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(57)【 要 約 】

（修正有）

【課題】安全性が高く、効率的な木質バイオマス由来の液体燃料の製造方法及び製造装置
を提供する。
【解決手段】溶媒として石油系有機溶媒を用いて、木質バイオマスからなる供試材を温和
な反応条件で熱分解液化処理を行い分解物を分離して効率的に灯油・軽油〜重油留分を得
る。得られた液体燃料を自家溶媒として循環使用することで、効率的に液化を継続できる
。
【選択図】なし
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
（Ａ）木質バイオマスからなる供試材を有機溶媒と混合し、熱分解が行われる温度及び圧
力で液化処理する工程と、
（Ｂ）（Ａ）の工程により生じた該供試材の分解物を分離して、木質バイオマス由来の液
体燃料を得る分離工程と
を含むことを特徴とする木質バイオマス由来の液体燃料の製造方法。
【請求項２】
上記木質バイオマス由来の液体燃料の一部を自家溶媒として循環使用することで、木質
バイオマスを継続して液化することを特徴とする請求項１に記載の木質バイオマス由来の
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液体燃料の製造方法。
【請求項３】
上記液化工程（Ａ）において、用いる有機溶媒が該供試材の１重量倍以上１０重量倍以
下であることを特徴とする請求項１または２に記載の木質バイオマス由来の液体燃料の製
造方法。
【請求項４】
上記液化工程（Ａ）において、用いる有機溶媒が常圧沸点３００℃以上の重油留分であ
ることを特徴とする請求項１〜３のいずれかに記載の木質バイオマス由来の液体燃料の製
造方法。
【請求項５】
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供試材に用いる木質バイオマスが木質系産業廃棄物である請求項１〜４のいずれかに記
載の木質バイオマス由来の液体燃料の製造方法。
【請求項６】
供試材の水分含有率が１０重量％以下である請求項１〜５のいずれかに記載の木質バイ
オマス由来の液体燃料の製造方法。
【請求項７】
供試材に用いる木質バイオマスを破砕処理する工程をさらに含む請求項１〜６のいずれ
かに記載の木質バイオマス由来の液体燃料の製造方法。
【請求項８】
上記液化工程（Ａ）において、加熱温度を２５０℃〜４００℃に調整することを特徴と
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する請求項１〜７のいずれかに記載の木質バイオマス由来の液体燃料の製造方法。
【請求項９】
上記液化工程（Ａ）において、圧力を大気圧以上１５気圧未満に調整することを特徴と
する請求項１〜８のいずれかに記載の木質バイオマス由来の液体燃料の製造方法。
【請求項１０】
（Ａ）該供試材に有機溶媒を混合する混合槽と、
（Ｂ）該混合物を熱分解が生じる温度で加熱処理する液化工程を行う反応槽と、
（Ｃ）加熱により生じた上記供試材の分解物を分離して、木質バイオマス由来の液体燃料
を得る分離工程を行う分離槽と、
（Ｄ）木質バイオマス由来の液体燃料の一部を自家溶媒として、上記混合層に循環する循
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環経路と
を具備する木質バイオマス由来の液体燃料の製造装置。
【請求項１１】
木質バイオマスを破砕処理して、該木質バイオマス由来の供試材を得る破砕工程を行う
破砕槽を具備する請求項１０に記載の木質バイオマス由来の液体燃料の製造装置。

