで冷ガ

ス効率が向上し，部分酸化領域におけるタール分解性能も向上した

と報告している. しかしながら，加圧下で、のチャーを用いたガス精

製についての報告例は調べた限りない.

本砂院では，索扮解速度が速く，加庄下で生成されたチャーの物

性について検討した.また，ガス化部に生成させたチャーを知真し，

*企業支援部環摺耕すグループ

加圧ガス化 ・乾式ヌス精製によるガスの収量及ひ域分に及ぽすチャ

ーの量，試附冶7)(率の影響につし、て検討した.

表 l 制市対刑直

元素分析/dafwt% 工業分析/drywt% 

C H N S 01
) V恥1 FC Ash 

52.1 5.7 0.1 0.005 41.9 87.1 12.7 0.3 

1) by difference 

コールトトラップ
(ice+トhCI)

乾式力スメ-'J-

図 l ガス化装置概要因

2 実験方法

2・1 試料及t焼 験装置

木質ノ〈イオマスとして剖斗に米松を用い，表lに調和コ各分析値を

示す.割引まO.5~2 mn叶姉半白・分級したものを使用した 図lに

ガス化装置の概要図を示す.ガス化装置は固定床ダウンドラフト型

を使用し，ガス投入量はマスプローコントローラーで調節し，装置

内の圧力は背圧レギュレーターにより調整した ガス化部温度は

900
0
C，装置内圧力は0.98MPa (以下lMPaとする)とした
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2・2 チャーの生成

チャ- (f;生成は， 1MPaの窒素雰囲気下で制ヰを索扮解することによ

っτ行った.また，比較のため常圧(0.1めa)下で、もチャーを生成さ

せたチャーの元素分析は，闘:良県産謝矧柁ンターのC間同時う析

装置(NCー9∞，住化分析センター)を用いて行った比表面積は，ガ

ス吸着測定装置(AU1DSORB-1，伽antachrome)で測定した.ラマン散

乱スベクトルは，ラマン宏、t光度計(NSR-2100，日本分光(株))で測

定した.

画自

(ゆ 生成圧力O.IMPa (b)生成圧力 山由

図2生成されたチャーの形状
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2.3チャーを用いたタ-)しの除去の検討

ガス化部にあらかじめチャーを適量知真し，窒素雰囲気下で言桝

を投入した 生成されたガスはコーノレドトラップ(-10
0
C)，車拭ガス

メーターを通盈させガスノ〈ック守に採集し， GC-TI印(GC17A，(槻島融4

作手j刊によって成分分析した.

2・4~鵡仲含水率の景簿

チャー中にガスイt測 として空気を投入し，チャーの減少量を測定

した充填したチャーは19で、ある.さらに，含水率が0，10， 20， 30誌

の訴料を用いてガス化を行い，ガスの成分分析を行った.

γ 

〉

布キ= =…や l
(め生成圧力0.11¥在Pa (b)生成圧力 1MPa

図3生成されたチャーのSEM像

1MPaで生成されたチャーの射て図図4
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実験結果及t鰐察

チャーの物性把握

表2にチャーの物倒直 (C鵬，比表耐E訟を示す.また図2にチャ

ーの形伏，図3にS印像を示す.表2により，元素分析値は圧力によ

る影響はほとんどなし、が，比表副賞式生成庄力O.1MPaで312.1rrf/g，

生成圧力 1MPaで 50.2nt/gとなり，明らかに異なることが分かった.

図2において，生成圧力 1MPaのチャーは塊となって生成されており，

ターノレが揮発する前に炭化されて結合したものと考えられる.図3に

おいて，生成圧力 O.1MPaのチャーは若干表面がなめらかになってお

り， Cetinらが報告したように，開司表面が急激iこ力瞭された際に溶

解したと考えられる.生成圧力 1MPaでは明らかに形伏が変化してお

り，鰍樹和室が全くない図 4に生成圧力 1MPaのチャーの射て図を

示す.表面から炭素繊献のものが生成されており，これは制斗中

の揮発物が揮発する前に炭化されたものと考えられる このように

チャ一生成圧力の影響は大きし、ことが分かった

図5にラ7:'-借括Lスベクトルを示す.スペクトルの違いは見られな

いため，表面の炭素間結合状態はほぼ同じと考えられる ラマンス

ペクトノレの角執庁結果より，通常、炭{帥勿に見られるG-band(1ωOcm-I)， 

D一回nd(l3印cm-1
)以外にも 2つのピークがあり，これJまポリエン等の

結合交替由来によるものと考えられる これらから，11∞町一1

15∞cm-Iのピーク出結合交替;1350cm-'のピークは崩音合及び1ωOcm-I

のピークは新安二劃拾由来と考えられる.
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チャーのラ7:'-散乱スベクトル図5
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チャ一生成 元素分析[mo1%J 比表面積

