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(57)【要約】
【課題】本発明の課題は、バイオマスの熱分解によって生じる熱分解ガス中に含まれるタ
ールを分解し、低温（例えば４００℃以上５００℃未満）で、効率的に熱分解ガスを改質
することが可能となるバイオマス処理用触媒、バイオマス処理用触媒の製造方法、バイオ
マス処理装置、及びバイオマス処理方法を提供することである。
【解決手段】ニッケル、コバルト、及び鉄からなる群から選ばれる少なくとも一つの遷移
金属が担持された鶏糞を含むバイオマス処理用触媒。
【選択図】なし
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
ニッケル、コバルト、及び鉄からなる群から選ばれる少なくとも一つの遷移金属が担持
された鶏糞を含むバイオマス処理用触媒。
【請求項２】
前記遷移金属が、ニッケルである請求項１に記載のバイオマス処理用触媒。
【請求項３】
前記遷移金属の担持量が、前記遷移金属を担持した前記鶏糞の１００質量％に対して３
質量％以上である請求項１又は請求項２に記載のバイオマス処理用触媒。
【請求項４】
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ニッケル、コバルト、及び鉄からなる群から選ばれる少なくとも一つの遷移金属を含む
溶液と、鶏糞とを接触させる接触工程を有するバイオマス処理用触媒の製造方法。
【請求項５】
バイオマス原料を熱分解して、熱分解ガスを生成する熱分解手段と、
前記熱分解ガス、及び請求項１〜請求項３のいずれか１項に記載のバイオマス処理用触
媒を接触させて、前記熱分解ガスを改質して改質ガスを生成する改質ガス生成手段と、
を備えるバイオマス処理装置。
【請求項６】
バイオマス原料を熱分解して、熱分解ガスを生成する熱分解工程と、
前記熱分解ガス、及び請求項１〜請求項３のいずれか１項に記載のバイオマス処理用触
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媒を接触させて、前記熱分解ガスを改質して改質ガスを生成する改質ガス生成工程と、
を有するバイオマス処理方法。
【請求項７】
前記改質ガス生成工程は、前記熱分解ガスを、水蒸気の存在下、４００℃以上５００℃
未満の改質温度で、前記バイオマス処理用触媒と接触させる請求項６に記載のバイオマス
処理方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、バイオマス処理用触媒、バイオマス処理用触媒の製造方法、バイオマス処理

30

装置、及びバイオマス処理方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
有機物をガス化プロセスによりエネルギー利用するためには、できる限り低温でガス化
することが求められている。そのために触媒が利用されるが、従来の触媒は性能が不十分
で価格も高いという欠点があった。有機物として、例えば、木質廃棄物、食品廃棄物、及
び畜産廃棄物等の有機廃棄物である、いわゆるバイオマスは、ＣＯ２放出量の削減やエネ
ルギー資源の拡大の観点から、再生可能なエネルギーの一つとして注目されている。特に
低品位バイオマス（例えば、畜産廃棄物や、下水汚泥等）のエネルギー利用を促進するた
めには、供給エネルギーをできる限り抑えた低温（例えば、５００℃未満）でのガス化プ
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ロセスが求められている。
【０００３】
しかしながら、低温で低品位バイオマスをガス化すると、タールが多量に発生する。タ
ールが多量に発生すると、バイオマスを処理する設備の操作性の低下を招くだけでなく、
設備損傷が生じ易い。また、設備からタールを除去する必要性が発生するため、設備の維
持管理費が増大するという問題が生じる。
【０００４】
バイオマスのガス化プロセスに利用される触媒としては、金属を担持した担体等（例え
ば、ニッケル等の遷移金属を担持した担体）を含む種々の触媒が知られている（例えば、
特許文献１〜４）。
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【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２００６−３２８１６８号公報
【特許文献２】特開２００８−２４８３６３号公報
【特許文献３】特開２００９−１３８１０７号公報
【特許文献４】特開２０１２−０９２２７０号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
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遷移金属（例えば、ニッケル）を担持した担体を含む触媒は、バイオマスの熱分解によ
り発生する熱分解ガスに含有されているタールを分解して、熱分解ガスを改質する性能を
有する。しかしながら、従来の遷移金属を担持した担体を含む触媒は、熱分解ガスを改質
する性能が十分ではなく、改質性能がさらに向上した触媒が求められていた。
また、遷移金属を担持した担体を含む触媒として、例えば、ニッケルを担持した褐炭を
用いることが提案されている。ニッケル担持褐炭は、熱分解ガスを改質する性能に優れて
いるが、褐炭は、日本での産出利用が困難であり、原料調達に大きな課題がある。
【０００７】
そのため、バイオマスの熱分解によって生じる熱分解ガス中に含まれるタールを分解し
、熱分解ガスを改質するための触媒として、安価であり、かつ高性能の触媒の開発が待望
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されていた。
【０００８】
そこで、本発明者らは、上記事情に鑑みて鋭意検討した結果、バイオマスを熱分解した
際に発生する熱分解ガスを改質するための触媒として、ニッケル、コバルト、及び鉄から
なる群から選ばれる少なくとも一つの遷移金属を担持させた鶏糞を含むことによって、上
記課題を解決できることを見出し、本発明を完成させるに至った。
【０００９】
すなわち、本発明の課題は、バイオマスの熱分解によって生じる熱分解ガス中に含まれ
るタールを分解し、低温（例えば４００℃以上５００℃未満）で、効率的に熱分解ガスを
改質することが可能となるバイオマス処理用触媒、バイオマス処理用触媒の製造方法、バ
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イオマス処理装置、及びバイオマス処理方法を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
上記課題は、以下の手段により解決される。
【００１１】
＜１＞

ニッケル、コバルト、及び鉄からなる群から選ばれる少なくとも一つの遷移金属

が担持された鶏糞を含むバイオマス処理用触媒。
【００１２】
＜２＞

前記遷移金属が、ニッケルである＜１＞に記載のバイオマス処理用触媒。

【００１３】
＜３＞
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前記遷移金属の担持量が、前記遷移金属を担持した前記鶏糞の１００質量％に対

して３質量％以上である＜１＞又は＜２＞に記載のバイオマス処理用触媒。
【００１４】
＜４＞

ニッケル、コバルト、及び鉄からなる群から選ばれる少なくとも一つの遷移金属

を含む溶液と、鶏糞とを接触させる接触工程を有するバイオマス処理用触媒の製造方法。
【００１５】
＜５＞

バイオマス原料を熱分解して、熱分解ガスを生成する熱分解手段と、

前記熱分解ガス、及び＜１＞〜＜３＞のいずれか１項に記載のバイオマス処理用触媒を
接触させて、前記熱分解ガスを改質して改質ガスを生成する改質ガス生成手段と、
を備えるバイオマス処理装置。
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【００１６】
＜６＞

バイオマス原料を熱分解して、熱分解ガスを生成する熱分解工程と、

前記熱分解ガス、及び＜１＞〜＜３＞のいずれか１項に記載のバイオマス処理用触媒を
接触させて、前記熱分解ガスを改質して改質ガスを生成する改質ガス生成工程と、
を有するバイオマス処理方法。
【００１７】
＜７＞

