新エネルギーの展望

石炭の高度利用
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まえがき
新エネルギーとは，今後の技術開発によって実用が期待されるたぐいのエネルギ
ー全般を指しているが，その開発は石油危機を契機として国の内外で極めて活発に
展開された。けれども，石油危機が去り石油価格が低水準で安定するようになって，

新エネルギーに対する社会の関心は薄らぎ，経済性の点からみて，一般に新エネル
ギーが実用される時期は遠のいたかに見えた。

一方，地球環境閻題に対する社会の関心は昨今，世界的に急速に高まりつつあり，

今後はエネルギーの供給と利用のすべての分野において，環境問題への配慮なしに
は済まされない時代になってきた。

石炭は18世紀以来使われてきたエネルギー資源であるから，これを「新エネルギ
ーの展望」シリーズで扱うことにっいては奇異に感じる向きもあるかも知れない。

けれども，地球環境問題とりわけ地球温暖化問題を考えると，化石燃料のなかで
も，発熱量当たりの二酸化炭素発生量が一番多い石炭にっいては，今後その使い方

や使用量に関して問題が生じる恐れが多分にあり，そういう意味において，これか

らの石炭は古くて新しい問題ということができ乱

そこでこのシリーズにr石炭の高度利用」編を加えることとし，当研究所におい
て作成中の報告書『石炭エネルギーと地球環境』を主に参考にしてエネルギー技術
情報センター（センター長

大塚益比古）において編集した。

終わりに，このシリーズの刊行は，㈱電カ中央研究所からの受託業務rエネルギ
ー技術データベースの体系化法の開発」の一環をなすものであり，同研究所に対し
て深く謝意を表する。

1993年3月
財団法人

エネルギー総合工学研究所
理事長
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はじめに

炭はエネルギー資源の主役の座を石油にゆず
ることになった（図1）。

人類が，燃える石つまり石炭を見っけ出し

石炭の全世界の埋蔵量は他の化石燃料に比

て初めて燃やしたのは数千隼も昔のこととい

ぺて圧倒的に大きい。確認されている埋蔵量

われている。けれどもそれを本格的に大量に

（R）を年聞の生産量（P）で割rた値を可

利用するようになったのはそれほど遠い昔の

採年数（R／P）と呼んでいるが，現在のと

ことではなく，1呂世紀の産業革命以降のこと

ころ，石油は約40年，天然ガスは約壱O年であ

である。

るのに対し，石炭の場合は300年を超えてい

その頃イギリスでは蒸気機関が発明され、

る。

量的には極めて豊富に存在する石炭であり

その燃料に石炭が使われた。

蒸気機関は，紡織機をはじめ，いろいろな

ながら．石油が登場してからは，製鉄用コー

機械を動かす原動機として使用された。石炭

クスの製造を除いて，その利用が伸び悩んで

はまた，鉄を製錬するのに必要な］一クスの

きたのは何故だろうか。

原料としても使われるようになり．さらには

第一の制約条件は経済性である。

住宅などの暖房にも利用されるようになった。

経済性はすべての商品に付きまとう競争条

19世紀もまた石炭の時代であったといえる

件であるが，燃料資源あるいは広くエネルギ

が、20世紀に入ると石油が登場し．やがて石

ー資源の場合には経済性はとくに厳しい条件
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である。というのは，燃料の場合，利用され

って，自動調節なども簡単に行えるのに対し，

るのはそれから発生する熱であり，あるいは

石炭の場合は固体であるがために，扱う上で

またそれを利湧して作り出される電カである

も使用する上でも不便を伴う．

が，熱にしても電気にしても，それらはそれ

この制約は輸送部門（運輸部門）でとくに

ぞれ基本的に同一のものであrて，元の資源

顕著である。わが国はいま石炭需要の9割以

の種類に影響されない。例えば先端的な高度

上を海外からの輸入に頼っているが，石炭を

の技術を翻使して得られた電気であっても古

運ぶ専用船の燃料が石油であるのをみてもそ

い発電所から出てきた電気であっても，電気

のことがわかる。

は電気であって少しも変わらない。だから，

また，かって石油危機の折り．わが国では

価格が高い場合には，その燃料やエネルギー

エネルギー需要の各部門で石油依存度を滅ら

資源は一般に市場に食い込むことが極めて難

すための努力が払われたが，その結果，1973

しい。

年からの11年間に産業都門の石油依存度は55

例えば，わが国では，エネルギー統計が整

％から36％に低下し．民生部門では5I％から

備され始めた昭和2呂年度（1953）には，年間

33％まで低下したにもかかわらず，輸送部門

に僕給された石炭の富9．4％（カロリー・べ一

だけは94％にとどまったままであった．

ス）が国内炭であった。しかしその比率は年

制約の第三は環境問題である。

々低下して今（1991）では逆に93．呂％が輸入炭

かつて□ンドンの町は石炭の濃い煙に包ま

である。それは．わが国の石炭資源が格渇し

れ，すぺての建物が煤で黒ずんでいた。そし

たからではなくて，採掘費がかさむために経

て大気のよどむ日が何日も続いた折りには急

済競争に敗れた結果である。

性気管支炎などによって死亡者まで出た時代

あるいはまた、戦後のわが国の火カ発電の

があった。

推移を振り返れば，当初はもrぱら国内産の

わが国でも高度経済成長期の昭和35年

石炭が利用されていたが，中東から大量の石

（1961）頃に起こrた四日市ぜんそくは，石炭

油が安価に入手できる時代になると，石炭依

による公害問題として世の注目を集めた。

存から石油依存へ急速な切替えが行われた。

その後．石油危機の折りには，石油代替エ

石炭の燃焼によrて大気中に排出される汚

ネルギーということで石炭は大いに見直され

染物質の主なものは，ばいじんと硫黄酸化物

ることになrたが，それは石油価格の異常な

（おもに亜硫酸ガス）と窒素酸化物（おもに
二酸化窒素）である。

高騰によrて，石炭の経済性がある程度回復
した結果に他ならない。

しかし今日では，排煙をまず集塵器に通す

第二の制約は，使い勝手の悪さである。石

ことによって，煤や灰は高い比率で取り除か
れる。

油の場合にはそれが液体であるために、採取

硫黄酸化物と窒素酸化物の場合は、それら

・輸送・貯蔵などすべての面で扱いやすく，

が大気中に排出されるとやがて硫酸や硝酸に

例えば燃料を装置に補給する場合も簡便であ

なって霧や雨に混じることになる（この雨は
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ればはるかに良好な状態にあ乱しかし隣国

