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(54)【発明の名称】有形燃料のガス化装置及びガス化方法
(57)【要約】
【課題】

ガス化炉又は熱分解炉の熱分解ガスを比較的

良質の燃料ガスに改質することができる有形燃料のガス
化装置及びガス化方法を提供する。
【解決手段】

ガス化装置１は、有形燃料の熱分解によ

り熱分解ガスを生成可能な熱分解ガス化炉２を備えると
ともに、加熱装置１０及び供給装置ＭＧを備える。加熱
装置は、水又は低温水蒸気と低温空気とを７００℃以上
の高温水蒸気及び高温空気に加熱し、供給装置は、高温
水蒸気及び高温空気を有形燃料の熱分解域及び熱分解ガ
スの改質域に導入する。高温空気は、熱分解ガスと発熱
反応し、高温水蒸気は、熱分解ガス中の炭素化合物と吸
熱反応する。適当な比率の高温空気及び高温水蒸気を熱
分解域及び改質域に導入することにより、熱分解ガスと
高温空気及び高温水蒸気との反応が円滑に進行し、高温
空気及び高温水蒸気の相乗効果により比較的良質の高温
燃料ガスを生成することができる。
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【特許請求の範囲】

特徴とする請求項３に記載のガス化装置。

【請求項１】

【請求項８】

有形燃料の熱分解により熱分解ガスを生

前記高温燃料ガスを低温燃料ガスに冷却

成可能なガス化炉又は熱分解炉を備えた有形燃料のガス

する冷却装置を更に有し、該冷却装置は、前記高温燃料

化装置において、

ガスが保有する顕熱によって前記低温水蒸気を生成する

水又は低温水蒸気と低温空気とを７００℃以上の高温水

熱交換器を備えることを特徴とする請求項２又は７に記

蒸気及び高温空気に加熱する水蒸気及び空気の加熱装置

載のガス化装置。

と、前記高温水蒸気及び高温空気を有形燃料の熱分解域

【請求項９】

及び／又は熱分解ガスの改質域に導入する高温水蒸気及

温燃料ガスに冷却する冷却装置により構成され、該冷却

び高温空気の供給装置とを備えることを特徴とする有形
燃料のガス化装置。
【請求項２】

前記加熱装置は、前記高温燃料ガスを低

装置は、前記燃料ガスと低温水蒸気及び／又は低温空気
10

との熱交換により低温水蒸気及び／又は低温空気を７０

前記供給装置は、前記高温水蒸気及び高

０℃以上の温度に加熱する高温加熱用熱交換器を備える

温空気を前記熱分解域及び／又は改質域に導入し、該熱

ことを特徴とする請求項２又は７に記載のガス化装置。

分解ガス中の炭素化合物と前記高温水蒸気及び高温空気

【請求項１０】

との吸熱反応及び発熱反応により前記熱分解ガスを高温

水蒸気及び／又は低温空気との熱交換により低温水蒸気

燃料ガスに改質することを特徴とする請求項１に記載の

及び／又は低温空気を５００℃〜７００℃の温度に加熱

ガス化装置。

する中温加熱用熱交換器を備えることを特徴とする請求

【請求項３】

前記供給装置は、前記高温水蒸気及び高

前記冷却装置は、前記燃料ガスと低温

項９に記載のガス化装置。

温空気を前記有形燃料の熱分解域に導入し、前記有形燃

【請求項１１】

料は、前記高温水蒸気及び高温空気が保有する顕熱と、

の熱交換により低温水蒸気を生成する水蒸気生成用熱交

前記高温空気及び有形燃料の酸化発熱反応により発生す

20

前記冷却装置は、前記燃料ガスと水と

換器を備えることを特徴とする請求項１０に記載のガス

る熱とによって熱分解し、熱分解ガスを生成することを

化装置。

特徴とする請求項１に記載のガス化装置。

【請求項１２】

【請求項４】

前記加熱装置は、低温水蒸気を７００℃

を更に有し、該精製装置は、精製後の燃料ガスの少なく

以上の高温に加熱する水蒸気加熱装置と、低温空気を７

とも一部を前記加熱装置に供給する燃料ガス給送路を備

００℃以上の高温に加熱する空気加熱装置とを有し、前

え、前記加熱装置は、精製燃料ガスの燃焼熱によって前

記供給装置は、前記高温水蒸気及び高温空気を前記熱分

記水又は低温水蒸気と前記低温空気とを高温に加熱する

解域及び／又は改質域に夫々導入する高温水蒸気供給路

ことを特徴とする請求項２、７又は８に記載のガス化装

及び高温空気供給路を備えることを特徴とする請求項１

置。

乃至３のいずれか１項に記載のガス化装置。

【請求項１３】

【請求項５】

前記加熱装置は、低温水蒸気及び低温空

30

前記燃料ガスを精製するガス精製装置

前記混合手段は、前記水蒸気及び空気

の混合比を任意の混合比に可変設定可能な混合制御装置

気を混合する混合手段と、前記水蒸気及び空気の混合気

を備えることを特徴とする請求項５又は６に記載のガス

を７００℃以上の高温に加熱する水蒸気・空気加熱装置

化装置。

とを有し、前記供給装置は、高温の水蒸気及び空気の混

【請求項１４】

合気を前記熱分解域及び／又は改質域に導入する高温混

生成する有形燃料のガス化方法において、

合気供給路を備えることを特徴とする請求項１乃至３の

水又は低温水蒸気と低温空気とを７００℃以上の高温水

いずれか１項に記載のガス化装置。

蒸気及び高温空気に加熱し、前記高温水蒸気及び高温空

【請求項６】

気を有形燃料の熱分解域及び／又は熱分解ガスの改質域

前記加熱装置は、低温水蒸気を７００℃

以上の高温に加熱する水蒸気加熱装置と、低温空気を７

に導入することを特徴とする有形燃料のガス化方法。

００℃以上の高温に加熱する空気加熱装置と、前記高温
水蒸気及び高温空気を混合する混合手段とを有し、前記

有形燃料の熱分解により熱分解ガスを

【請求項１５】
40

前記高温水蒸気及び高温空気を前記熱

分解ガスに混合し、前記高温空気と前記熱分解ガス中の

供給装置は、前記高温水蒸気及び高温空気の混合気を前

炭素化合物との発熱反応により発生した熱により、前記

記熱分解域及び／又は改質域に導入する高温混合気供給

高温水蒸気及び前記炭素化合物の吸熱改質反応に要する

路を備えることを特徴とする請求項１乃至３のいずれか

熱を補うことを特徴とする請求項１４に記載のガス化方

１項に記載のガス化装置。

法。

【請求項７】

【請求項１６】

前記熱分解ガスを導入可能な改質域を備

前記高温水蒸気及び高温空気を前記熱

えた改質装置を有し、前記供給装置は、前記高温空気及

分解域に導入し、前記高温水蒸気及び高温空気が保有す

び高温水蒸気を前記熱分解域及び改質域に導入する高温

る顕熱と、前記高温空気及び有形燃料の酸化発熱反応に

空気及び高温水蒸気の供給路を備え、熱分解ガス中の炭

より発生する熱とによって前記有形燃料を熱分解し、熱

素化合物と水蒸気及び空気との吸熱反応及び発熱反応に

分解ガスを生成することを特徴とする請求項１４に記載

よって前記熱分解ガスを高温燃料ガスに改質することを
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のガス化方法。
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【請求項１７】