前記改質ガス生成工程は、前記熱分解ガスを、水蒸気の存在下、４００℃以上５

００℃未満の改質温度で、前記バイオマス処理用触媒と接触させる＜６＞に記載のバイオ
マス処理方法。
【発明の効果】
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【００１８】
本発明によれば、バイオマスの熱分解によって生じる熱分解ガス中に含まれるタールを
分解し、低温（例えば４００℃以上５００℃未満）で、効率的に熱分解ガスを改質するこ
とが可能となるバイオマス処理用触媒、バイオマス処理用触媒の製造方法、バイオマス処
理装置、及びバイオマス処理方法が提供される。
【図面の簡単な説明】
【００１９】
【図１】本実施形態のバイオマス処理装置を示す概略図である。
【図２】実施例における評価Ａの結果を示すグラフである。
【図３】実施例における評価Ｂの結果を示すグラフである。
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【図４】実施例における評価Ｃの結果を示すグラフである。
【図５】実施例における評価Ｃの結果を示すグラフである。
【図６】実施例における評価Ｄの結果を示すグラフである。
【発明を実施するための形態】
【００２０】
以下、本発明の一実施形態について、詳細に説明する。
なお、本明細書中において、「〜」を用いて表される数値範囲は、特に断りの無い限り
、「〜」の前後に記載される数値を下限値及び上限値として含む範囲を意味する。
【００２１】
本明細書中において、「バイオマス処理」は、バイオマスの熱分解によって生じる熱分
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解ガスを改質し、改質ガスを生成する、というバイオマスのガス化における一連の処理を
示す。また、「バイオマス処理用触媒」は、バイオマス処理に用いられる触媒のことを示
す。
【００２２】
＜バイオマス処理用触媒＞
本実施形態に係るバイオマス処理用触媒は、ニッケル、コバルト、及び鉄からなる群か
ら選ばれる少なくとも一つの遷移金属が鶏糞に担持されている遷移金属担持鶏糞を含む触
媒である。
【００２３】
本実施形態のバイオマス処理用触媒によれば、バイオマスの熱分解によって生じる熱分
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解ガス中に含まれるタールを分解し、熱分解ガスを低温（例えば４００℃以上５００℃未
満）で、効率的に改質することが可能となる。この理由は定かではないが、例えば、次の
ように推測される。
【００２４】
鶏糞は、その成分中にカルシウムを多く含んでおり、カルシウムが鶏糞中に高度に分散
している。そのため、カルシウムを含んでいる鶏糞に、上記の遷移金属（例えば、ニッケ
ル）を担持させることで、カルシウムと遷移金属との２元系触媒となると考えられる。
鶏糞以外の動物糞（例えば、豚糞、牛糞など）は、鶏糞に比べ、カルシウムの含有量が
極めて少ない。そのため、上記の遷移金属を鶏糞以外の動物糞に担持させたとしても、２
元系触媒になり難い。また、鶏糞以外の動物糞の場合、成分中にリンの含有量が多いため
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に、リンを安定化させるための処理が必要になる場合がある。さらに、触媒として機能す
る有用な金属成分の含有量が少ない。そのため、本実施形態のバイオマス処理用触媒は、
鶏糞に上記の遷移金属を担持させることで、高効率で熱分解ガスを改質するという優れた
効果を発揮すると考えられる。
【００２５】
また、バイオマス処理用触媒は、バイオマス原料から発生する熱分解ガスを改質する際
に加熱される。遷移金属が担持された鶏糞は、改質時の加熱によって、鶏糞の一部に高比
表面積の鶏糞炭化物が生じる。そして、本実施形態のバイオマス処理用触媒は、遷移金属
と、カルシウムとの２元系触媒による相互作用に加えて、さらに、高比表面積の鶏糞炭化
物中の炭素分との相互作用も生じると考えられる。
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ただし、鶏糞中に含まれる固定炭素分は少ない。そのため、本実施形態のバイオマス処
理用触媒によって得られる効果は、遷移金属とカルシウムの２元系触媒による効果のほう
が支配的であると推測される。
【００２６】
以上から、本実施形態のバイオマス処理用触媒は、上記の遷移金属を鶏糞に担持させた
触媒とすることで、低温（例えば４００℃以上５００℃未満）で熱分解ガスを効率的に改
質することが可能となると考えられる。
なお、上記の遷移金属を担持させる担体として、鶏糞を使用することで、材料入手性、
及び材料として安価である点で有利、環境負荷の低減が可能、という利点も得られる。
【００２７】
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〔遷移金属〕
鶏糞に担持している遷移金属は、ニッケル、コバルト、及び鉄からなる群から選ばれる
一つの遷移金属である。これらの遷移金属は１種単独で使用してもよく、２種以上を用い
てもよい。これらは、第４周期第８族（第４周期第８，９，１０族とも称する）に属する
いわゆる鉄族金属であり、類似の性質を有する。そのため、いずれの遷移金属でも、同様
の効果が得られる。これらの遷移金属のいずれを用いても、同様の効果が得られることか
ら、鶏糞中のカルシウムとの相互作用による２元系触媒として機能すると考えられる。
ただし、上記の遷移金属のうち、鉄は、酸化雰囲気下で酸化され易い。鉄が酸化される
と触媒活性が低下しやすくなる。そのため、鉄を用いる場合には、還元雰囲気下で使用す
ることが望ましい。遷移金属は、これらの中でもニッケル、コバルトが好ましく、特にニ
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ッケルが好ましい。
【００２８】
上記の遷移金属は、遷移金属単体由来でもよく、遷移金属を含む化合物由来のいずれで
もよい。遷移金属が、遷移金属を含む化合物由来である場合、硝酸塩、塩基性炭酸塩、塩
化物、シュウ酸塩、有機金属化合物などが用いられる。
【００２９】
〔鶏糞〕
遷移金属を担持させる鶏糞としては、例えば、養鶏場から入手できる。鶏糞は、養鶏場
から搬送された鶏糞（生鶏糞）であってもよく、乾燥させた鶏糞であってもよい。また、
鶏糞はコンポスト化されていてもよい。鶏糞は、取扱い上の点、及び鶏糞の臭気の点から
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、少なくとも乾燥されていることが好ましい。コンポスト化されていることがより好まし
い。
【００３０】
〔触媒中の組成〕
本実施形態のバイオマス処理用触媒において、鶏糞に担持している遷移金属の担持量と
しては、特に限定されない。例えば、鶏糞に担持している遷移金属の担持量は、３質量％
以上であることがよい。好ましくは３質量％〜４０質量％の範囲であり、より好ましくは
５質量％〜３０質量％の範囲であり、さらに好ましくは１０質量％〜３０質量％の範囲で
あり、特に好ましくは１５質量％〜２８質量％の範囲である。この範囲であると、バイオ
マス原料の熱分解ガスに含まれるタールが分解されやすい。
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【００３１】
本明細書中において、遷移金属の担持量とは、遷移金属を担持した鶏糞１００質量％に
対する遷移金属の合計の割合（質量％）である。つまり、遷移金属と鶏糞の両方を含んだ
重量を１００％質量としたときの遷移金属の担持量である。
なお、本実施形態のバイオマス処理用触媒に担持している遷移金属の担持量の具体的な
測定方法としては、以下のとおりである。
遷移金属の担持されたバイオマス処理用触媒を１ｍｏｌ／Ｌ硝酸中で撹拌し、その後、
ろ過することで、金属が抽出された酸溶液を得る。続いて、この溶液を原子吸光装置によ
り分析することで、遷移金属の担持量を決定する。
【００３２】