酸性雨と呼ばれる）。

わが国では排煙中から硫黄酸化物を取り除

の中国から排出される大気汚染物質の量は、

き（脱硫），あるいは窒素酸化物を取り除く

同国の経済成長とともに年々増大しているた

（脱硝）技術がすでに開発されており，とく

め，その東側に位置するわが国への今後の影

に火カ発電所では例外なく採用されている。

響が大いに懸念される。

海外をみると，北欧では，以前からイギリ

わが国が開発してきた脱硫装置や脱硝装置

スやフランスやドイツなどから飛来する硫黄

は，性能の点では極めて優れているものの．

酸化物や窒素酸化物による酸性雨によって森

かなり高価であることが最大の難点になって

林が被害を受け，また湖水が酸性化されて水

いる。経済カに乏しい国々にとrてはこの種

生動物に被害が出ていたが，やがてドイツの

の装置を採用することは容易ではない。

中国の主なエネルギー源は石炭である（表

森（黒い森）の被害が顕著になるに及んでよ

うやく対策がとられるようになrてきた。

1）が，同国の火力発電所には今のところ、

北米大陸でも主にアメリカが原因の酸性雨

脱硝装置はもちろん，脱硫装置もほとんど付

によってカナダの森林や湖が被害を受けてい

けられていない。そこでわが国の資金援助と

る日レーガンの時代はこれにまともに対応し

技術援助のもとに，性能的にはやや劣rても

ようとしなかったが，ブッシュの時代になっ

もっと安価な脱硫装置を開発すぺく，その活

て大気浄化法が改正強化されたので，今後，

動にようやく着手したところである。

石炭の使用に対する制約条件のうちで、最

事態はある程度改善されるものと思われる。

すでに述べたように，わが国では脱硫技術

後でしかも今や最大の条件は．地球温暖化問

や脱硝技術がすでに実用化され普及している

題にからんだ二酸化炭桑（炭酸ガス）の排出

ために．酸性雨問題は、欧米諸国などに比べ

抑制問題である。

表1

主要国の一次エネルギー消費（1蓼90年）

（単位1石油換算百万トン）
了メ■」充

カナダ

1日酉芋イ刊

フランス

イ芋リス

石

炭

485

24

72

I9

59

石

油

734

77

99

77

天然ガス

441

5呂
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力
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原子カ

50

水

合

計

L735
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6，970
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7
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日

本

36筍
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379
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52

571

14

48

1呂

1o

1

17

嗜

200

3，492

呂o

8
18

■
1．351

4，684

消費量（㎏）

注）：総合エネルギー統計（平成4年度版）をもとに作成。
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中国

64日

569

358

2，904

すでによく知られるとおり，二酸化炭素は，

るということができる。

地球温暖化をもたらす温室効果ガスのなかで

本資料を作成した主な動機もそこにあって，

も最も影響の大きなガスと考えられている。

したがってここでは石炭利用の個々の技術を

石炭にしても石油にしても天然ガスにして

詳しく紹介するのが目的ではない。地球混暖

も，化石燃料はすぺて主に炭素と水素の化合

化の時代を迎えて，今後，1石炭利用技術の開

物であるけれども，その構成にかなりの差が

発がどういう方向に向かうものかを展望して

あるために，発熱量当たりで比較すると．二

みようとするものである。

酸化炭素の発生量ほ，石炭と石油と天然ガス

ではざrと4＝3＝2程度の違いがある。
I

P

C

C（気候変動に関する政府閲作業委

員会）によれば．大気中の二酸化炭素濃度を

今の水準以上に上げないためには，現在の世
界の二酸化炭素の年閻排出量の約6割を削減
しなければならないという。

そのためにとるべき措置の第一は，省エネ
ルギーつまりエネルギー利用効率の向上であ

る。それによrて化石燃料の消費が抑制され

れば，それは二酸化炭素の発生量の抑制に直
接つながる。

あるいはまた，石炭の使用を控えて天然ガ
スに切り替えるようにすれば二酸化炭素の発
生量を低減できる。けれども，そのようなこ
とが世界的な規模で実行できるかどうかとな

ると，それは疑問であって，その理由は，石

炭は地球上に広く大量に分布しているのに対
して天然ガスの分布は偏っており，世界には

今後も主に石炭に頼らざるを得ない国が少な
くないカ、らである。

以上の説明からもわかるように、今後の石
炭利用技術は．これら諸点の制約条件を克服
できるものでなければならない。

とくに，最後に挙げた二酸化炭素の排出抑
制の間題は，これまで進められてきた石炭利
用技術の進歩の方向に再検討を迫るものであ
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1．石炭利用の歴史