【発明の詳細な説明】
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【技術分野】
【０００１】
本発明は、木質バイオマス由来の液体燃料の製造方法及び製造装置に関するものである
。
【背景技術】
【０００２】
バイオマスは、水や二酸化炭素等の無機物が太陽エネルギーを用いて光合成により生物
体等の有機物に変換されたものとして定義される。これらのバイオマスは、枯死後再び生
物化学的に無機物に分解されるため持続的にリサイクルすることが可能で、カーボンニュ
ートラルの炭化水素資源であることから、環境調和型エネルギー資源として注目されてい
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る。しかし、木質バイオマスとして知られる建築廃材や梱包材、間伐材や製材屑は、多量
に排出されているにも関わらず、一部が燃料チップ等として利用される以外は主に焼却処
分され、ほとんどリサイクルされていないのが現状である。
【０００３】
木質バイオマスをエネルギー資源としてリサイクルするにあたり、木質バイオマスは高
含水率で単位発熱量が低く、不均質な固体であるためハンドリング性が悪いという問題が
ある。また木質バイオマスを高温高圧で反応させ、ガス化して水素を回収する方法や、長
時間発酵させてアルコールを製造する方法が研究されているが、小規模な事業所、工場等
ではこれらの水素やアルコールを燃料として利用できず有用性が低いという問題がある。
【０００４】
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木質バイオマスが排出される小規模な事業所、工場では、小規模で温和な運転条件の装
置を用いて、排出された木質バイオマスをエネルギー資源としてリサイクルし、必要量の
燃料を製造し、エネルギー自給型工場を構築することが望ましい。このためには、木質バ
イオマスから灯油・軽油〜重油留分を得る直接液化法が最適である。従来の直接液化法と
しては、水を溶媒とし、アルカリを触媒とし、３００℃約１００気圧という高圧な反応条
件下で行う方法が知られている（例えば、非特許文献１参照）。このような液化方法は高
圧となることから危険性が高く、またマレイン酸等の有機酸が副産物として得られるとい
う問題があった。そこで、温和な反応条件で、安全性が高く、簡便な工程で効率的に灯油
・軽油〜重油留分が得られるエネルギー変換技術の開発が望まれている。
【非特許文献１】美濃輪

智朗，日エネ誌，７８，２５２，１９９９
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【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
本発明は、安全性が高く、簡便で効率的な木質バイオマス由来の液体燃料の製造方法及
び製造装置の提供を課題とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
本発明者らは、上記課題を解決するために鋭意研究を行った結果、溶媒として水ではな
く有機溶媒を用いることにより、温和な反応条件で効率的に灯油・軽油〜重油留分が得ら
れることを見出し、本発明を完成するに至った。
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【０００７】
本発明の有機溶媒を用いる直接液化法は、低圧で温和な反応条件を可能にするとともに
、有機酸が副産物として製造されず、非常にクリーンな方法である。また、得られた液体
燃料を自家溶媒として循環使用することにより、さらに効率的に反応を継続できるという
利点がある。
すなわち、本発明は以下の通りである。
【０００８】
（１）（Ａ）木質バイオマスからなる供試材を有機溶媒と混合し、熱分解が行われる温度
及び圧力で液化する工程と、
（Ｂ）（Ａ）の工程により生じた該供試材の分解物を分離して、木質バイオマス由
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来の液体燃料を得る分離工程と
を含むことを特徴とする木質バイオマス由来の液体燃料の製造方法。
（２）上記木質バイオマス由来の液体燃料の一部を自家溶媒として循環使用することで、
木質バイオマスを継続して液化することを特徴とする請求項１に記載の木質バイオマス由
来の液体燃料の製造方法。
（３）上記液化工程（Ａ）において、用いる有機溶媒が該供試材の１重量倍以上１０重量
倍以下であることを特徴とする上記（１）または（２）に記載の木質バイオマス由来の液
体燃料の製造方法。
（４）上記液化工程（Ａ）において、用いる有機溶媒が常圧沸点３００℃以上の重油留分
であることを特徴とする上記（１）〜（３）のいずれかに記載の木質バイオマス由来の液
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体燃料の製造方法。
（５）供試材に用いる木質バイオマスが木質系産業廃棄物である上記（１）〜（４）のい
ずれかに記載の木質バイオマス由来の液体燃料の製造方法。
（６）供試材の水分含有率が１０重量％以下である上記（１）〜（５）のいずれかに記載
の木質バイオマス由来の液体燃料の製造方法。
（７）供試材に用いる木質バイオマスを破砕処理する工程をさらに含む上記（１）〜（６
）のいずれかに記載の木質バイオマス由来の液体燃料の製造方法。
（８）上記液化工程（Ａ）において、加熱温度を２５０℃〜４００℃に調整することを特
徴とする上記（１）〜（７）のいずれかに記載の木質バイオマス由来の液体燃料の製造方
法。
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（９）上記液化工程（Ａ）において、圧力を大気圧以上１５気圧未満に調整することを特
徴とする上記（１）〜（８）のいずれかに記載の木質バイオマス由来の液体燃料の製造方
法。
（１０）（Ａ）該供試材に有機溶媒を混合する混合槽と、
（Ｂ）該混合物を熱分解が生じる温度で加熱処理する液化工程を行う反応槽と、
（Ｃ）加熱により生じた上記供試材の分解物を分離して、木質バイオマス由来の
液体燃料を得る分離工程を行う分離槽と、
（Ｄ）木質バイオマス由来の液体燃料の一部を自家溶媒として、上記混合層に循
環する循環経路とを具備する木質バイオマス由来の液体燃料の製造装置。
（１１）木質バイオマスを破砕処理して、該木質バイオマス由来の供試材を得る破砕工程
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を行う破砕槽を具備する上記（１０）に記載の木質バイオマス由来の液体燃料の製造装置
。
【発明の効果】
【０００９】
本発明の木質バイオマス由来の液体燃料の製造方法及び製造装置は、低圧で温和な反応
条件で灯油・軽油〜重油留分を得ることができる。さらに得られた液体燃料を自家溶媒と
して循環使用することで、効率的に液化を継続できる。この利点を生かし、小規模なエネ
ルギー自給型工場等の構築に利用できる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１０】
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本発明の木質バイオマスには、草、廃木材、間伐材、大鋸屑、燃料チップ等が含まれ、
トマトやトウモロコシ等の農作物収穫後の廃木等も挙げることができる。スギ等の建築廃
材も用いることができ、建築用の塩化ビニル等を含む壁紙、石膏、セメント、塗料、接着
剤、防腐剤などの不純物が付着したものでも良い。いずれの木質バイオマスも本発明の原
料として用いることができるが、特に乾燥して水分含量が低いものが好ましい。
【００１１】
本発明の木質バイオマスは、有機溶剤を含むスラリーとして該装置中を移送できるよう
に、あらかじめタワーミル（日本アイリッヒ株式会社製