10

バイオマス処理用触媒において、遷移金属を担持した鶏糞中のカルシウムの含有量は、
バイオマス処理用触媒としての触媒活性の点から、１０質量％〜３０質量％であることが
よい。好ましくは１２質量％〜２０質量％である。
本明細書中において、遷移金属を担持した鶏糞に含有しているカルシウムの含有量の具
体的な測定方法としては、以下のとおりである。
遷移金属の担持されたバイオマス処理用触媒を１ｍｏｌ／Ｌ硝酸中で撹拌し、その後、
ろ過することで、金属が抽出された酸溶液を得る。続いて、この溶液を原子吸光装置によ
り分析することで、カルシウムの含有量を決定する。
【００３３】
本実施形態のバイオマス処理用触媒において、遷移金属とカルシウムとの含有比（カル
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シウム／遷移金属）は、特に限定されるものではない。バイオマス処理用触媒としての触
媒活性の点から、例えば、下記に示す割合であることが好ましい。
遷移金属とカルシウムとの含有比（カルシウム／遷移金属）は、質量基準で３０／３〜
１０／３０であることがよい。好ましくは、２０／１５〜１２／２８である。
【００３４】
なお、鶏糞を炭化して鶏糞炭化物とし、酸処理することで、鶏糞由来の活性炭が得られ
る。この鶏糞由来の活性炭を担体として、遷移金属（例えば、ニッケル）を担持させるこ
とも考えられるが、鶏糞由来の活性炭は、もはや鶏糞ではない。また、鶏糞中に含まれる
固定炭素分は少ない。そのため、鶏糞由来の活性炭に遷移金属を担持した場合の遷移金属
の炭素に対する比（遷移金属／炭素）と、本実施形態のバイオマス処理用触媒における遷
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移金属の炭素に対する比とは異なる。
【００３５】
本実施形態のバイオマス処理用触媒は、必要に応じて、ニッケル担持鶏糞に加えて、遷
移金属を鶏糞以外の担体に担持した他の触媒（例えば、ニッケル担持アルミナ、ニッケル
担持活性炭、ニッケル担持ゼオライト、コバルト担持シリカなど）を混合させてもよい。
これらの他の触媒は、例えば、ニッケル担持鶏糞１００質量％に対して０質量％〜１０質
量％であることがよい。
【００３６】
＜バイオマス処理用触媒の製造方法＞
本実施形態のバイオマス処理用触媒の製造方法としては、特に限定されず、例えば、ニ
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ッケル、コバルト、及び鉄からなる群から選ばれる一つの遷移金属を含む溶液と、鶏糞と
を接触させる接触工程を有する。
【００３７】
（接触工程）
接触工程は、上記の遷移金属を含む溶液と、鶏糞とを接触させて、遷移金属担持鶏糞を
得る工程である。
接触工程では、まず、上記の遷移金属を含む化合物を準備し、上記の遷移金属を含む化
合物を含む溶液（以下、「遷移金属担持液」とも称する）を準備する。
【００３８】
遷移金属担持液を準備するに当たり、溶液に含有させる遷移金属は、上記遷移金属が含
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有されている限り、その形態は特に限定されない。例えば、上記の遷移金属の硝酸塩、酢
酸塩、塩基性炭酸塩、塩化物、シュウ酸塩、有機金属化合物などの遷移金属を含む化合物
が挙げられる。
【００３９】
上記の遷移金属を含む化合物を含む溶液の溶媒は、化合物の種類に応じて、適切な溶媒
を選択すればよい。取扱い上の点から、溶媒は水を含む溶媒を用いることがよく、水であ
ることが好ましい。つまり、遷移金属担持液は、水溶液であることが好適である。遷移金
属担持液は、酸性でもアルカリ性でもよいが、鶏糞中に含まれるカルシウムを溶解させな
いことが望ましく、中性〜アルカリ性に調製されていることがよく、アルカリ性に調整さ
れていることが好ましい。このような遷移金属担持液としては、例えば、ヘキサアンミン
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炭酸ニッケル水溶液、ヘキサアンミン炭酸コバルト水溶液等が挙げられる。鉄の場合はア
ルカリ性で沈殿を生じるため、例えば硝酸鉄水溶液等が挙げられる。これらの１種又は２
種以上を使用してもよい。
【００４０】
次に、鶏糞を準備する。鶏糞は、コンポスト化されていることがよい。コンポスト化さ
れた鶏糞（以下、「鶏糞コンポスト」とも称する）は、養鶏場等から排出される鶏糞を養
鶏場内でコンポスト化されたものでもよく、鶏糞処理業者によってコンポスト化されたも
のでもよい。鶏糞がコンポスト化されている場合、鶏糞コンポストは、予め定められた粒
度（例えば、０．５ｍｍ〜１．０ｍｍ）に揃えられていることが望ましい。鶏糞コンポス
トは、予め定められた粒度に揃えられていると、鶏糞コンポストに遷移金属担持液が浸透
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しやすくなり、遷移金属の担持量を高めやすくなる点で好ましい。
【００４１】
次に、上記で準備した遷移金属担持液と、上記で準備した鶏糞とを接触させる。これに
より、鶏糞に遷移金属が担持された遷移金属担持鶏糞が得られる。
遷移金属担持液と鶏糞とを接触させる方法としては、特に限定されず、例えば、含浸法
、及びイオン交換法が挙げられる。これらの中でも、遷移金属の担持量を高めやすい点で
、含浸法を採用することがよい。
含浸法を採用する場合、含浸する方法としては、例えば、撹拌機で含浸させてもよく、
混合機等の混合機により、湿潤状態で混練してもよい。遷移金属担持液と鶏糞とを接触さ
せるに当たり、撹拌可能な浸漬状態とし、鶏糞コンポストが遷移金属担持液中で良好な接
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触環境を保てると、遷移金属を担持させる時間の短縮につながり生産性の向上に寄与する
。
【００４２】
接触工程での接触温度の管理は特に必要ではないが、遷移金属を担持させる時間を短縮
する点で、加温しながら接触してもよい。接触時間は特に限定されないが、十分な遷移金
属担持量が確保し得る点で、例えば、１時間以上とすることがよい。
この接触工程によって得られた遷移金属担持鶏糞を本実施形態のバイオマス処理用触媒
として用いてもよい。
【００４３】
（脱溶媒工程）
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また、バイオマス処理用触媒の製造方法は、接触工程で得られた遷移金属担持鶏糞に含
まれる遷移金属担持液由来の液体分を低減する脱溶媒工程を有していてもよい。脱溶媒工
程は、例えば、自然濾過、あるいは遠心濾過などを施すことにより、遷移金属担持鶏糞か
ら、上記の液体分を低減することができる。そして、脱溶媒工程によって、液体分が低減
された遷移金属担持鶏糞が得られる。
この脱溶媒工程によって得られた遷移金属担持鶏糞を本実施形態のバイオマス処理用触
媒として用いてもよい。
【００４４】
（乾燥工程）
さらに、バイオマス処理用触媒の製造方法は、遷移金属担持鶏糞の液体分を除去するた
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めの乾燥工程を有していてもよい。乾燥工程は、溶媒除去工程を経た後、液体分が低減さ
れた遷移金属担持鶏糞を乾燥する乾燥工程としてもよい。又は、溶媒除去工程を経ずに、
接触工程後の遷移金属担持鶏糞を乾燥する乾燥工程としてもよい。
乾燥工程で用いる乾燥手段としては特に限定されないが、乾燥雰囲気下の酸素濃度が高
いと、得られたバイオマス処理用触媒は、熱分解ガスを改質する性能が低下する場合があ
る。そのため、不活性ガス（例えば、窒素、アルゴンなど）雰囲気下での乾燥が好ましい
。乾燥温度としては、遷移金属担持液中の溶媒の沸点を超える温度で行うことがよい。乾
燥時間は、目的とする乾燥度合いに応じて、設定することができる。
この乾燥工程によって得られた遷移金属担持鶏糞を本実施形態のバイオマス処理用触媒
として用いてもよい。
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なお、脱溶媒工程、及び、乾燥工程は、バイオマス処理用触媒を用いるバイオマス処理
装置の形態等により、必要に応じて行う工程である。
【００４５】
以下、本実施形態のバイオマス処理用触媒の製造方法として、ニッケルを担持した鶏糞
を含む触媒（以下、「ニッケル担持鶏糞」とも称する）を例に挙げて説明するが、これに
限定されるものではない。
【００４６】
まず、ニッケルを含有する溶液（以下、「ニッケル担持液」とも称する）を準備する。
ニッケル担持液はニッケルが含まれている溶液であれば特に限定されない。具体的には、
例えば、硝酸ニッケル、炭酸ニッケル、ヘキサアンミン炭酸ニッケル、ヘキサアンミン硝
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酸ニッケル、塩化ニッケル、シュウ酸ニッケル、酢酸ニッケル、ニッケルアセチルアセト
ナート、ニッケルカルボニル、シクロペンタジエニルニッケルなどのニッケルを含む化合
物を含有している溶液（例えば、水溶液）が挙げられる。ニッケル担持液は酸性でも、ア
ルカリ性でも構わないが、鶏糞中のカルシウムを溶解させ難い点で、アルカリ性に調製さ
れていることが好ましい。このようなニッケル担持液の中でも、ヘキサアンミン炭酸ニッ
ケル水溶液が好適に使用できる。ヘキサアンミン炭酸ニッケル水溶液は、アルカリ性に調
整されており、例えば、炭酸アンモニウムと塩基性炭酸ニッケルとアンモニア水と蒸留水
とを混合して撹拌することで得られる。
【００４７】
次に、養鶏コンポストを準備し、予め定められた粒度（例えば、０．５ｍｍ〜１．０ｍ
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ｍ）に揃える。粒度が揃えられた鶏糞コンポストは、次工程で行うニッケル担持液と接触
させる。
【００４８】
次に、上記で準備したニッケル担持液と、上記で準備した鶏糞コンポストとを接触させ
る（接触工程）。両者を接触させる方法としては、触媒中のニッケルの担持量を高める点
で、含浸法を採用することが好ましい。
【００４９】
ニッケル担持液と鶏糞コンポストとを含浸法で接触する場合、ニッケル担持液と鶏糞コ
ンポストとを混合し、撹拌機で撹拌する。撹拌条件は、ニッケル担持液全体に鶏糞コンポ
ストを含浸する点で、例えば、室温（例えば、２５℃）で、１時間撹拌することがよい。
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【００５０】
鶏糞コンポストに対するニッケル担持液の量は特に限定されない。鶏糞コンポストに対
するニッケル担持液の量は、ニッケルを担持した鶏糞コンポストに対するニッケル担持量
として、例えば、３質量％以上となる量であることがよく、３質量％〜４０質量％の範囲
が好ましい（より好ましくは５質量％〜３０質量％、さらに好ましくは１０質量％〜３０
質量％、特に好ましくは１５質量％〜２８質量％）。なお、ニッケルの担持量とは、ニッ
ケルを担持した鶏糞１００質量％（ニッケルと鶏糞の両方を含んだ重量を１００％質量）
に対するニッケルの割合である。
接触工程において得られたニッケル担持鶏糞をバイオマス処理用触媒として使用しても
よい。
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【００５１】
ニッケル担持液が水溶液（例えば、ヘキサアンミン炭酸ニッケル水溶液）である場合、
ニッケル担持液と鶏糞コンポストとを接触させて、ニッケル担持鶏糞を得た後、ニッケル
担持鶏糞中の水分を低減する脱水を行う（脱溶媒工程）。脱水は、例えば、自然濾過、遠
心濾過等の方法により行い、水分が低減されたニッケル担持鶏糞が得られる。この水分が
低減されたニッケル担持鶏糞をバイオマス処理用触媒として使用してもよい。
【００５２】
ニッケル担持鶏糞は、脱水した後、乾燥を経て（乾燥工程）、バイオマス処理用触媒と
してもよい。又は、脱水せずに、ニッケル担持鶏糞に対して乾燥を施してバイオマス処理
用触媒としてもよい。