アセチレンは，アセトンなど種々の有機溶剤
の原料となったほかに，合成繊維や合成ゴム

12世紀から13世紀にかけて．イギリスやド

の原料としても用いられた。

イツの炭田地帯では石炭の採掘が姶まり．鍛

一方，石炭から］一クスを作る際に得られ

冶屋や，レンガ・ガラス・陶器などの作業場

る可燃性ガス（コークス炉ガス）は，メタン

では燃料として石炭が使われるようになrた。

と水素を主成分とするガスであって，照明用

また，イギリスの製鉄業では当初木炭が使

に利用され，有名な当時のロンドンのガス灯

われていたが，1富世紀になると木材資源が不

にも使われた。

19世紀の末になると，赤熱したコークスあ

足するようになって，石炭からコークスを製

るいは石炭に水をかけると，水素と一酸化炭

造して利用する方法が見いだされた。

同じく18世紀には．よく知られるように蒸

素の混合ガス（水性ガスと呼ぶ）が得られる

気機関が発明されて産業革命が始まったが，

ことがわかり，大規模な都市ガス事業が始め

蒸気機関の燃料には石炭が使われた。

られるようになった。

19世紀になると．］一クスの製造方法が改

そのような石炭のガス化とは別に，石炭か

良され，石炭の蒸し焼きの際に出てくる可燃

ら人工の液体燃料を作ろうとする研究が第二

性ガスやタール分（つまりコールタール）が

次世界大戦の折り．ドイツとわが国で進めら

回収できるようになrた。

れた。その結果，戦争終了闇際には石炭液化

回収されたタールは当初は使い道がなくて

油が製造されて軍用機や戦章などの燃料とし

捨てられていたが，やがて蒸留によって分離

て用いられたことがある。この技術は戦後ア

された揮発性の軽質油がゴムの溶剤として利

メリカに持ち出されて．戦後の石炭液化研究

用されるようになり，次いで重質油（クレオ

の基礎となった。

戦後しばらくして，安い石油が大量に得ら

ソート油）も木材の防腐剤として利用される

れる時代がくるとともに，石炭需要は，製鉄

ようになった。

19世紀の後半になると，タール分が染料の

用のコークス製造を除いては伸び悩むように

原料になることが発見され，化学合成によr

なった、

しかし1970年代には2度にわたる石油危機

て種々の染料が作り出されるようになり，近
代有機合成化学工業が誕生した．

20世紀になるとタールを利用した化学工業

があって，石油価格は高騰し，その結果．わ

が国でも石炭が見直されるようになrて，電

はますます発展したが，また，コークスと生

力や製紙業など燃料需要量の多い分野では再

石灰（石灰石を焼いたもの〕とを電気炉で

び石炭が使われるようになった．

ただし，都市ガスの分野では，石炭ガスに

2000℃以上に加熱して得られるカルシウムカ
ーバイト（C

a

C田）の出現によrて有機合成

化学工業は飛躍的な発展を遂げた。すなわち

替わ一コて液化天然ガス（L

流になってきた。

カルシウムカーバイトに水をかけて得られる

一5一

N

G）の使用が主

2．石炭利用伎術

は石炭を積んだりおろしたりするための大が

かりな設備が不要になるばかりでなく．貯蔵
蒸気機関車にしても石炭ストーブにしても，

や運搬時に炭塵が飛散する心配がないし、ま

石炭を燃料として利用するようになった始め

た自然発火の危険も防止できるなどの利点が

頃は，石炭を拳大ほどの塊に砕いてそのまま

ある。

この石炭スラリーの研究は石油危機の折り

燃やしていた。

しかし，固体の燃料は一般に取扱いが不便

に多くの国々で行われた。わが国では現在，

であり．その不便を克服するために石炭の流

横須賀火カ発電所（東京電カ）でC

動化が試みられるようにな一コた。

際に使われており，これが世界最初のC

O

Mが実
OM

実用発電所である。これに使われているC

11〕微粉炭燃焼

O

Mは福島県小名浜で製造され（年間約65万ト

今日わが国の石炭火力発電所では，出カが
50万kπ以上のものではすべて，石炭を粉砕し

ン），久望浜（横須賀）までの325㎞を海上
輸送されている。

て微粉炭にしてからボイラーに吹き込む方式
が採られている。

㈹

C

C

S技術（カートリッジ方式〕

石炭の供給基地をっくり．そこで石炭を乾
燥・粉砕した後、需要家の必要に合わせて混

｛2，スラリー化

極めて細かい粉にした石炭を（少量の適当

炭調合し，半径工oo㎞程度の配送圏内の需要

な添加剤とともに）適当な液体と混合させた

家まで，粉体輸送車（バルクローリーなど）

ものをスラリー（泥の意）と呼んでいる。石

によって送り届け、需要家の所有するタンク

炭の粉の大きさは大変に小さくて，平均の大

に移す。その間，粉状の石炭は不活性ガスと

きさはo．1ミリよりまだ小さい。

ともに完全に密閉された状態に保たれる。

重油に混ぜたものは童油スラリーあるいは
C

こうすることによって，個々の需要家は石

OM（石炭石油混合物の意）と呼ばれてい

炭の粉砕設備をもつ必要がないばかりでなく、

るが．その場合の石炭濃度は約49％（重量比）

場合によっては，燃焼後の灰を回収して集中

である。

処理を行うことも可能になる。

水に混ぜたものは水スラリーあるいはCW

産炭地の多いドイツではすでにこのC

C

S

M（石炭水混合物の意）と呼ばれているが．

事業が広く展開されており，i基地当たりの

その石炭濃度はさらに高く，嗜5ないし75％

生産規模も年間I50万ないし200万トンとい

（重量比）である。

う規模になっている。

また，メタノーJレに渥ぜたもの（CMM）

わが国では山口県徳山市に供給墓地（設備

についてもすでに開発されている。

容量5トン／時）を設け，岩国市に燃焼設備

これらのスラリーは概して重油を扱うよう

（15トン／時のC

な要領で扱うことができる。そのため，港で

C

Sボイラー）を置いて，

その閻をバルクローリー車（loトン／時）で
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輸送するシステムを使って、昭和59年度から