ＮＥ０１０等）等で粉砕したも

のを用いることができる。粉砕した試料は、さらに乾燥したものが望ましく、水分含有量
が１０重量％以下の供試材を用いることができる。

50

(5)

JP 2006‑63310 A 2006.3.9

【００１２】
本発明では木質バイオマスを液化する液化溶媒として有機溶媒が用いられる。本発明の
有機溶媒としてはアントラセン、ナフタレン、テトラリン等を用いることができ、液化に
より生成した液体燃料のうち灯油・軽油等の必要な留分を除いた重油留分等の一部を自家
溶媒として用いることもできる。本発明で自家溶媒とは、木質バイオマスから生成した液
体燃料またはその一部の意味で用いる。自家溶媒は、原料との親和性が高く、液体燃料の
収率を高めることができる。さらに、自家溶媒の循環使用によって、外部からの有機溶媒
の添加がなくても、液体燃料を繰り返し合成することができるようになる。液化工程の最
初に加える有機溶媒は、いずれの有機溶媒でも良いが、常圧沸点が３００℃以上の重油留
分が好ましく、例えばアントラセン等が挙げられる。
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【００１３】
本発明は液化溶媒として沸点が高い有機溶媒や自家溶媒を用いることにより、主に熱分
解反応によって液化が行われ、液化工程でも低圧が保たれる。さらに液化溶媒として水を
用いない為、有機酸類を含まない質の高い液体燃料が得られ、一酸化炭素、二酸化炭素等
の大気中に排出できる無機ガスのみが生成されるため、安全性が高い。一方で、従来から
知られている水を液化溶媒として用いた方法では、熱分解と加水分解により液化が行われ
る。水は沸点が低く、高温の液化工程で水蒸気となる為、高圧の原因となる。さらに加水
分解により生成した有機酸類を含む質の低い液体燃料が得られるという問題があった。
【００１４】
本発明の供試材と有機溶媒の混合割合としては、スラリーとして該装置中を移送できる
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程度の流動性があれば良く、１：１〜１：１０などの割合が好ましい。液化工程は電磁誘
導攪拌式オートクレーブ（鈴木理化学製作所製