10

【００５３】
ニッケル担持鶏糞は、窒素等の不活性ガス雰囲気下での乾燥が好ましい。乾燥温度はニ
ッケル担持鶏糞に含まれる溶媒（例えば、水）が揮散すればよく、温度は特に限定されな
い。例えば、ニッケル担持液が水溶液であれば、１００℃を超える温度（例えば、１０５
℃以上）で乾燥すればよい。乾燥時間は、目的とする乾燥度合いに応じて設定すればよく
、例えば、１２時間以上であることがよく、２４時間であることが好ましい。
そして、乾燥工程において得られたニッケル担持鶏糞をバイオマス処理用触媒として使
用してもよい。
【００５４】
以上の工程により、本実施形態のバイオマス処理用触媒として、ニッケルが鶏糞に担持
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された、ニッケル担持鶏糞が得られる。なお、遷移金属としてニッケルを例に挙げたが、
コバルト、又は鉄を用いた場合も同様の工程によって得られる。
【００５５】
＜バイオマス処理装置／バイオマス処理方法＞
本実施形態のバイオマス処理装置、及びバイオマス処理方法について説明する。
本実施形態のバイオマス処理装置は、バイオマス原料を熱分解して、熱分解ガスを生成
する熱分解手段と、前記熱分解ガス、及び本実施形態に係るバイオマス処理用触媒を接触
させて、前記熱分解ガスを改質して改質ガスを生成する改質ガス生成手段と、を備える。
また、本実施形態のバイオマス処理装置では、バイオマス原料を熱分解して、熱分解ガ
スを生成する熱分解工程と、前記熱分解ガス、及び本実施形態に係るバイオマス処理用触
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媒を接触させて、前記熱分解ガスを改質して改質ガスを生成する改質ガス生成工程と、を
有するバイオマス処理方法が実施される。
【００５６】
ここで、バイオマス処理装置によって、バイオマス原料を熱分解すると、タールを含む
熱分解ガスが生成する。そして、タールを含む熱分解ガスは、本実施形態に係るバイオマ
ス処理用触媒と接触させることで、熱分解ガス中のタールが分解され、改質ガスが生成さ
れる。
【００５７】
以下、本実施形態のバイオマス処理装置の一例を示すが、これに限定されるものではな
い。なお、図を参照してバイオマス処理装置の主要部を中心に説明し、その他の説明は省
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略する。
【００５８】
図１は、本実施形態のバイオマス処理装置の一例を示す概略図である。
図１に示すバイオマス処理装置１００は、反応器２１を備えており、反応器２１の内部
に、第１の反応室２３、及び第２の反応室２５が設けられている。そして、第２の反応室
２５は、第１の反応室２３に続いて配置されている。第１の反応室２３には、バイオマス
原料１を配置するためのバイオマス原料配置部１１を備えている。また、第２の反応室２
５には、バイオマス処理用触媒３を配置するためのバイオマス処理用触媒配置部１３を備
えている。バイオマス処理用触媒配置部１３は、バイオマス原料配置部１１を備える第１
の反応室２３を有する側とは反対側に設けられている。
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第２の反応室２５には、バイオマス処理用触媒配置部１３のバイオマス処理用触媒３を
配置する側とは反対側に、必要に応じて、タールを吸着させるタールトラップ（不図示）
を備えていてもよい。タールトラップは、例えば石英ウール等により形成される。
【００５９】
バイオマス処理装置１００は、反応器２１の外部に、第１の反応室２３、及び第２の反
応室２５内に不活性ガスを供給するための不活性ガス供給装置３１と、第２の反応室２５
内に水蒸気を供給するための水蒸気供給装置３３とを備えている。また、反応器２１の外
部に、バイオマス原料１を加熱するためのバイオマス原料加熱装置４１Ａ及び４１Ｂと、
バイオマス処理用触媒３を加熱するためのバイオマス処理用触媒加熱装置４３Ａ及び４３
Ｂと、ガスを精製するためのトラップ５１Ａ及び５１Ｂと、分析装置６１とを備えている
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。
【００６０】
バイオマス原料加熱装置４１Ａ及び４１Ｂは、第１の反応室２３内に配置されているバ
イオマス原料配置部１１に対応する位置に備えられている。また、バイオマス処理用触媒
加熱装置４３Ａ及び４３Ｂは、第２の反応室２５内に配置されているバイオマス処理用触
媒配置部１３に対応する位置に備えられている。
【００６１】
ここで、バイオマス処理装置１００の第１の反応室２３と、第１の反応室２３内に設け
られたバイオマス原料配置部１１と、反応器２１の外部に設けられたバイオマス原料加熱
装置４１Ａ及び４１Ｂとを有する部分は、熱分解部（熱分解手段の一例）である。また、
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バイオマス処理装置１００の第２の反応室２５と、第２の反応室２５内に設けられたバイ
オマス処理用触媒配置部１３と、反応器２１の外部に設けられたバイオマス処理用触媒加
熱装置４３Ａ及び４３Ｂを有する部分は、改質ガス生成部（改質ガス生成手段の一例）で
ある。
【００６２】
不活性ガス供給装置３１は、不活性ガス供給装置３１に接続されている不活性ガス供給
管３１３の他端が、反応器２１内の第１の反応室２３に設けられた不活性ガス供給口３１
１と接続されることによって、第１の反応室２３と連通されている。
水蒸気供給装置３３は、水蒸気供給装置３３に接続されているバルブ３３３を備えた水
蒸気供給管３３５の他端が、反応器２１内の第２の反応室２５に設けられた水蒸気供給口
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３３１と接続されることによって、第２の反応室２５と連通されている。
また、不活性ガス供給装置３１に接続されている不活性ガス供給管３１３は、水蒸気供
給管３３５と連絡する連絡管３１５によって接続されている。連絡管３１５は水蒸気供給
管３３５に備えられたバルブ３３３よりも反応器２１側に配置されている。
【００６３】
トラップ５１Ａ及び５１Ｂは、ガス排出口２７を介して、反応器２１と接続されており
、トラップ５１Ａは浴槽５３Ａ内に配置され、トラップ５１Ｂは浴槽５３Ｂ内に配置され
ている。そして、分析装置６１は、トラップ５１Ｂと接続されている。
【００６４】
以下、バイオマス処理装置１００の各構成について説明する。