4

前記高温水蒸気及び高温空気の混合比

載のガス化装置を備えた石炭ガス化システム。

が、任意の混合比に可変制御されることを特徴とする請

【請求項２９】

求項１４に記載のガス化方法。

載のガス化装置と、該ガス化装置が生成した燃料ガスを

【請求項１８】

燃料として作動する発電装置とを備えたガス化発電シス

前記低温空気として、比較的低温の空

請求項１乃至１３のいずれか１項に記

気、純酸素、或いは、空気及び酸素の混合気が使用され

テム。

ることを特徴とする請求項１４乃至１７のいずれか１項

【発明の詳細な説明】

に記載のガス化方法。

【０００１】

【請求項１９】

【発明の属する技術分野】本発明は、有形燃料のガス化

前記改質域の改質反応を受けた熱分解

ガスは、低温水蒸気及び／又は低温空気と熱交換し、該
低温水蒸気及び／又は低温空気を７００℃以上の温度に

装置及びガス化方法に関するものであり、より詳細に
10

は、廃棄物、石炭、バイオマス燃料又は重質油等の有形

加熱することを特徴とする請求項１４乃至１６のいずれ

燃料を熱分解反応によりガス化し、比較的良質の燃料ガ

か１項に記載のガス化方法。

スを生成する有形燃料のガス化装置及びガス化方法に関

【請求項２０】

するものである。

前記改質域の改質反応を受けた熱分解

ガスは、低温水蒸気及び／又は低温空気と熱交換し、該

【０００２】

低温水蒸気及び／又は低温空気を５００℃〜７００℃の

【従来の技術】廃プラスチック、汚泥、シュレッダダス

温度に加熱することを特徴とする請求項１９に記載のガ

ト又は都市ゴミ等の廃棄物、或いは、石炭等の固体燃料

ス化方法。

を熱分解炉に導入し、無酸素又は低酸素状態の高温還元

【請求項２１】

前記改質域の改質反応を受けた熱分解

性雰囲気において固体燃料を熱分解して熱分解ガスを生

ガスは、水と熱交換し、低温水蒸気を生成することを特

成する固体燃料のガス化システムが知られている。熱分

徴とする請求項２０に記載のガス化方法。
【請求項２２】
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解炉として、廃棄物ガス化溶融炉、石炭ガス化炉、ロー