ＳＵＳ３１６）等の高温高圧の耐圧器中

で実施することができる。供試材と有機溶媒の混合物を耐圧器中に挿入して密閉し、窒素
ガスまたは水素ガスで置換し、さらにこのガスを０．１〜３．０ＭＰａまで充填して初圧
を設定した後、外部電気炉（鈴木理化学製作所製等）等で所定温度（２５０℃〜４００℃
）に加熱し、昇温から所定温度まで内容物に対して水平攪拌を行い、所定温度に到達後直
ちに常温まで空冷することで液化工程を実施することができる。本発明の液化工程の条件
は、反応温度が２５０℃〜４００℃であれば良く、特に収率が高い３５０℃〜４００℃が
好ましい。また、反応圧力は１５気圧未満が好ましい。
【００１５】
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本発明の木質バイオマス由来の液体燃料の製造は、温度及び圧力、溶媒量等の反応条件
によって適宜実施することができる。本発明の対象である自給型エネルギー工場等の構築
においては、必要なエネルギーを得る石油の２重量倍以上の木質バイオマスを用い、連続
装置で必要量の液体燃料を得ることができる。さらに得られた残渣は難分解性のリグニン
が軽度に分解した成分が主であるため、供試材として再度液化工程のサイクルに加えるか
、石油製品の原材料とすることができる。また、液化工程によって生成されるガスは一酸
化炭素や二酸化炭素が主成分である為、そのまま廃棄することができる。本発明により得
られた木質バイオマス由来の液体燃料は、ガソリン、石油、灯油等の油として、石油製品
の原材料として利用できる。
【００１６】
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本発明の木質バイオマス由来の液体燃料の製造装置は、（Ａ）木質バイオマスを破砕処
理して、該木質バイオマス由来の供試材を得る破砕工程を行う破砕槽と、（Ｂ）該供試材
に有機溶媒を混合する混合槽と、（Ｃ）該混合物を熱分解が生じる温度で加熱処理する液
化工程を行う反応槽と、（Ｄ）加熱により生じた上記供試材の分解物を分離して、木質バ
イオマス由来の液体燃料を得る分離工程を行う分離槽と、（Ｅ）木質バイオマス由来の液
体燃料の一部を自家溶媒として、上記混合槽に循環する循環経路とを具備する製造装置で
あれば良く、市販のタワーミル（日本アイリッヒ株式会社製
攪拌式オートクレーブ（鈴木理化学製作所製

ＮＥ０１０等）、電磁誘導

ＳＵＳ３１６）等の高温高圧の耐圧器等を

組み合わせることもできる。また、本発明によれば、圧力が１５気圧未満で液化処理する
工程を実施できることから、高級材料を使うことなく装置材料上有利に製造装置を得るこ
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とができる。
【００１７】
以下、本発明の詳細を実施例にて示すが本発明はこれに限定されるものではない。
【実施例１】
【００１８】
木質バイオマス由来の液体燃料の製造
スギ２００ｇと、直径６ｍｍの鉄球約１０ｋｇを粉砕媒体としてタワーミル（日本アイ
リッヒ株式会社製

ＮＥ０１０）に装入し、回転数５００ｒｐｍで１時間大気下乾式粉砕

した。得られたスギの粉砕試料を１１０℃で３時間減圧乾燥してそれぞれ供試材とした。
上記で得られたスギの供試材１０．０ｇと有機溶媒としてアントラセン６０．０ｇを混合
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し、内容積２００ｍｌの電磁誘導撹拌式オートクレーブに密閉して内部を窒素ガスで置換
した。窒素ガスを０．１ＭＰａまで充填して初圧を設定した後、内容物を外部電気炉（鈴
木理化学製作所製）で３００℃まで加熱して液化反応を行った。昇温から３００℃に達す
るまで内容物に対して水平攪拌を行い、３００℃に到達後直ちに室温まで空冷した。反応
後、生成ガス（Ｇａｓ）はテドラーバッグに全量捕集し、ガスクロマトグラフィー（島津
製作所製