40

反応器２１の材質は、バイオマス原料１、及びバイオマス処理用触媒３を加熱したとき
の温度に耐え得る材質であれば特に限定されるものではない。反応器２１の材質としては
、セラミック、金属等の材料が挙げられ、例えば、耐熱温度が１０００℃以上であること
が好ましい。ここで、耐熱温度とは、バイオマス原料１、及びバイオマス処理用触媒３を
加熱したときに、反応器２１を構成する材料が溶融等により劣化しない温度を表す。
反応器２１の内壁の材質は、バイオマス原料１を処理した後に残存する固体炭素成分の
除去が容易にする点を考慮して選択することが望ましい。
反応器２１の大きさは、特に限定されないが、目的とするバイオマス原料の処理量等に
よって設計すればよい。
【００６５】
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バイオマス原料配置部１１、及びバイオマス処理用触媒配置部１３の材質は、バイオマ
ス原料１、及びバイオマス処理用触媒３を加熱したときの温度に耐え得る材質であれば特
に限定されず、例えば、上記で例示した反応器２１と同様の材質が挙げられる。
また、バイオマス原料配置部１１、及びバイオマス処理用触媒配置部１３の形状は、バ
イオマス原料１、及びバイオマス処理用触媒３をそれぞれ固定し得るものであれば特に限
定されない。ただし、バイオマス原料１を熱分解して発生したガス、及び、バイオマス処
理用触媒３と接触して改質されたガスの流通を妨げるものでなければ、その構造は特に限
定されない。バイオマス原料配置部１１、及びバイオマス処理用触媒配置部１３の材質は
、反応器２１の内壁の材質と同様に、バイオマス原料１を処理した後に残存する固体炭素
成分の除去が容易にする点を考慮して選択することが望ましい。

10

【００６６】
不活性ガス供給装置３１は、窒素、アルゴン等のキャリアガスとして機能する不活性ガ
スを供給する装置である。不活性ガス供給装置３１は、例えば、窒素、アルゴン等の不活
性ガスが充填されたボンベが用いられて供給される。不活性ガスの供給は、例えばポンプ
等の装置を用いてもよい。
不活性ガスは、不活性ガス供給装置３１から、不活性ガス供給管３１３を通じて反応器
２１内の第１の反応室２３に供給される。また、不活性ガスは、不活性ガス供給管３１３
、連絡管３１５、及び水蒸気供給管３３５を通じて、第２の反応室２５にも供給される。
また、不活性ガスは、連絡管３１５に備えられたバルブ（不図示）の開閉操作により、
不活性ガス供給口３１１のみから反応器２１内に供給されるようにしてもよい。
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【００６７】
水蒸気供給装置３３は、ガス化剤として機能する水蒸気を供給する装置である。水蒸気
供給装置３３は、水蒸気を供給するものであれば特に限定されない。例えば、ボイラー等
が挙げられる。
水蒸気を供給する場合、例えば、水蒸気供給装置３３が接続している水蒸気供給管３３
５に備えているバルブ３３３の開閉操作により、水蒸気を第２の反応室２５内に供給する
ことができる。水蒸気は、第１の反応室２３及び第２の反応室２５に不活性ガスを供給し
ている状態で、不活性ガスとともに、第２の反応室２５のみに供給されるようになってい
る。第１の反応室２３に供給される不活性ガスの供給圧力は、反応室２５に供給される不
活性ガスおよび水蒸気の供給圧力よりも高くなるように調整されているため、水蒸気は、

30

第２の反応室２５のみに供給されるように制御されている。
なお、必要に応じて、連絡管３１５に備えられたバルブ（不図示）を閉め、バルブ３３
３を開けることにより、第１の反応室２３に不活性ガスのみ、第２の反応室２５に水蒸気
のみを供給することも可能である。
【００６８】
バイオマス原料加熱装置４１Ａ及び４１Ｂと、バイオマス処理用触媒加熱装置４３Ａ及
び４３Ｂは、それぞれ、バイオマス原料１、及びバイオマス処理用触媒３を加熱するため
の装置である。バイオマス原料加熱装置４１Ａ及び４１Ｂは、バイオマス原料１を熱分解
する温度まで加熱可能な装置であれば、特に限定されるものではない。また、バイオマス
処理用触媒加熱装置４３Ａ及び４３Ｂは、バイオマス原料１を熱分解して発生した熱分解