前記改質域において改質反応を受けた

タリーキルン式熱分解炉（外部加熱式熱分解炉）又はー

熱分解ガスは、洗浄・浄化処理を受けた後、ガス化装置

括投入型熱分解炉（自燃式熱分解炉) などの様々な形式

外の燃焼設備又は熱機関に対して精製燃料ガスとして供

の燃焼炉又は焼成炉が、一般に使用される。

給されるとともに、水又は低温水蒸気と低温空気とを７

【０００３】本発明者等は、８００℃を超える高温の空

００℃以上の高温水蒸気及び高温空気に加熱する加熱装

気を連続的に供給可能な高温空気発生装置と、多数の球

置に対して精製燃料ガスとして供給され、該加熱装置

形セラミックスを内蔵した廃棄物ガス化溶融炉とを含む

は、前記精製燃料ガスの燃焼熱によって前記水又は低温

廃棄物ガス化溶融システムを近年において開発してい

水蒸気と前記低温空気とを加熱することを特徴とする請

る。高温空気発生装置の高温空気は、廃棄物ガス化炉に

求項１４乃至１８のいずれか１項に記載のガス化方法。

導入され、球形セラミックス（ペブル）上の廃棄物は、

【請求項２３】

前記精製燃料ガスは、前記燃焼設備又

30

溶融スラグ化する。廃棄物の熱分解により生成した熱分

は熱機関の燃焼装置に主燃料として供給されることを特

解ガスは、炉外に導出され、洗浄装置及び浄化装置に導

徴とする請求項２２に記載のガス化方法。

入される。洗浄・浄化装置は、熱分解ガスの塩素分、硫

【請求項２４】

前記精製燃料ガスは、前記燃焼設備又

黄分、重金属又は微量残留物等の環境汚染物質を除去す

は熱機関の燃焼装置に補助燃料として供給され、該燃焼

るとともに、熱分解ガスを急冷し、ダイオキシンの再合

装置の主燃料及び／又は燃焼用空気に添加されることを

成等を防止する。洗浄・浄化され且つ冷却した熱分解ガ

特徴とする請求項２２に記載のガス化方法。

スは、比較的良質の燃料ガスとしてボイラ又は工業炉等

【請求項２５】

前記改質反応を受けた熱分解ガスは、

の加熱炉、ガスエンジン、ガスタービン又はディーゼル

洗浄・浄化処理を受ける前に冷却装置に導入され、該冷

エンジン等の内燃機関、或いは、各種の熱サイクル機関

却装置は、前記熱分解ガスが保有する顕熱によって水を
低温水蒸気に気化し、或いは、低温水蒸気及び／又は空

等の如く、任意の燃焼設備又は熱機関に供給される。
40

【０００４】また、近年の熱分解ガス化システムとし

気を加熱するとともに、前記熱分解ガスを冷却すること

て、例えば、熱分解ガスを生成する熱分解炉と、クラッ

を特徴とする請求項２２乃至２４のいずれか１項に記載

キング装置等の高温分解処理装置と、熱分解ガスを洗浄

のガス化方法。

・冷却するガス洗浄装置とを備えた構成のものが知られ

【請求項２６】

前記有形燃料として、廃棄物、石炭、

ている。熱分解炉は、廃棄物又は石炭等の有形燃料を低

バイオマス燃料又は重質油が使用されることを特徴とす

酸素又は無酸素状態の炉内焼成雰囲気において熱分解す

る請求項１４乃至２５のいずれか１項に記載のガス化方

る。高温分解処理装置は、熱分解ガスのタール分及びオ

法。

イル分等を高温分解し、ガス洗浄装置は、熱分解ガスの

【請求項２７】

請求項１乃至１３のいずれか１項に記

硫黄分、ダスト、塩素分等を除去するとともに、熱分解

載のガス化装置を備えた廃棄物ガス化システム。
【請求項２８】

請求項１乃至１３のいずれか１項に記

ガスを急冷する。高温分解処理及び洗浄・冷却処理を受
50

けた熱分解ガスは、精製燃料ガスとして各種の燃焼設備

( 4 )
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又は熱機関に供給される。