圧力[MPaJ C H N 。* [rrf / gJ 

0.1 90.28 8. 18 O. 12 1.42 312. 1 

91. 02 7.79 O. 24 0.94 50.2 

*0は全体からC，H， N，灰分を差しヲ|いた値
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3・2 チャーを用いたタールの除去方法の検討

図6に生成されたガスの収量及び成分に及ぼすチャーの影響を示すー

また図7にH.)COに及ぽすチャーの影響を示す却真したチャーの量

が多くなるに従って，水素の収量が増加しており，ターノレの分解が

進行したと考えられる 合成ガス(水素，一酸化炭素)の収量もチャ

ーが多くなるに従って増加し，同/COはチャーを充填していない場合

は0.57であり，チャーを 19プ識した場合には0.87となり lに近づ

くことが分かった 一方、三酸化炭素はチャーの量が多くなるに従っ

て増加した これは，ガス化書目の下部の温度が下がり，boudouard反

応(2CO→ C+∞12 7∞℃以下で反応が進行しやすくなる)が進行した

ためと考えられる.また，試料の熱分解によるチャーの生成量は実

験条件に関係なく，20 mg/minであり，チャー収率としては H犯であ

った
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ガス化部に充填したチャーの量[g]

図6 ガス収量 ・成分に及lますチャーの影響
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図7 Hz/COに及ぼすチャーの影響

以上より，ガス化部にチャーを知真することにより，タールの分

解が生じ，ガス収量が増加することが分かった またチャーの量を

増加するに従ってH!∞がlに近づき， ジメチルエ一テ/ルレ(ω[瓜除聞)，¥，州i↑的l

尻応(3叫叫+3配C∞D→ Cα印H31伴配H叫3+ CO)のHz/I∞と等しくなるため， DME合

成に適したガス生成ができることが分かった.今後は担割ーるチャ

ーの量の最適化とターノレの収量jJ'lIJ定及び成分分析を行うことにより，

物質1収支の問屋とどの成分が分解されているか等を検言守する予定で

ある.
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図8 チャーj胤量lこ及11'柑螺投入量の影響

3・3 試料の含71く率を変化させた場合の生成ガスの収量及ひ.成分に

ついて

図81こチャーの減少量lこ及ぼす鰯還の影響を示す直線投入量と

チャーの減少量は直線関係が得られ， 3.2の実験よりチャ-7耽か量20

1昭/minに値する酸素投入量(1.伽IllOl/min)を投入すれば装置内にチャ

ーが一定量保たれ，長時関連時三が可能と考えられる.ただし実際に

誤制を投入する場合には，タール等の分解に酸素が消費されると考

えられるので，実際にはより多くの酸素投入が必要になると考えら

れる

図9に生成されたガスの収量及び成分に及ぼ村式当初コ含水率の影響

を示す.また図 10にH.)COに及ぼす世素投入量の影響を示す空気の

投入量は酸素投入量が 1.伽nol/minになるようにした言対ヰの含水率

が大きし、場合，制斗投入口に制1ヰが付着し試料を一定量投入できず，

生成されたガスの収量の変動が大きかったが，ガス収量は

36Il1lnol/kg-dafから 55IT1nol/kg-dafまで増加し，合成ガスも

251l1l1101/kg-dafから 3伽冊l/kg-dafまで増加した.H!COは O.7から

0.8の間であり水素、 一酸化炭素ともに増加したことから，水性ガス

化反応(C+ Hρ → H2 + CO)によりチャーがガス化されたと考えられ

る.またメタンの収量が減少し，三酸化炭素の収量が増加したこと

から，チャー中に投入した酸素とメタンとの回芯(印1+202→ 2HzO+ 

COz)が生じたと考えられる 実腕愛のチャーの重量は若干増加して

おり，チャーのガス化率を向上させるにはより多く酸素を投入す

る必要があることがわかった.



15 

4.結言

加圧ガスによるチャーを用いた乾式ガス精製を目的として，まず，

加圧ガス化におけるチャーの物性把握を行った またガス化部にチ

ヤーを却真し，チャーの量，試料の含水率を変化させた場合の生成

ガスの収量及間成分について検討した.結果，チャーの生成におけ

る圧力の影響はチャーの組成，炭素の結合状態に対しては小さかっ

たが，比表面積lこ対しては大きかった これは，熱分解で生じるタ

ール等が揮発する前に炭化されることが原因と考えられる.また，

乾式ガス精製においては，チャーによるタールの分解が示唆され，

討3料中の含水率が大きく寄与することが分かった.今後は，乾式ガ

ス精製に用いるチャーの最適量の把握、長時間運転、ガスイt到中の

窒素の減少等を検討してし、く予定である.

木質バイオマスの加圧ガス化・乾式ガス精製の検討
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