40

ガスを改質可能な温度に加熱可能な装置であれば特に限定されるものではない。このよう
な装置としては、例えば、電気ヒーターによる加熱装置、火炎による直接加熱装置等の各
種ヒーターが挙げられる。
【００６９】
なお、図１の示すバイオマス処理装置１００において、バイオマス原料加熱装置４１Ａ
及び４１Ｂと、バイオマス処理用触媒加熱装置４３Ａ及び４３Ｂとは、それぞれ反応器２
１の外部に配置されている。これらバイオマス原料加熱装置４１Ａ及び４１Ｂ、及びバイ
オマス処理用触媒加熱装置４３Ａ及び４３Ｂは、それぞれ、反応器２１内の第１の反応室
２３内、及び反応器２１内の第２の反応室２５内に配置することも可能である。
【００７０】
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トラップ５１Ａ及び５１Ｂは、バイオマス処理用触媒３と接触した後の改質ガスを冷却
し、改質ガスを精製する装置である。トラップ５１Ａ及び５１Ｂは、具体的には、タール
と水分とが凝集されて気液分離される装置である。トラップ５１Ａ及び５１Ｂは、それぞ
れ冷媒が充填された浴槽５３Ａ及び５３Ｂ内に収容されている。トラップ５１Ａ及び５１
Ｂ内には水が充填されている。図１では、トラップ５１Ａ及び５１Ｂは、それぞれ冷媒が
充填された浴槽５３Ａ及び５３Ｂ内に収容されている。
トラップ５１Ａ及び５１Ｂは、改質ガスを冷却し、改質ガスを精製する装置として機能
するものであれば、その形態は、特に限定されるものではない。
【００７１】
分析装置６１は、精製されたガスのガス成分の分析や、ガス成分の監視を行う装置であ
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る。精製されたガスのガス成分の分析や、ガス成分の監視を行うために適した装置であれ
ば特に限定されない。このような装置としては、例えば、ガスクロマトグラフ／水素イオ
ン化検出器（ＧＣ−ＦＩＤ）、ガスクロマトグラフ／熱伝導度検出器（ＧＣ−ＴＣＤ）等
が挙げられる。
なお、分析装置６１では、精製されたガスのガス成分を直接分析等してもよい。また、
分析装置６１で精製されたガスをサンプリングするサンプリング装置（不図示）を設け、
サンプリングしたガスのガス成分を分析等するようにしてもよい。
【００７２】
上記構成を備えたバイオマス処理装置１００により、バイオマス原料１を処理する。
以下、バイオマス処理装置１００を用いてバイオマス原料１を処理するバイオマス処理
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方法について説明する。
【００７３】
（バイオマス処理用触媒前処理工程）
本実施形態のバイオマス処理方法は、熱分解工程の前に、バイオマス処理用触媒３の前
処理を行うバイオマス処理用触媒前処理工程（以下、「前処理工程」とも称する）を有し
ていてもよい。前処理工程は、例えば、バイオマス処理用触媒３の乾燥、塩の分解を目的
として行われる。なお、この前処理工程は、必要に応じて行う工程である。バイオマス処
理用触媒３は、前処理工程を経ずに使用してもよい。
前処理工程は、まず、バイオマス処理用触媒配置部１３にバイオマス処理用触媒３を配
置する。そして、例えば、窒素雰囲気下、大気圧下で、４００℃〜５００℃（例えば、４
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５０℃）、３０分〜１２０分（例えば、６０分）の加熱条件で行うことができる。前処理
工程を経ない場合は、バイオマス原料１を処理する際に、バイオマス処理用触媒３が加熱
される。
【００７４】
バイオマス処理用触媒３の前処理工程の有無にかかわらず、バイオマス処理用触媒３は
、バイオマス原料１を熱分解したときに生じる熱分解ガスが通過するように、バイオマス
処理用触媒配置部１３に配置される。バイオマス処理用触媒３は、熱分解ガスを効率的に
接触させる点で、バイオマス処理用触媒配置部１３に隙間が生じないように配置される。
ただし、バイオマス処理用触媒３は、熱分解ガスの通過を妨げない程度の厚みや、密度を
考慮して配置される。
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【００７５】
（熱分解工程）
次に、バイオマス原料配置部１１にバイオマス原料１を配置する。バイオマス原料１と
しては、例えば、間伐材、及び剪定枝など（例えば、スギ、ヒノキ等）の木質系バイオマ
ス；籾殻、及び稲藁などの農業系バイオマス；牛糞、豚糞、及び鶏糞などの畜産系バイオ
マス；等が挙げられる。さらに、家庭生ごみや下水汚泥などの生活廃棄物系バイオマス；
活性汚泥、製紙スラッジ、及びコーヒー粕などの工業廃棄物系バイオマス：なども挙げら
れる。バイオマス原料１の形態は特に限定されないが、取扱い上の点から、例えば、乾燥
されている状態であることが好ましい。また、同様の点で、取扱い上、支障が生じない範
囲で粉砕されていることが好ましい。例えば、バイオマス原料を粉砕するためエネルギー
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効率や、バイオマス原料を加熱する際の熱伝導性をも考慮すると、粉砕したバイオマス原
料１の平均粒径を１ｍｍ〜５ｍｍとすることが好ましい。
【００７６】
バイオマス処理用触媒３を第２の反応室２５内のバイオマス処理用触媒配置部１３に、
バイオマス原料１を第１の反応室２３内のバイオマス原料配置部１１に、それぞれ配置し
た後、不活性ガス供給装置３１から、不活性ガスを第１の反応室２３、及び第２の反応室
２５に供給する。
【００７７】
不活性ガスを各反応室２３、２５に供給した後、バイオマス原料１の熱分解に先立って
、バイオマス処理用触媒加熱装置４３Ａ及び４３Ｂによりバイオマス処理用触媒３を加熱
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し、予め定められた温度に昇温する。次に、バイオマス原料加熱装置４１Ａ及び４１Ｂに
よりバイオマス原料１を加熱し、熱分解を行うために、予め定められた温度に昇温する。
【００７８】
バイオマス原料加熱装置４１Ａ及び４１Ｂによって、バイオマス原料１の熱分解を行う
ために加熱する温度は、バイオマス原料１の種類や状態等に応じて決定される。加熱条件
としては、例えば、大気圧で、４５０℃〜９００℃（好ましくは、４５０℃〜６００℃）
に加熱されることがよい。この範囲の温度であると、バイオマス原料１が熱分解されて、
効率的に熱分解ガスが生成される。なお、この熱分解ガスには、タールが含まれている。
【００７９】
（改質ガス生成工程）
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バイオマス原料１の熱分解により生成したタールを含む熱分解ガスは、不活性ガスと共
に、バイオマス処理用触媒３が配置されたバイオマス処理用触媒配置部１３に向かって流
れる。そして、タールを含む熱分解ガスは、バイオマス処理用触媒加熱装置４３Ａ及び４
３Ｂにより加熱された状態のバイオマス処理用触媒３と接触し、熱分解ガスに含まれるタ
ールが分解され、改質ガスが生成される。
改質ガス生成工程では、必要に応じて、水蒸気存在下で、タールを含む熱分解ガスと前
記バイオマス処理用触媒３とを接触させてもよい。水蒸気は、不活性ガスと共に、水蒸気
供給装置３３から、改質ガス生成部に対応する第２の反応室２５に供給することができる
。水蒸気の供給量としては、２５℃で、０ｋＰａ〜３５ｋＰａ（好ましくは１ｋＰａ〜３
５ｋＰａ、より好ましくは５ｋＰａ〜３０ｋＰａ）であることがよい。
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【００８０】
改質ガス生成工程において、熱分解ガスが改質される改質温度としては、熱分解ガスに
含まれるタールの分解と、加熱による供給エネルギーとのバランスの点から、４００℃〜
６００℃であることがよい。好ましくは４００℃以上５５０℃未満、より好ましくは４０
０℃以上５００℃未満である。
改質温度が上記温度範囲であると、供給エネルギーを抑制しつつ、バイオマス処理用触
媒３と接触した熱分解ガスに含まれるタールが分解され、改質ガスが生成される。
【００８１】
改質ガス生成工程において、効率的に熱分解ガスを改質し得る点で、熱分解ガスとバイ
オマス処理用触媒３とを、水蒸気の存在下、４００℃以上５００℃未満の改質温度で接触
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させることが好ましい。本実施形態のバイオマス処理用触媒３を用い、改質ガス生成工程
を水蒸気存在下で行うと、従来のバイオマス処理用触媒（例えば、ニッケル担持褐炭など
）を用いた場合に比べ、改質温度が特に４００℃以上５００℃未満であっても、熱分解ガ
ス中に含まれるタールの分解が促進され、改質ガスの生成量（例えば、改質ガス中の水素
ガス）が増大しやすい。
【００８２】
改質ガス生成工程によって生成された改質ガスは、反応器２１のガス排出口２７から排
出される。ガス排出口２７から排出された改質ガスは、トラップ５１Ａ、及びトラップ５
１Ａに続くトラップ５１Ｂに導入されて冷却される。トラップ５１Ａ、及びトラップ５１
Ｂに導入された改質されたガスは、トラップ５１Ａ、及びトラップ５１Ｂのそれぞれに充
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填された水によって、改質ガス生成工程で分解しきれなかったタール分と、水分とが凝集
されて気液分離される。そして、気液分離されることで、改質ガスが精製されて精製ガス
が得られる。精製ガスは、分析装置６１により精製ガスの成分組成が分析・監視される。
【００８３】
このようにして得られた精製ガスは、例えば、Ｈ２、ＣＨ４、ＣＯ、ＣＯ２等の火力発
電、燃料電池、都市ガス、化学原料等に利用可能なエネルギー源として活用され得る。
【００８４】
なお、本実施形態のバイオマス処理装置として、図１に示されるバイオマス処理装置１
００を例に挙げて説明したが、上記装置に限定されるものではない。
【実施例】
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【００８５】
以下、実施例を挙げて本発明を具体的に説明するが、本発明はこれらの実施例に制限さ
れるものではない。
【００８６】
〔ヘキサアンミン炭酸ニッケル［（ＮＨ３）６ＮｉＣＯ３］水溶液の調製〕
ＮｉＣＯ３・２Ｎｉ（ＯＨ）２・４Ｈ２Ｏを９５ｇと、（ＮＨ４）２ＣＯ３を３５ｇと
を、２５質量％アンモニア水２００ｇと、蒸留水１７０ｇとの混合液中に投入して、撹拌
機により２４時間撹拌した。撹拌後、吸引濾過することで、ヘキサアンミン炭酸ニッケル
［（ＮＨ３）６ＮｉＣＯ３］水溶液（１）を調製した。
そして、それぞれの投入量を調製し、ニッケルの含有量が異なるヘキサアンミン炭酸ニ
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ッケル水溶液（２）〜（６）を準備した。
なお、ヘキサアンミン炭酸ニッケル水溶液はニッケル担持液である。
【００８７】
〔鶏糞コンポストの作製〕
養鶏場から入手したコンポスト化された鶏糞（鶏糞コンポスト）（Ｃａの含有量：１６
．８質量％）を準備し、粒度が０．５ｍｍ〜１．０ｍｍの範囲になるように大きさを揃え
た。
【００８８】
＜実施例１＞
〔ニッケル担持鶏糞の作製〕