ＧＣ−９Ａ）にて組成割合が既知の混合標準ガス（日本酸素株式会社製）を用

い絶対検量線法によって定量することで、組成分析を行った。内容物はアセトンに可溶な
フラクション（以下、ＡＳまたはＷＩＡＳ：液体燃料と略す）とアセトンに不溶なフラク
ション（以下、ＡＩまたはＷＩＡＩ：残渣と略す）に分別した。なお、水以外の沸点成分
が生成しない場合はこのように分離することができるが、水と同等の沸点成分が生成した
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場合には、アセトン抽出の前に、蒸留後同留分を静置することによって油水分離（水抽出
，ＷＩとも示す）を行うこともできる。供試材あたりの各生成物収率を算出して、さらに
、ＡＳ、ＡＩの元素分析をＪＩＳ−Ｍ−８８１２に準拠した灰分率の測定及びＪＩＳ−Ｍ
−８８１３に準拠した炭素、水素、窒素含有率の測定によって行い、反応前後の元素組成
差から水収率（Ｈ2Ｏ）を算出した。なお、本発明における水収率とは、供試材の水素及
び酸素重量と、各生成物の水素及び酸素重量の合計との差分を水と仮定して算出したもの
である。結果を実施例２、比較例１、比較例２ともに表１に示す。
【実施例２】
【００１９】
実施例１で得られたスギの供試材１０．０ｇと有機溶媒としてアントラセン６０．０ｇ
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を混合し、内容積２００ｍｌの電磁誘導撹拌式オートクレーブに密閉して内部を窒素ガス
で置換した。窒素ガスを３．０ＭＰａまで充填し、以降は実施例１と同様に液化反応及び
組成分析を行った。
【比較例１】
【００２０】
実施例１で得られたスギの供試材１０．０ｇと溶媒として有機溶媒のアントラセンを用
いる代わりに純水６０．０ｇを用い、触媒として水酸化ナトリウムを５ｗｔ％添加して混
合した。混合物は、内容積２００ｍｌの電磁誘導撹拌式オートクレーブに密閉して内部を
窒素ガスで置換した。窒素ガスを０．１ＭＰａまで充填し、以降は実施例１と同様に液化
反応及び組成分析を行った。
【比較例２】
【００２１】
実施例１で得られたスギの供試材１０．０ｇと溶媒として有機溶媒のアントラセンを用
いる代わりに純水６０．０ｇを用い、触媒として水酸化ナトリウムを５ｗｔ％添加して混
合した。混合物は、内容積２００ｍｌの電磁誘導撹拌式オートクレーブに密閉して内部を
窒素ガスで置換した。窒素ガスを３．０ＭＰａまで充填し、以降は実施例１と同様に液化
反応及び組成分析を行った。
【００２２】
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【表１】

10
【００２３】
結果
実施例１、２及び比較例１、２におけるスギの溶媒種と初圧による液体燃料収率を図１
に示した。図１より、実施例１、２のように有機溶媒を用いた場合、反応最大圧力が０．
９ＭＰａ、約６．０ＭＰａと低いにも関わらず液体燃料の収率が高いことが示された。有
機溶媒を用いた場合、初圧が０．１ＭＰａの場合は３．０ＭＰａの場合と比較してＡＩ収
率が上昇してＧａｓ、Ｈ2Ｏ