した流れになる。しかしそうなると，まだ燃

62年度まで実証試験が行われた。

焼しない粒子までがガスの速い流れに乗って

この試験によって，技術的には信頼できる

燃焼室から出ていくので．それを回奴して燃

システムであることが確認されたと報告され

焼室に戻す必要が生じる。この高遠流動化を

ている。

利用した方式を循環流動層燃焼（C

F

B

C−

Cir㎝1旦ti㎎F1uidizedBedCombu昌tor）と呼

ω

流動層（流動床）燃焼

んでいる。

床の下からガスを上方に吹き出すことによ

この方式を用いれば，反応効率が上がり，

って，その上に積まれた粒子をまるで流体の

また粉になrた石灰石の循環利用ができるな

ように流動させることができる。この現象を

どの利点がある。

利用して，空気を吹き込んで粒子状の石炭を

それとは別に，加圧（約20気圧以下）され

流動させながら燃焼させる方式を流動層（流

た状態でバブリング型流動を利用する方式

動床）燃焼と呼んでいる。

（PFBC＝Pressuriz巴dF！l』idizedI≡ed

近年この方式が注目されるようになrた大

Co皿bustor）もある。この方式では，石炭と石

きな理由は，石灰石をあらかじめ石炭に混ぜ

灰石からなる流動層の厚みが数メートルにも

ておくことによって．石炭中に含まれる硫黄

なり，燃焼時に発生するS

が捕捉され，したがって別に排煙脱硫装置を

除去することができるようになる。

設置する必要がなくなるからであ乱

O咀を高い効率で

上記3種類の流動層燃焼の特徴と課題を表

この場合の脱硫反応は

2にまとめておいた。

CaCO田→C畠O＋CO里（石灰石の仮焼）

P

F

B

C方式が近年とくに注目されるよう

になrたのは，高温高圧の排ガスが得られる
CaO

＋SO里

十1／2

0，

→

ため，それによってガスタービンを駆動し，

CaS〇一

（脱硫反応）

それに直結した発電機によって発竃し，また

と表される．

コンプレッサ（圧縮機）によって石炭燃焼用

この方式には，多種類の石炭が利用できる

空気を加圧できる、

などの利点がある反面，使用する石炭に粉炭

さらに．ガスタービンから出た排ガスのも

が多く含まれている場合には，それが燃えな

つ熱を利用して蒸気タービンによる発電を行

いうちに流動層から飛び出ていくといった欠

うようにする。これがいわゆる複合サイクル

点があり，また石灰石の利用効率も高くない

発電であるが，これによって発電効率（熱効

といった弱点もあrた。

率）の向上を図ることができる。

この流動層燃焼では，下から吹き込まれた

送電端での発電効率を比較すると，工oo万

ガスが流動層中を気泡になって上昇するので

kW級の微粉炭焚き火カでは約38％であるのに

あるが（バブリング型），ガスの速度をもっ

対して．P

と遠くするとその様子が変わり，ガスは違続

待されている。
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F

B

C複合発電では39〜44％が期

表2
項

フリンク下

r般的な特微

目

燧

A

．多嵩な鰯物使用の可能

性を有する
尭 ・石炭の微暢砕が不要

党

・炉内脱硫によU排煙脱硫
釜置を逆璽としない
・脱硫剤による眉を形成

P

F目C

・未撚分飛び出し対策とLてC
または灰サィクルが坦襲

B

装
置

B

C

C

・鰯冨趣蜆のためサーマ」

・榔立石灰石の気孔閉モ（による低
利用率

ドロマイト1＝よる高勧率脱 ・飛ぴ出し粒子の再循環に
より高い石灰石利用華を
硫を達戒

・石灰石の湖化と飛ぴ出Lにより手1」

SO。生成の師制が坦哩

鮒
・炉内の島チ十一ホールト
アツプおよぴ石灰石の高

・加圧剰牛下でNOxの生成

・脱硫と脱硝の競舎

が勉

手■j用嘩のよrてNOxの
発生が低下

燃尭1劫｛有効
・高い伝鮒系敷のため伝触
面が少なくてすむ

燥
作

F目〔

無ぴ出し拉子の再循噴に
より高拠姫劾粟を実現
・炉庚負荷大

・炉床負荷大
・粒子混舎不是によりホット
スポワトを形成する

C

N0x発生が抑謝されろ
・砥NO x化のため1＝殴
肖

F

用華の低下
・還元雰囲気下での石こうの撫分解

硫

党

各種流動層燃焼方式の特徴と問題点

C

B

1加圧系のため粒子蛤排出系 ・装劃槌が勒ヰ

Cやリサイウル系のためのシ

スチムが複雑化する
・給炭ノズル本敷が多大となる
・負荷変動制御が複雑

が複雑である
・圧力容器への描鏑のために
装置が大型化する

一給炭口魏を少なく出乗る
1負荷変助申スケールァ，
プの哩論と経暇が不足

・高温ガスクり一ニング波諦

・芸置のまもう対勘地唖

の完成が立頓である

劃

：A

F

B

C＝常圧バプリンケ形1癒丑層撚蜆炉．P

F日C呈加圧バプリンク彬療動層挫境炉．C

F臼⊂＝循尉1鋤屑鮒尭炉

｛セラ嵩猟ルクー〕伽圧棚榊ラ〕
茜鼠タービン

DD

空昂
占

石灰
鹿石

圭詫気

再軸垂昂

晃砧搬

灰処理へ
I堂気器

舟舳赤

桓水器

脱硝義固

師ガスクーラ■

図2

F

拍水

F8C複合発電システム系統図（電源開発若松プロジェクト）

⑤

この方式の7万蜥の実証プラントは，国の

石炭ガス化

石炭は．炭素療子と水素原子を主成分にし

援助のもとに竃源開発㈱によrて近く試験運

た巨大分子からできている．

転が開姶される（図2）。
I

」

空気や酸素から遮断された状態で石炭を高

C＋CO。＝2CO

温にさらすと．その巨大分子内の多くの結合

吸熱反応（17ikj／mo1）

個所のうち，結合力の弱いところから次第に

であ1て，熱エネルギーが一酸化炭素と水素

切れていく。この現象を熱分解というが，石

のもつ化学エネルギーとして貯えられること

炭をゆrくりと加熱していく場合には，その

が理解されよう。

温度によrて異なった生成物が得られること

なお，石炭のガス化については次章でやや

になる（図3）。

詳しく述べることにする。

しかし1ooo℃近くの高温度にまで上げると．
熱分解は終了して，一酸化炭素と水素となり，

㈲

あとには炭素を成分とする固体が残される。

石炭液化

石炭から液体燃料を得る方法が石炭の液化

石炭から流体燃料を得る有カな方法の一つ

である。

は石炭のガス化である。それは，石炭の一部

石炭も石油も太古の生物の遺骸が地中に埋

を空気あるいは酸素によって燃焼させ，その

没して長年月のうちに変化したものと考えら

高温を利用して石炭の熱分解を行い，そこに

れているが，いずれも炭素原子と水素原子を

水蒸気（蒸気）を反応させて，可燃性のガス

主成分とする，いわゆる炭化水素である。け

を発生させる方法である。

れども。その2種の原子の割合はかなり違っ

その過程のなかで一番肝心な反応は

ていて一石炭の場合には炭索原子の数に比べ

て水素原子の数がやや少ないのに対して，石

C＋H，O＝CO＋H里
吸熱反応（I3Ikj／皿o1）

油の場合には水素原子の方が倍近くも存在す

曲
憎
｝

圏
暇
剖

蝶

蝶

K

へ

1000
加

図3

熱

温

度

［■C］

石炭をゆっくり加熱したときの各生成物の発生頻度と温度の関係
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や，窒素酸化物を捕捉するための脱硝装置が