30

上記で調製したヘキサアンミン炭酸ニッケル水溶液（１）と、上記で作製したコンポス
ト化された鶏糞とを混合して、撹拌機により３時間撹拌した。撹拌終了後、洗浄濾過を行
い、ニッケルが担持された鶏糞コンポストを得た。次に、ニッケルが担持された鶏糞コン
ポストを窒素雰囲気下で１０７℃、１２時間乾燥し、ニッケル担持鶏糞を得た。このニッ
ケル担持鶏糞をふるい分けによって、０．５ｍｍ〜１．０ｍｍの範囲になるように粒度を
揃えて、実施例１のバイオマス処理用触媒とした。このバイオマス処理用触媒を分析した
結果を表１に示す。なお、分析方法は既述のとおりである。
【００８９】
＜実施例２〜６＞
上記で調製したニッケルの含有量が異なるヘキサアンミン炭酸ニッケル水溶液（２）〜
（６）を用い、それぞれのヘキサアンミン炭酸ニッケル水溶液と、上記で作製したコンポ
スト化された鶏糞とを混合した。１時間撹拌後、洗浄濾過を行わず、ニッケル担持量が異
なるニッケルが担持された鶏糞コンポストを得た。次に、ニッケルが担持された鶏糞コン
ポストを窒素雰囲気下で１０７℃、２４時間乾燥した。このニッケル担持鶏糞をふるい分
けによって、０．５ｍｍ〜１．０ｍｍの範囲になるように粒度を揃えて、実施例２〜６の
バイオマス処理用触媒とした。これらのバイオマス処理用触媒を分析した結果を表１に示
す。なお、分析方法は既述のとおりである。
【００９０】
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【表１】

10

【００９１】
表１において、「Ｎｉ」はニッケルを、「Ｃａ」はカルシウムを、それぞれ表す。
また、「Ｎｉ担持液Ｎｏ．」は、ヘキサアンミン炭酸ニッケル水溶液の番号を表す。
【００９２】
＜評価Ａ＞
〔バイオマス処理用触媒のニッケル担持量の影響〕
−バイオマス処理用触媒の前処理−
実施例１〜６で作製したバイオマス処理用触媒のそれぞれについて、バイオマス処理用
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触媒：３．５ｇを、図１に示すようなバイオマス処理装置のバイオマス処理用触媒配置部
に配置した。また、バイオマス処理用触媒配置部とガス排出口との間に石英ウール製のタ
ールトラップを配置した。次に、窒素ガスを１２０ｍｌ／分の流速でバイオマス処理装置
に導入した。バイオマス処理用触媒を室温から４５０℃になるまで２０℃／分の昇温速度
で加熱し、４５０℃に達したところで、６０分保持して、各例で作製したバイオマス処理
用触媒の前処理を行った。
【００９３】
−熱分解および改質−
まず、図１に示すようなバイオマス処理装置のバイオマス処理用触媒配置部に、前処理
されたバイオマス処理用触媒（前処理前の触媒重量：３．５ｇ）を配置した。バイオマス
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原料としてヒノキを準備し、ヒノキの１ｇを、図１に示すようなバイオマス処理装置のバ
イオマス原料配置部に配置した。
次に、窒素ガスを１２０ｍｌ／分の流速でバイオマス処理装置に導入し、バイオマス処
理用触媒を室温から４５０℃になるまで２０℃／分の加熱速度で加熱した。温度が４５０
℃に達したところで、この温度を保持した。その後、バイオマス原料を室温から９００℃
になるまで、１０℃／分の昇温速度で加熱した。そして、線速度を３．６ｍ／分として、
評価を行った。
図１に示すようなバイオマス処理装置におけるトラップの後段にガスバックを設置し、
ガスバックで収集したガスをガスクロマトグラフ（ＴＣＤ）により分析した。また、石英
ウールにより捕集された重質タール、すす、及びチャーは、実験終了後、乾燥空気流通下
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で燃焼させ、燃焼ガスをガスクロマトグラフ（ＦＩＤ）により分析した。トラップにより
回収された水溶性タールを全有機体炭素計により分析した。投入したバイオマスの炭素量
に対する、各成分（ガス、タール、すす、及びチャー）の炭素量を百分率で算出し、炭素
収支として定義した。結果を図２に示す。なお、上記のガスバックで収集したガスの分析
方法、及び炭素収支の分析方法は、評価Ａ〜Ｄにおいて共通である。
また、バイオマス処理用触媒の比較として、前処理されたバイオマス処理用触媒（前処
理前の触媒重量：３．５ｇ）に代えて、前処理されたニッケルが担持されていない鶏糞コ
ンポスト（前処理前の触媒重量：３．５ｇ）をバイオマス処理用触媒配置部に配置して、
評価を行った。
【００９４】
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図２に示すように、ニッケルが担持されない鶏糞コンポストのみを用いた場合は、改質
されるガスの生成量が少ない。一方、ニッケルが担持された実施例１〜６のニッケル担持
鶏糞を用いた場合は、タールが分解されているのが分かる。特にニッケルの担持量が１０
質量％以上（とりわけ１５質量％以上）の範囲では、タールの分解が顕著であることが分
かる。また、実施例１〜６のニッケル担持鶏糞を用いた場合、生成した改質ガスは、エネ
ルギー源として利用価値の高い水素ガスの生成量が増加することが分かる。
なお、図２に示す炭素収支は、便宜上、すすを除いた炭素収支を示している。
【００９５】
＜評価Ｂ＞
10