収率が低下するが、ＡＳ収率は大きく変化しないことが確

認された。従って、本発明の有機溶媒を用いた場合では、初圧が０．１ＭＰａという低圧
でも十分に液体燃料を得ることができた。一方で比較例１、２において、純粋を溶媒に用
いた場合では、有機溶媒に用いた場合と比較して反応最大圧力は９．０、１３．１ＭＰａ
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と高いにもかかわらず、ＡＳの収率が２０％以上低かった。
【実施例３】
【００２４】
実施例１で得られたスギの供試材１０．０ｇと有機溶媒としてアントラセン６０．０ｇ
を混合し、内容積２００ｍｌの電磁誘導撹拌式オートクレーブに密閉して内部を窒素ガス
で置換した。窒素ガスを０．１ＭＰａまで充填して初圧を設定した後、内容物を外部電気
炉（鈴木理化学製作所製）で２５０℃まで加熱して液化反応を行った。昇温から２５０℃
に達するまで内容物に対して水平攪拌を行い、２５０℃に到達後直ちに室温まで空冷した
。反応後、実施例１と同様に分離工程及び組成分析を行った。結果を実施例４〜６ととも
に表２に示す。
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【実施例４】
【００２５】
実施例１で得られたスギの供試材１０．０ｇと有機溶媒としてアントラセン６０．０ｇ
を混合し、内容積２００ｍｌの電磁誘導撹拌式オートクレーブに密閉して内部を窒素ガス
で置換した。窒素ガスを０．１ＭＰａまで充填して初圧を設定した後、内容物を外部電気
炉（鈴木理化学製作所製）で３００℃まで加熱して液化反応を行った。昇温から３００℃
に達するまで内容物に対して水平攪拌を行い、３００℃に到達後直ちに室温まで空冷した
。反応後、実施例１と同様に分離工程及び組成分析を行った。
【実施例５】
【００２６】
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実施例１で得られたスギの供試材１０．０ｇと有機溶媒としてアントラセン６０．０ｇ
を混合し、内容積２００ｍｌの電磁誘導撹拌式オートクレーブに密閉して内部を窒素ガス
で置換した。窒素ガスを０．１ＭＰａまで充填し、初圧を設定した後、内容物を外部電気
炉（鈴木理化学製作所製）で３５０℃まで加熱して液化反応を行った。昇温から３５０℃
に達するまで内容物に対して水平攪拌を行い、３５０℃に到達後直ちに室温まで空冷した
。反応後、実施例１と同様に分離工程及び組成分析を行った。
【実施例６】
【００２７】
実施例１で得られたスギの供試材１０．０ｇと有機溶媒としてアントラセン６０．０ｇ
を混合し、内容積２００ｍｌの電磁誘導撹拌式オートクレーブに密閉して内部を窒素ガス

50

(8)

JP 2006‑63310 A 2006.3.9

で置換した。窒素ガスを０．１ＭＰａまで充填して初圧を設定した後、内容物を外部電気
炉（鈴木理化学製作所製）で４００℃まで加熱して液化反応を行った。昇温から４００℃
に達するまで内容物に対して水平攪拌を行い、４００℃に到達後直ちに室温まで空冷した
。反応後、実施例１と同様に分離工程及び組成分析を行った。
【００２８】
【表２】
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【００２９】
結果
実施例５〜６におけるスギの反応温度による液体燃料収率を図２に示した。図２より、
反応温度の上昇に伴って、ＡＩ収率が低下してＡＳ、Ｇａｓ、Ｈ2Ｏ