る。

このことを知れば．石炭を石油に近づける

開発され利用されるようになrた。

には，水素を付け加えればよいこと（水素添
加）がわかる。

イ

ばいじん処理装置

この場合，最大の問題は．それに必要な水

ばいじんを処理する装置には乾式と湿式

素をどこから手にいれるかという問題と，そ

の2種類がある。乾式には電気集じん器と

の水素をできるだけ無駄にせずに効率よく石

バグハウスがあり，湿式には電気集じん器

炭と結合させるにはどうするかという問題で

がある。

ある。

電気集じんの原理は，放電によって排ガ

自然界では水素は水素として存在すること

ス中の石炭灰を帯電させ，静電引カを利用

は稀であ一コて、ふっう化合物の形で存在する。

してそれを集め乱集まrた灰を振動によ

なかでも代表的な存在が水（H莚O）と化石燃

って取り除くのが乾式であり，水を使って

料である。したがrて従来は，例えば石炭か

洗い落とすのが湿式である。

ら水素を手にいれて．その水素で残りの石炭
を液化すればよいと考えられていた直

バグハウスというのは，布を用いて排ガ
スを濾過するものであrて，集まった灰を

けれども，石炭から水素を製造すれば，そ

取り除くには，空気を逆流させる方式と振

の過程で多量の二酸化炭素が発生するので，

るい藩とす方式がある。

地球温暖化時代には．このやり方は不適当で
あり，別の可能性を探る必要がある。

□

排煙脱硫装置
排煙脱硫装置にも湿式と乾式が存在する。

石炭液化についても．後の章で少し述べる

湿式排煙脱硫装置としては，今日もっと

ことにする。

も普及している石灰石石膏法がある。その

方法では、石炭燃焼の排ガスをまず脱硝装
17〕環境対策技術

置（後述）に通し，つぎに集じん装置に通

石炭を燃やすとばいじんが出る。それは主
に灰と媒（すす）である。

し，さらに水洗によって塩酸分やフッ化水
素などを取り除いたあと，石灰石のスラリ

わが国では1952年にrばい煙の規制等に関

ーのはいった吸収塔に通すことによって亜

する法律」が制定され，集じん装置が開発さ

硫酸ガス（S0里）を吸収させる。その結果，

れて設置されるようになrた。

亜硫酸カルシウム（C

その後「公害対策基本法」が希1」定されたこ

a

S

O壇）ができるが，

それを酸化塔で空気で酸化することによっ

とによって，大気汚染，水質汚染、土壌汚染

て硫酸カルシウム（C

などに関して環境基準が設けられ，その基準

われる）に変えることによって硫黄分を回

を守るために排出規制値が定められるように

収する。

a

S〇一，石膏とい

なrた。その結果，石炭の燃焼に伴rて排出

石炭燃焼の排ガスに対して用いられる乾

される硫黄酸化物を捕捉するための脱硫装置

式排煙脱硫装置として現在実用されている

一ユo一

ものには，電源開発㈱が住友重機械工業お

帽〕今後の開発課題

よび石川島播磨重工業と共同開発した活性
コークスを利用する方式と，北海道電力が

前節までに述べたいろいろな石炭の利用技
術を振り返ると，それらは主に

バブコック日立とともに開発した石炭灰と

イ．石炭が固体であるために扱いにくいと

石灰石などから作られたペレットを利用す

いう欠点を改善する

口．大気汚染物質の排出を抑えて環境との

る方式がある．

前者では，石炭を原料として作られた活
性炭にS

調和を目指す

O丑を吸着させ．その後昇温して

出てきたS

O苗を石炭で還元して単体の硫

ことを目的とするものであり，それによrて
石炭の利用を拡大しようとするものであった。

例えば，石炭ガス化の場合には，それによ

黄として回収する。

後者では，石炭灰と石灰石と石膏（実際

って流体燃料である可燃性ガスが得られるば

には使用済みの脱硫剤で代用）で作った粒

かりでなく，ガス化の過程で石炭中に含まれ

径がIセンチ程度のペレットにS

る硫黄分を除去することが可能になる．この

O咀を吸

収させることによって．前項で述べたのと

ように、環境に悪影響を与えないよう工夫さ

同じ反応を起こさせる。

れた石炭利用技術は一括してクリーン・コー

ハ

排煙脱硝装置

ル・テクノロジーと呼ばれることがある。

石炭燃焼の排ガス中には窒素酸化物
（N

しかしながら，地球温暖化問題の登場によ

O，）が含まれるが，それが発生する

って二酸化炭素の排出が深刻な聞題になって

原因は二つある。一つは，石炭の分子中に

くると，このクリーンの意味を拡大しなけれ

窒素原子が含まれているためであって，そ

ばならなくなってきた。

れは硫黄酸化物が発生するのと同様の現象

従来の硫黄酸化物や窒素酸化物の場合と違

である亡いま一っは，燃焼時の高温によっ

rて．石炭の主成分である炭素が燃焼によr

て，空気を構成している窒素分子と酸素分

て二酸化炭素に変わるわけであるから，その

子が結合するためであrて，これは石油や

発生量は実に膨大である。そのため，現状で

天然ガスの燃焼時にも発生する。

は，石炭燃焼の排ガスから二酸化炭素を回収

この後者の原因による窒素酸化物の場合

して処理する実用的手段は見当たらないし，

には，一般に燃焼温度を低く抑えることに

ごく近い将来に見っかる見通しにはない。

よって発生量を下げることができる。

そのため二酸化炭素の排出量を抑えるため

今日実用されている排煙脱硝装置として

には，二酸化炭素の発生量そのものを抑えな

は，石炭燃焼の排ガスにアンモニアを加え

ければならない。

て自金などの触媒のもとで反応させること

エネルギーの展望一地球温暖化対応編を参照

によって、N

されたい。）その結果，これまでの石炭利用

O

を窒素と酸素と水蒸気に

（この問題については，新

技術，および目下開発中の技術はすべて，こ

変える（戻す）反応が利用されている。

の新しい視点から再検討しなげればならなく
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はずのエネルギー量（発熱量）の一部はその

なrた。

方に使われることになって．利用可能なエネ

石炭火力発電では従来から熱効率（発電効

率）の向上が図られてきたが，その目的は主

ルギー量は減少することになる。その繕果，

に経済性の向上にあった。けれども今後は．

利用可能なエネルギー量当たりの二酸化炭素

正味発電量当たりの二酸化炭素発生量の抑制

発生量は士曽加することになる。

参考として述べれば，石炭をガス化する場

のための手段ということになる（図4）。
一般論として，石炭に何らかの手を加える

合にその目的が燃料ガスの製造にあるときに

ということは，それだけエネルギーを消費す

はガス効率という概念がある。それはもとの

ることであるから，もとの石炭から得られた

石炭がもrていた発熱量に対する，生成ガス

K
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1500℃級セラミックガスタービン使用石炭ガス化複合発電
1300℃級空冷ガスタービン使用石炭ガス化複合発電
P F B C複合発薄（超々瞳界圧 1．2ステップ）

ABB社のPFBC複合発電
亘PR I評価のPFBC複合発電
EPR I評僻のPFBC発電

わが国における在来型微粉炭燃焼火カの実績健

各種石炭火カ発蟹システムの発電端効率の評価例（高位発熱隻ぺ一ス〕
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のもっ発熱量の書1」合をいう。したがって，ガ

としてとくに期待されるものとしては，石炭

ス効率が低ければ低いほど，利用可能な発熱

ガス化複合サイクル発電（I

量当たりの二酸化炭素排出量は増大すること

はI

になる．

られている。

ガス化炉を出たばかりの生成ガスは高温で

G

C

C

G

C

Cあるい

C）と，燃料電池による発電が考え

石炭ガス化複合サイクル発電の場合には，

あるが，それを直ちに燃焼させてガス・ター

ガス化と発電を直結することによrて，石

ビンに導く場合には，生成ガスが持っていた

炭の利用効率を高めることが期待される

熱エネルギー（顕熟）は有効に利用される。

（図5）。また，燃料電池の場合には，ガス

しかし，生成ガスを一旦貯蔵してから利用す

化と燃料電池を直結すれぱ効率の点ではもう

るような場合には，冷却する際の廃熱を回収

とも好ましいが（図6），一般的には両者は

利用しない限り，それは無駄に失われてしま

離れて設置されるだろうから，その場合には

うことになる。そこで，高温状態の顕熱まで

燃料電池からの排熱を有効利用すること（コ

含めた場合のガス効率を熱ガス効率，そうで

ジェネレーションー熱電併給）によrて，エ

ない場合を冷ガス効率とよんで区別する。

ネルギー利用効率を総合的に高めることが大

最近のガス化炉では，熱ガス効率は95％か

切である。

それ以上，冷ガス効率は70％台のものが多く

みられる。例えば，冷ガス効率が75％の場合
には，常温の生成ガスの発熱量当たりの二酸
化炭素発生量は，もとの石炭の発熱量当たり
の二酸化炭素発生量の約1．3倍（1／O．75）
になることになる。

ガス化炉の性能を表す指標には，上述のガ
ス効率の他に炭素転換効率がある。それは，

もとの石炭中にあrた炭索原子の何％がガス

化されたか，っまり生成ガス中に移行したか
を表している。今日のガス化炉では，この炭
素転換効率はすでに95％かそれ以上を達成し
ているものが少なくない。

以上の説明からわかるように，これからは．

石炭ガス化が望ましいかどうかを論ずるに当
たっては．石炭ガス化によって得られる生成
ガスをどう利用するかを明らかにしなければ
ならない。

その点で，石炭ガス化を利用する発電方式

一13一

ナ、紬帰

訳

糾
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燃焼温度と発電効率の関係図
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石炭ガス化と燃料電池（溶融炭酸塩型）の組み合わせ概念図
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3．石炭ガス化