【００１２】

【０００５】

【課題を解決するための手段及び作用】本発明者は、上

【発明が解決しようとする課題】この種のガス化システ

記目的を達成すべく鋭意研究を重ねた結果、７００℃以

ムにおいては、熱分解ガスが保有する多大な顕熱は、洗

上の高温水蒸気及び高温空気を有形燃料の熱分解域及び

浄・浄化装置又はガス洗浄装置の洗浄・浄化工程におい

熱分解ガスの改質域の少なくとも一方に導入することに

て失われ、これは、システム全体の熱効率の低下をもた

より、比較的多量の一酸化炭素及び水素を含む所望の高

らす。このような熱損失を回避すべく、高温の水蒸気を

温粗燃料ガスを生成し得る事実を確認するとともに、上

熱分解ガスと混合し、高温水蒸気の水蒸気改質作用によ

記高温空気に加えて上記高温水蒸気をガス化炉内に導入

り熱分解ガス中の炭化水素を改質する水蒸気改質法の適
用が検討されている。炭化水素の水蒸気改質反応は、一

することにより、ガス化溶融反応に伴う煤の発生を顕著
10

に抑制し得る現象を見出し、かかる知見に基づき、本願

般に吸熱反応であり、改質反応に要する反応熱は、外燃

発明を達成したものである。

式又は内燃式の燃焼装置により改質反応域に供給され

【００１３】即ち、本発明によれば、有形燃料の熱分解

る。

により熱分解ガスを生成可能なガス化炉又は熱分解炉を

【０００６】近年、水蒸気を７００℃以上の高温域に連

備えた有形燃料のガス化装置において、水又は低温水蒸

続的に加熱することができる装置が、本願発明者等によ

気と低温空気とを７００℃以上の高温水蒸気及び高温空

って開発され、高温不活性ガス又は熱媒体としての水蒸

気に加熱する水蒸気及び空気の加熱装置と、前記高温水

気の各種用途が検討されている。殊に、凝縮の結果とし

蒸気及び高温空気を有形燃料の熱分解域及び／又は熱分

て水を生成するにすぎない高温水蒸気は、窒素ガス等の

解ガスの改質域に導入する高温水蒸気及び高温空気の供

不活性ガスと異なり、冷却・凝縮後の処理を簡素化する

給装置とを備えることを特徴とする有形燃料のガス化装

上で極めて有利である。しかも、７００℃以上の高温の

20

置が提供される。

水蒸気は、多大な顕熱を保有するので、水蒸気自体が保

【００１４】本発明は又、有形燃料の熱分解により熱分

有する顕熱により上記改質反応の反応熱を少なくとも部

解ガスを生成する有形燃料のガス化方法において、水又

分的に供給することができる。

は低温水蒸気と低温空気とを７００℃以上の高温水蒸気

【０００７】しかしながら、上記熱分解ガスの水蒸気改

及び高温空気に加熱し、前記高温水蒸気及び高温空気を

質反応に要する反応熱は、７００℃を超える高温水蒸気

有形燃料の熱分解域及び／又は熱分解ガスの改質域に導

によっても十分に確保し難く、従って、改質反応に要す

入することを特徴とする有形燃料のガス化方法を提供す

る熱量の不足を簡易な手段により補うことができる構成

る。本発明の上記構成によれば、高温の水蒸気及び空気

を開発すべき必要が生じている。

が熱分解域及び改質域の双方又は一方に導入される。高

【０００８】また、本発明者等は、上記廃棄物ガス化溶

温空気は、熱分解ガスと発熱反応し、高温水蒸気は、熱

融システムにおいて、比較的高酸素濃度の高温空気によ

30

分解ガス中の炭素化合物と吸熱反応する。適当な比率の

り廃棄物をガス化溶融する過程で比較的多量の煤が炉内

高温空気及び高温水蒸気を熱分解域又は改質域に導入す

に発生する現象を既に確認しており、このため、このよ

ることにより、熱分解ガスと高温空気及び高温水蒸気と

うな煤の発生を効率的に抑制する対策を構ずべき必要性