〔温度依存性〕
評価Ａと同様の方法により、熱分解を行った。ただし、評価Ｂでは、バイオマス処理用
触媒として、実施例４（ニッケル担持量２０質量％）のニッケル担持鶏糞を用いた。
また、バイオマス処理用触媒の比較として、ニッケルが担持されていない鶏糞コンポス
トを用いた。
改質処理の条件は、２種類の実験により、温度依存性の評価を行った。具体的には、以
下のとおりである。結果を図３に示す。
（評価Ｂ−１）バイオマス処理用触媒を室温から４５０℃まで２０℃／分の加熱速度で加
熱し、４５０℃に達したところで、この温度を保持してガスを改質する評価。
（評価Ｂ−２）バイオマス処理用触媒を室温から６００℃まで２０℃／分の加熱速度で加
熱し、６００℃に達したところで、この温度を保持してガスを改質する評価。
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【００９６】
図３に示すように、評価Ｂ−１では、ニッケル担持鶏糞を用いた場合、鶏糞コンポスト
のみ用いた場合に比べ、タールの分解量が多く、改質されるガスの生成量が多い。
一方、評価Ｂ−２では、鶏糞コンポストのみ用いた場合でも、タールが分解され、改質
ガスの生成量が増加する。このことから、鶏糞中のカルシウムは、触媒として機能する成
分であることが分かる。
ニッケル担持鶏糞を用いた場合、評価Ｂ−１及び評価Ｂ−２のいずれにおいても、鶏糞
コンポストのみ用いた場合に比べ、改質ガスの生成量が多く、さらに、エネルギー源とし
て利用価値の高い水素の発生が多いことがわかる。また、ニッケル担持鶏糞を用いた場合
、評価Ｂ−１でも、改質ガスの生成量は多いことから、ニッケル担持鶏糞は、ニッケルと
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カルシウムとの相互作用により、２元系触媒として機能していると考えられる。
【００９７】
＜評価Ｃ＞
〔触媒比較〕
評価Ａと同様の方法により、熱分解を行った。ただし、評価Ｃでは、バイオマス処理用
触媒として、実施例４（ニッケル担持量２０質量％）のニッケル担持鶏糞を用いた。
また、バイオマス処理用触媒の比較として、川砂、ニッケル担持褐炭（Ｎｉを担持させ
た豪州褐炭（Ｌｏｙ

Ｙａｎｇ

炭））、ニッケルが担持されない鶏糞コンポストを用い

た。結果を図４および図５に示す。
【００９８】
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図４に示すように、ニッケル担持鶏糞を用いた場合、川砂、及び鶏糞コンポストを用い
た場合に比べて、タールの分解量が多く、改質ガスの生成量が多いことがわかる。また、
図５に示すように、ニッケル担持鶏糞を用いた場合、ニッケル担持褐炭を用いた場合と同
等のタール分解効果、熱分解ガス改質効果が得られることが分かる。ただし、ニッケル担
持鶏糞を用いた場合、ニッケル担持褐炭を用いた場合に比べて、エネルギー源として利用
価値の高い水素の生成量が多いことがわかる。
なお、図５において、Ｎｉ担持褐炭は、すすを含めた炭素収支を算出することが困難で
あるため、すすを除いた炭素収支を示している。それに合わせて、Ｎｉ担持鶏糞の炭素収
支も、すすを除いた炭素収支を示している。
【００９９】
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＜評価Ｄ＞
〔水蒸気の影響〕
評価Ａと同様の方法により、熱分解を行った。ただし、評価Ｄでは、図１に示すような
バイオマス処理装置のバイオマス処理用触媒配置部の近傍に水蒸気が３０ｋＰａとなるよ
うに、窒素ガスと共に供給した。また、バイオマス処理用触媒として、実施例４（ニッケ
ル担持量２０質量％）のニッケル担持鶏糞を用いた。
また、バイオマス処理用触媒の比較として、川砂、及びニッケル担持褐炭を用いた。結
果を図６に示す。
【０１００】
図６に示すように、窒素雰囲気下による改質条件において、ニッケル担持鶏糞を用いた

10

場合は、ニッケル担持褐炭を用いた場合と同等の性能が得られることが分かる。窒素雰囲
気下、かつ、水蒸気存在下による改質条件においては、ニッケル担持鶏糞を用いた場合は
、ニッケル担持褐炭を用いた場合よりも生成ガス量が多くなることがわかる。しかも、ニ
ッケル担持鶏糞を用いた場合ではエネルギー源として利用価値の高い水素が特に多く生成
される。
なお、図６において、図５と同様の理由により、すすを除いた炭素収支を示している。
【０１０１】
以上から、本実施形態のバイオマス処理用触媒によれば、バイオマスのガス化プロセス
において、４５０℃という低温でもタールの発生が抑制されるという利点をもたらす。
また、本実施形態のバイオマス処理用触媒を用いることにより、低品位バイオマス（例
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えば、家畜排泄物、下水汚泥等）から、エネルギー利用を促進することができる。
さらに、本実施形態のバイオマス処理用触媒は、例えば、ニッケル等の遷移金属を鶏糞
に担持させることから、鶏糞の廃棄物利用と環境汚染源の減容という効果が得られる。
【符号の説明】
【０１０２】
１

バイオマス原料、

３

バイオマス処理用触媒、

１１

バイオマス原料配置部、

１３

バイオマス処理用触媒配置部、

２１

反応器、

２３

第１の反応室、

２５

第２の反応室

２７

ガス排出口、

３１

不活性ガス供給装置、

３３

水蒸気供給装置、
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４１Ａ、４１Ｂ

バイオマス原料加熱装置、

４３Ａ、４３Ｂ

バイオマス処理用触媒加熱装置、

５１Ａ、５１Ｂ

トラップ、

５３Ａ、５３Ｂ

浴槽、

６１

分析装置、

１００

バイオマス処理装置、

３１１

不活性ガス導入口、

３１３

不活性ガス供給管

３３１

水蒸気供給口、

３３３

バルブ

３３５

水蒸気供給管
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