さらに，蒸気を吹き込む際に石油を加えれ
ぱ，石油の熱分解によるガスが加わrて、よ

11〕歴

り高カロリーのガス（増熱水性ガス，約5000

史

石炭ガス化の歴史は古い。今から約200年

ko目1／N㎡）が得られるようになり，これが石

前の1792年にイギリスのW．マードックが石

炭利用による都市ガスの主流を占めるように

炭から可燃性のガスを取り出したのが最初と

なrた。

工930年代から1940年代にかけて，つまり第

いわれている。

その20年後のlB12年にはロンドンに石炭ガ

2次世界大戦前と戦時中，石炭ガス化はドイ

ス会社が設立された。アメリカでも18I6年に

ツで大いに発展した。ドイツが熱心だったの

はバルチモアで初めて石炭ガスが製造された。

は，同国は石炭には恵まれていたが石油には
恵まれなかったからであり

アメリカ■の石炭ガス化脱泄紀に入って大

，また当時はリン

いに発展し193n年代には全国で1万台を超

デの空気液化法の進歩によrて。空気中から

えるガス化装置が使われ．年閤約1200万トン

酸素を大量に得ることができるようにな守た

という石炭がガス化されて，主に産業用に利

からでもある。

第2次大戦後はアメリカでも大規模な技術

用された。

わが国では．石炭ガス事業の始まりは1欄

開発が行われ，1台で1日当たり何十トンと

年発足の東京ガス㈱（前身は東京府瓦斯局）

か何百トンという石炭を処理できる大型装置

であり，外国人技師の指導のもとに海外から

が作られるようになった。しかし1960年代に

設備を輸入して行われた。

入る頃から石炭ガス化に対する関心は急速に

19世紀の終わりから20世紀の始めにかけて

冷えてしまrた。その原因ぱ，安くて豊富な

用いられた石炭ガス化装置はガス発生炉（ガ

天然ガスと石油の利用にある。

ス・プロデューサー）と呼ばれ，それから得

しかし世界的にみれば．石油や天然ガスに

られるガスは発生炉ガスと呼ばれたが，その

恵まれない地域や国では．小規模ながらも石

方法は，大気圧のもとで石炭の塊に空気と蒸

炭ガス化は続けられていた。例えばヨーロッ

気（水蒸気）を同時に作用させるものであr

パの国やインドや南アフリカ共和国である。

て，それによって低カロリーのガスが得られ

なかでも南」アば安い石炭に恵まれていたの

た（約1200丘o且1パ㎡）。カロリーが低かった

で，1955年以来，石炭をガス化してガソリン

のは空気中の窒素が燃料ガス中に多量に含ま

などを合成（聞接液化〕していたが，政治的

れたからである。

理由によってアラプ諸国からの石油が入らな

その後，まず空気を使って石炭を燃やし姶

くなったためにその設備を増強し．その生産

め，かなり温度が上がったところで蒸気を吹

量は合成ガソリンと合成ディーゼル油を合わ

きっける方法が考案された。これは水性ガス

せて日産7万バレルを上回るといわれた。

と呼ぱれたが，それによってカロリーはほぼ

1973年と1979年に始まrた石油危機によっ

倍増した（約3000koa1／即㎡）．

て，石炭ガス化に対する関心は世界的に復活

一15一

した皿より高性能のガス化法の闘発が行われ，

d．溶融槽（溶融相〕と呼ぱれる方式

またより大規模なガス化装置の開発が進めら

ここで層とか床とかいう言葉が出てくるの

れた。また，インドや商アやザンビァでは．

は原語がベッド（bed）だからである。われわ

石炭ガスからのアンモニアやメタノールの製

れはペッドと聞けばまず寝台を思い浮かべる

造も行われた，

ように，それは物を支える台であると考えて

けれどもI980年代半ばになrて石油危機が

床と訳す気になrてしまう。しかし英語には

終息し，石油価格が低下し，天然ガス価格も

別の意味があoて，粒や塊が詰まrている状

低下するようになると、石炭ガス化のための

態のときにその全体をさしてベッドと呼ぶこ

開発言†画は軒並み見直しや中止に追い込まれ

とがあり．ここではその意味で使われている。

てしまった。

そのため，例えば炭眉（コールベッド）とい

石油危機の折り，アメリカではときのカー

うように，層と訳す人もいるわけであるが，

ター政権がエネルギーの独立を宣言し，石炭

層というと，どうしても横に広がったという

による野心的な流体燃料開発計画を打ち出し，

印象が付きまとう点が気にかかる。かって新

わが国と西ドイツ（当時）に参加を呼び掛け

エネルギーの展望「石炭ガス化」編では，原

た。しかし情勢が変化すると驚くほどの早さ

語にとらわれずに流動式とか噴流式と呼ぶこ

で計圃は放棄され．アメリカの国家計画の脆

とを提案してみたが，残念ながら反響はまる

さを強く印象付ける結果となrた。

でなかった．

今日では．石炭ガス化に関する研究闘発は、

石油危機当時の華1やかさはないけれども、い
くっかの国で地道な努力が続けられている。

イ

園定層あるいは移動層ガス化炉
炉（反応容器）の項部から石炭の塊を投

その主な動機は，前章の終わりでも述ぺたよ

入する。それが炉内に積み重なったままだ

うに，今後は，環境を害することなく，かつ

という意味で固定層と呼ばれる。

より高い効率で石炭を利用する技術が求めら

石炭を支える床には隙閤があり，そこを

れているという認識である。

通して下から酸素（または空気）と蒸気が
吹き込まれる。そのため，石炭層の最下部

｛2｝

，苛スイヒ彗姜置

で燃焼が起こり，熱くなったガスが石炭層

今日までに考案されたガス化炉にはいろい

中を上昇する。

ろなものがあるが，違続的に石炭をガス化す

底の方の石炭は燃焼とガス化反応の結果

る装置は基本的に四つの型式に分類すること

消失してゆくので，上にある石炭は次第に

ができる（図丁）。

下に向かrて移動する。それゆえに移動層

日．固定層（固定床）または移動層（移動

床）と呼ばれる方式

とも呼ばれる。

炉頂から投入された石炭は，上昇してき

b．流動層（流動床）と呼ばれる方式

たガスと接触して暖められて乾燥し，下方

o．噴流層（噴流床）と呼ばれる方式

に移動するにつれてさらに温度は上昇し，
一工6一

石j妻
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いろいろなタイプの石炭のガス化反応装置例
一17一