収率が上昇するこ

とが確認された。３５０℃におけるＡＳ収集率は約５０ｗｔ％と、最大であり、３５０℃
以上では大きく変化しなかった。
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【実施例７】
【００３０】
木質バイオマス由来液体燃料の製造装置
木質バイオマス由来の液体燃料の製造装置を製造した。この液体燃料の製造装置は以下
（Ａ）〜（Ｅ）または（Ｂ）〜（Ｅ）のプロセスを含む。該プロセスを含む木質バイオマ
ス由来の液体燃料の製造装置のフローを図３に示した。
（Ａ）木質バイオマスを平均粒径が３００μｍ以下となるまで破砕処理して、該木質バイ
オマス由来の供試材を得る破砕工程を行う破砕槽と、
（Ｂ）該供試材に有機溶媒を混合する混合槽と、
（Ｃ）該混合物を熱分解が生じる温度（２５０〜４００℃）で加熱処理する液化工程を行
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う反応槽と、
（Ｄ）加熱により生じた上記供試材の分解物を分離して、木質バイオマス由来の液体燃料
を得る分離工程を行う分離槽と、
（Ｅ）木質バイオマス由来の液体燃料の一部を自家溶媒として、上記第２領域に循環する
循環経路とを具備する。
【００３１】
［参考例］
参考例として、木質バイオマスからなる供試材を古紙製紙廃水と混合し、熱分解及び加
水分解が行われる温度及び圧力で液化処理する工程と、この工程により生じた該供試材の
分解物を分離して、木質バイオマス由来の液体燃料を得る分離工程とを含むことを特徴と
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する木質バイオマス由来の液体燃料の製造方法を示した。この場合の比較例として古紙製
紙廃水の代わりに純水又は水酸化ナトリウム水溶液を溶媒として用いた。
実施例１と同様の方法で得たユーカリの供試材５．０ｇと溶媒として古紙製紙廃水（水
分 99.2 wt%， 灰 分 0.4wt%， 有 機 物 0.4wt%， pH9.5） 、 純 水 又 は 水 酸 化 ナ ト リ ウ ム 水 溶 液 （ p
H9.5） の い ず れ か ３ ０ ． ０ ｇ を 混 合 し 、 内 容 積 ２ ０ ０ ｍ ｌ の 電 磁 誘 導 撹 拌 式 オ ー ト ク レ ー
ブに密閉して内部を窒素ガスで置換した。窒素ガスを２．０ＭＰａまで充填して初圧を設
定した後、内容物を外部電気炉（鈴木理化学製作所製）で１５０〜３５０℃まで加熱して
液化反応を行った。昇温から１５０〜３５０℃に達するまで内容物に対して水平攪拌を行
い、１５０〜３５０℃に到達後直ちに室温まで空冷した。反応後、実施例１と同様に分離
工程及び組成分析を行った。
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【００３２】
反応温度を３００℃とした場合の、ユーカリの溶媒種による液体燃料収率を図４に示し
た。図４より、古紙製紙廃水を用いた場合は、純水を用いた場合と比べてＡＩ収率が低下
し、ＡＳ収率が上昇することが確認された。さらに、水酸化ナトリウム水溶液を用いた場
合と同程度又はそれ以上にＡＩ収率が高いことが確認された。
【００３３】
生成物のＦＴ−ＩＲスペクトルにおいて、純水溶媒の反応では、温度の上昇とともに、
ＷＳ中のカルボン酸の減少とＷＩＡＩ中のエステル結合の増加が確認されたことから、−
ＣＯＯＨ基と−ＯＨ基が重縮合を起こしたため、残渣が増加したものと考えられた。
一方、古紙製紙廃水と水酸化ナトリウム水溶液溶媒の反応ではＷＳ中にカルボン酸が確

10

認されたことから、アルカリ成分によりカルボン酸が中和されることによって重縮合が抑
制されたために、残渣の生成が抑制されたものと考えられた。
従って、本発明の古紙製紙廃水に含まれるアルカリ成分は、水酸化ナトリウム同様にア
ルカリ触媒としての効果があることが示唆された。
【産業上の利用可能性】
【００３４】
本発明の木質バイオマス由来の液体燃料の製造方法及び製造装置は、低圧で温和な反応
条件で液体燃料を得ることができる。さらに得られた液体燃料の一部を自家溶媒として循
環使用することで、効率的に液化を継続できる、小規模なエネルギー自給型工場等の構築
に利用できる。
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【図面の簡単な説明】
【００３５】
【図１】スギの溶媒種と初圧による液体燃料収率を示した図である（実施例１、２

比較

例１、２）。
【図２】反応温度による液体燃料収率を示した図である（実施例３〜６）。
【図３】木質バイオマス由来の液体燃料の製造装置のフローを示した図である（実施例７
）。
【図４】、ユーカリの溶媒種による液体燃料収率を示した図である（参考例）。
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【図３】

【図４】
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