揮発性成分を放出する。揮発封を失った石

する石炭の種類に応じて呂OOないいOOO℃

炭はチャーと呼ばれるが，下から来る蒸気

程度に保たれる。温度を上げ過ぎないため

と炭酸ガスとに反応してガス化し，ふっう

には蒸気をより多く供給すればよい．

宮oo℃程度に達する。残rたチャーはさら

ガスの流れに乗って，反応の終わってい

に下降し，下から来る酸素と出合って燃焼

ない石炭粒子が炉外に運び出されるので，

し発熱する．

それらを回収して炉に戻す必要がある。

石炭が燃焼するかガス化したあとには灰

なお，この炉は，水分の多い低質炭の利
用に適している。

が残される．

石炭層の下部の温度が高すぎると，灰が
とけてしまう。しかし下から送り込まれる

噴流層ガス化炉

蒸気の量を多くすることで温度上昇を抑え

10分の1ミリ程度の微粉状に砕かれた石

ることができ，灰はとけないで下に藩ちて

炭を．酸素と蒸気とともに高速度で炉内に

くる。

吹き込む。

この方式の代表的なものがルルギ社のガス

炉内は1200℃ないしそれ以上の高温に保

化炉である。この炉では，回転板によrて

たれていて，投入された石炭粒子は数秒以

灰をかき出すようになってい乱

内に反応してしまう。灰はとけて落下する。

炉によっては，むしろ灰をとかして連続
的に取り出せるよう工夫されたものもある。

けれども，炉の反応温度が高ければ高い
ほど，どうしても熱損失は大きくならざる
をえない。

口

流動層ガス化炉

また，生成ガスを高温のまま直ちに利用

あらかじめ石炭を数ミリかそれ以下の大
きさの粒子に砕いてから炉に投入する自

する場合はよいが，一旦冷却し貯蔵する場

合には，冷却時の廃熱を回収して有効に利

炉の底の方から酸素（空気〕と蒸気を勢
いよく吹き込むことによrて，炉内の石炭

用するようにしないと，熱損失が大きくな
る。

粒子は浮き上がり，あたかも流体のように
振るまう。

溶融相ガス化炉

新しく投入された粒子もガス化反応の進

高温に保たれた炉内に，鉄などの金属か，

んだ粒子も，そしていろいろな気体も，い

炭酸ソーダなどの塩（えん）などがとけた

たるところ一様に混じり合っているために，

状態で存在する。

炉内温度はほぼ一様であって，前項の固定

その中に向かって，粉炭と蒸気と酸素を

層ガス化炉の場合よりも反応を制御しやす

ノズルを通して吹き込むと，ガス化反応が

い。

急遠かっ完全に行われる。溶融鉄を使用す

反応中に灰がとけると流動性が損なわれ
るから，温度が上がり過ぎないよう，使用
一ヱ8一

る場合，とけた状態の鉄は触媒として作用
するといわれている。

この炉ではどんな種類の石炭でも利用す

効率はそれほど高いものではなく，技術

ることができ，灰分が多くても支障がない。

の実…正と環境規制への対応に主眼が置か

石炭中の硫黄分は溶融相中に移行するの

れていた白

ガス化炉にはテキサコ法と呼ばれる噴

で，生成ガスには硫黄分が含まれないこと

流層ガス化炉（石炭処理量約Ioooトン／

も特徴の一つである自

けれども，炉の全体が高温であるために，

日）が用いられ．その生成ガスによって

材料の選択に問題があることと，熱損失が

12万k皿（正味10万kπ）の発電が行われた。

大きくなる傾向があることが弱点になって

その差2万kπは所内の電カ消費であって，

いる。

その約7割は酸素製造のために使われた。
この設備はロサンゼルスとラスベガス
のほぼ中間に位置するクール・ウォータ

13〕開発計画例
すでに述ぺたように，石油危機の折りには，

ー火力発電所の構内に建てられ，1981年

世界自勺に石炭ガス化が注目され．数多くの開

末に着工し，19呂4年6月から試験運転を

発言†画が進められた。

開始し，予定どおり5年間運転された。

ここでは．そのなかから発電と組み合わせ
た例をえらんでみてみよう。

今後は改造して実証試験を行うことが計
画されている。

（i）アメリカのクール・ウォーター計画は，

（廿）ダウ・ケミカル社はアメリカのルイジ

サザン・カリフォルニァ・エジソン電力

アナ州プラクマインで石炭ガス化複合発

会社とテキサコ社の提唱によrて始めら

電を行っている。それはパイロットプラ

れた石炭ガス化による複合発電実証試験

ントから出発し，1987年からは日量2000

事業であり，わが国からも東京電カ．電

トンの石炭を用いる1后万止皿の商用発電運

カ中央研究所，東芝，石川島播磨が共同

転を実施しており．世界最大である。

体を組織して資金の一都を出して参加し

ガス化炉には同社が開発した酸素吹き
の噴流層方式のものが使われている。

たことでよく知られている。

複合発電とは，天然ガス燃料ではすで
に実用されている発電方式であって，高

（血）シェル社は酸素吹きの噴流層方式のガ

温の燃焼ガスによってまずガスタービン

ス化炉を開発して来たが，その経験に基

発電を行ったあとに，その排ガスのもつ

づいて目下オランダのBugg㎝u皿に日量

熱を利用して蒸気タービンによる発電

2000トンの石炭を用いる25万k冊の複合発

電設備を建設中であり，年内（1993）に

（汽力発電）を行うものであり，そのた

め，全体の熱効率（発電効率）が高く，

も運転を開始する予定である。
このシステムは炭索利用効率が高く，

40％を超える。

ただしクール・ウォーターの場合の熱
一工9一

また炭種の藷1」約も少ないといわれており，

運転成績が注目される。

4．石炭液化

（i可）わが国ではサンシャイン計画の一環と

11〕歴

史

して、石炭ガス化複合発電技術研究組合

石炭を500℃前後の高混下で．触媒を使っ

によって福島県いわき市に日量200トン

て数百気圧の高圧の水素と反応させれば液状

の石炭を使用するパイロットプラントを

の油が得られることを発見したのはドイツの

建設し，現在試験返転が行われている。

ベルギウスであり，191岬のことであった。

このプロジェクトの最終目標は，遅く

その後，工927年には一応の工業化がなされた。

とも2000年頃に，送電端効率が約43％以

さらに，第2次世界大戦の折りには，ドイ

上の25万kπユニットの実用化を達成する

ツとわが国で石炭液化の研究が盛んに行われ

こととされている。

たが，その技術は戦後アメリカに持ち出され

て，戦後の石炭液化研究の基礎となrた。
石油危機の到来とともに石炭は世界的に見
直され，石油液化の研究開発も復活したが．

今日では，石炭液化油を商業的に生産してい
る例は見当たらない、

なお，南アフリカ共和国では，石炭をガス
化したのちに，生成ガスから合成ガソリンや
合成ディーゼル油を製造しており，それは問
接的な石炭液化である。

②

石炭液化の原理と方法

石炭に水素を作用させて液状油を得る反応
は水添液化反応と呼ぱれており，ふっう450
℃程度の温度で行われる（水添＝水素添加の
意）。

前章で述べた石炭ガス化は1ooo℃前後の高
温で行われるのに比べると，かなりの低温度
であることがわかる。

石炭ガス化の場合はそのような高温度であ
るために，石炭を構成する巨大分子は事実上

完全に分解されてしまうのに対して．石炭液
化の場合には巨大な石炭分子は部分的にしか
分解されず、そこに水素が繕合して，いくつ
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もの小型の分子となり，その多くが多環の

㈹

開発計画

（っまり亀の甲の多い）芳香族化合物である．

以下には現在進められている代表的な石炭

これらを原料にすれば，工程的には石油を用

液化開発計画（図9）を紹介することにする。

いるよりも簡単に，薬剤や染料や塗料や香料
などを作ることができる（図8）。

イ新IGプロセス

また水素化の過程で，石炭分子の中に含ま

これはドイツ（西ドイツ）で開発中のも

れていた酸素や硫黄や窒素などの原子は水素

ので直接水添法の一種である。

と結合し，それぞれ水蒸気（H・O）や硫化水

同国ではかつて戦時中に航空機用燃科や

素（H里S）やアンモニア（NH昌）などのガス

ディーゼル油を得るために直接水素で石炭

に変わることによって除去される。

を分解するI

石炭から液状油を得る方法には，大きく分

Gプロセスを開発して操業し

た実績があり，戦後の研究成果に基づいて

けて主に4通りの方法があrて，乾留水添，

さらに改良を加えたものがこれである。最

直接水添．溶剤抽出．およびガス化合成があ

大の改良点は、従来．水素圧カが約700気

る。

圧であ1たものを，半分以下の約300気圧

乾留水添とは石炭を乾留して得られた夕一
ル留分を水素添化してガソリン・ディーゼル

にまで下げたことにあるが，この方法は水
素消費量が多い。

油を得る方法であrて，液状油の収率は低く
十数％である。

口

直接水添とは粉状の石炭を石炭液化油と混
ぜてぺ一スト状にし，この石炭ぺ一ストを加
熟して反応器に導き．商圧のもとで硫化鉄な

SRC一皿プロセス
これは溶剤抽出液化法に属するものであ

る。

アメリカでは当初，コークスの粘結剤や

どの触媒の助けをかりて水素化分解を行う方

無灰脱硫炭（S

法であり，代表的なものは後述のI

のプロセスを開発したが，石油危機の折り

Gプロセ

スである。

R

C）を製造する目的でこ

に輸送用燃料を確保することを目的に，反

溶剤抽出とは，あらかじめ水素添化によr

応条件をやや引き上げ（450℃前後，

175気

て水素供与性を高めた溶剤とともに石炭を加

圧前後），減圧蒸留によrて固液分離を行

圧下で熱分解する液化方法であoて，反応条

うようにしたのがこの方法である。

件が比鮫的穏かなために得られる液化油は高
分子量のものが多い。

なお，このプロセスで得られる液状油は，

もとのプロセスの場合とは異なり、中重質

なおガス化合成とはすでに述べた南アで実

の燃料油である自

用されている方法であって，石炭ガスからフ
ィッシャー・トロプッシュ法を用いて液体燃
料を合成するものである。

ロセス

これもまた溶剤抽出液化法の一種である。
石炭液化の場合、そこに溶媒があれば，
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I肋舳□

水索はまず溶媒に溶け込み，それから石炭

りやや穏やかなものである。

に移行することが知られている。

このプロセスでは．亜渥青炭から渥青炭

アメリカのエクソンR＆D社が開発した
E

D

まで，反応性の異なる石炭を扱えることと，

輸送用燃料に適する中質液化油を高い収率

Sプロセスでは，この水素の働きを最

大限に利用するように工夫されている。

で製造できることなどを目標にしている。

高圧下で溶媒に溶け込んだ水素は．触媒
上で溶媒と反応して水素供与性の溶媒とな

以上，開発途上のいくっかのプロセスを紹

り，それが部分的に分解した石炭と反応し，

介したが，どのプロセスにおいてもまだ解決

また，液化生成物をさらに分解（水素化分

しなければならない技術的課題が残されてい

解）することによって反応が進行する。

る。

さらに，石炭液化の場合の基本的課題とし

ホ

NEDOLプロセス

ては，それに必要な水素をどこから手に入れ

これは．上記のような海外のプロセスを
参考にして、わが国のN

E

D

るかの闘題がある。安価な水素を得ることが

O（新エネル

できなければ．石炭液化の経済性は向上しな

ギー・産業技術総合開発機構）が中心とな

い。また．石炭のガス化によって水素を得る
．場合には，全体としての石炭液化油の収率は

って開発中のものである。

反応温度や圧カなどの条件は，E

D

Sプ

低い値にとどまることになる（図10）。

ロセスよりやや厳しく，新一Gプロセスよ
燃料（㏄、Cl，C；〕

コ、6仙

液

液化用石炭

四．700

C，〜C。ガス

2．ηo

化

水秦製造用石炭
水策製造用酸繁

5．眉10

プ

！．olo

軽

質油

中

質

10．050

口

池

、l〇一500

セ

力

禍

ユ．嘔oo

ス

計

仙．

計

o
北轟
写…｛査，石脂、
石炭）
水素（残査
（理位1

嗜．oτo
60τo

k」ハ畠一〇〇al〕

図10液化プ□セスの主要エネルギー入出董
一24一

12．5−o

ま

と

め

量の大きな石炭の使用を控えて，天然ガスの
利用を奨励することが考えられる。けれども，

石炭は，世界的にみて．その埋蔵量は化石

実際問題としては，今後も主に石炭に頼らざ

燃料中きわだって多く，しかも地球上に広く

るをえない国々は世界に少なくないから．2I

分布している。

世紀になrても世界的に石炭の使用を抑制す

けれども石炭は，固体であるがために取扱

ることは極めて難しいものと思われる。

いが不便であり，そのため今世紀，とくに今

してみれば，今後は，石炭を使用する場合

世紀の後半には，製鉄用コークスの製造を除

の利用効率の向上は従来にも増して重要な課

いて，その需要は石油や天然ガスによって伸

題になってきたことは明らかである。したが

び悩んできた。

って石炭利用技術の今後の開発に当たっては，

1日70年代に起こった2度にわたる石油危機

それによって石炭の利用効率がどの程度まで

の折りには．石油代替エネルギーを確保する

向上するものかをとくに検討しなければなら

目的で，世界的に石炭に対する関心は復活し，

ない。

とくに石炭ガス化や石炭液化などの研究開発

石炭利用技術のなかでも．とくに石炭ガス

が盛んに行われた。しかしながら．1980年代

化と石炭液化は，石油危機の終息したあとも，

半ばに石油危機が終息するとともに，その種

クリーン・コール・テクノロジーを代表する

の開発言十画の多くは見直されあるいは中止さ

ものとして期待され，また開発が続けられて

れた。

きているが，今後はクリー一ンの意味を拡大し

1980年代の終わり近くなると，地球温暖化

て，二酸化炭素問題までも視野に捉えるよう

問題が世界的に注目されるようになり，エネ

にしなければならず、一言でいえば，開発計

ルギー問題は地球温暖化問題と切り離して論

画の総点検が求められる。

じることのできない時代に入rてきた。

その観点からすると，今後は石炭ガス化を

地球温暖化は大気中の温室効果ガスの増加

評価するに当たっては，ガス化だけをとり上

によるものであり，なかでも二酸化炭素の影

げて論じるのでは不十分であって，生成ガス

響がもっとも大きいとされているが，その二

を何にどう使うかまでを含めた総合的な検討

酸化炭素は主に化石燃料の燃焼によって発生

が求められるようになってきた。

する。

その意味では，石炭液化の開発に関しては，

二酸化炭素の排出を抑えるためには，少な

従来にも増して厳しい課題が待ち受けている

くとも当面，その発生量を抑えるほかに方法

といわざるをえない。今後は，液化のための

がない。

技術開発のみならず，石炭液化油の収率の向

そのため，世界の二酸化炭素の発生量を抑

上をとくに重視しなければならない。そのた

えるため，第一に．省エネルギーすなわちエ

めには恐らく，より基礎的な研究を重視する

ネルギーの有効利用をはかる必要がある。

必要が高まるものと思われる。

第二には，発熱量当たりの二酸化炭素発生

最後に付言すれば，二酸化炭素の問題は，

一25一

世界中の総発生量を抑制して初めて効果が期

参萄欝斗について

待されるものである。一方，世界的にみれば，

石炭の利用技術とその利用効率には．国によ

㈱エネルギー総合工学研究所・石炭技術研

り地域によrて大きな隔たりがある。したが

究会では近くr石炭エネルギーと地球環境」

って，理論的に優れた先端的な利用技術であ

と題する単行本を干1j行する。

rても，それをすべての国に直ちに適用しよ

本資料の作成に当たっては，同書の内容を

うとするのは実際的でない。それぞれの国情

主に参考にしたばかりでなく，図表はすべて

に合わせた，段階的な適用を図ることを心が

同書から引用した。

ける必要がある。
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