の反応が円滑に進行するので、高温空気及び高温水蒸気

を認識している。

の相乗効果により比較的良質の高温粗燃料ガスを生成す

【０００９】本発明は、かかる課題に鑑みてなされたも

ることができる。

のであり、その目的とするところは、ガス化炉又は熱分

【００１５】本発明は更に、上記構成のガス化装置にお

解炉の熱分解ガスを比較的良質の燃料ガスに改質するこ

いて、上記供給装置によって上記高温水蒸気及び高温空

とができる有形燃料のガス化装置及びガス化方法を提供

気を熱分解域及び／又は改質域に導入し、熱分解ガス中

することにある。
【００１０】本発明は又、燃焼装置等の内熱又は外熱手

の炭素化合物と高温水蒸気及び高温空気との吸熱反応及
40

び発熱反応により熱分解ガスを高温燃料ガスに改質する

段を格別に設けることなく、熱分解ガス中の炭素化合物

ことを特徴とする有形燃料のガス化装置及びそのガス化

の水蒸気改質反応に要する十分な熱を確保することがで

方法を提供する。高温水蒸気及び高温空気は、熱分解ガ

きる有形燃料のガス化装置及びガス化方法を提供するこ

スに混合し、高温空気と熱分解ガス中の炭素化合物との

とにある。

発熱反応により発生した熱は、高温水蒸気及び炭素化合

【００１１】本発明は更に、燃焼装置等の内熱又は外熱

物の吸熱改質反応に要する熱を補う。このような構成に

手段を格別に設けることなく、ガス化炉又は熱分解炉に

よれば、燃焼装置等の内熱又は外熱手段を格別に設ける

おける有形燃料の熱分解ガス化反応を促進し、しかも、

ことなく、熱分解ガス中の炭素化合物の水蒸気改質反応

熱分解域における煤の発生等を効果的に抑制することが

に要する十分な熱を確保し得る有形燃料のガス化装置及

できる有形燃料のガス化装置及びガス化方法を提供する

びガス化方法を提供することが可能となる。

ことにある。
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【００１６】他の観点より、本発明は、前述の構成のガ
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ス化装置において、上記高温水蒸気及び高温空気を有形

て熱分解域又は改質域に夫々導入され、熱分解域又は改

燃料の熱分解域に導入し、高温水蒸気及び高温空気が保

質域において混合する。

有する顕熱と、高温空気及び有形燃料の酸化発熱反応と

【００２２】上記高温混合気、或いは、高温水蒸気及び

によって有形燃料を熱分解し、熱分解ガスを生成するこ

高温空気は、熱分解域、改質域、或いは、熱分解域及び

とを特徴とするガス化装置及びそのガス化方法を提供す

改質域の双方に導入される。高温水蒸気及び高温空気

る。高温水蒸気及び高温空気は、熱分解域に導入され、

は、有形燃料及び熱分解ガス中の炭化水素と反応し、熱

有形燃料は、高温水蒸気及び高温空気が保有する顕熱

分解ガスは、炭化水素、水素及び一酸化炭素を含む改質

と、高温空気及び有形燃料の酸化発熱反応により発生す

ガスに改質され、高温の粗燃料ガスとして冷却装置及び

る熱とによって熱分解し、熱分解ガスを生成する。この
ような構成によれば、燃焼装置等の内熱又は外熱手段を

ガス洗浄・浄化設備に供給される。好ましくは、冷却装
10

置は、高温粗ガスが保有する顕熱によって水を低温水蒸

格別に設けることなく、ガス化炉又は熱分解炉における

気に気化し、或いは、系外の水蒸気発生装置が生成した

有形燃料の熱分解ガス化反応を促進し、しかも、熱分解

水蒸気を高温粗ガスの顕熱によって加熱する。これによ

域における煤の発生等を可成り抑制することが可能とな

り、高温粗ガスの顕熱を有効利用し、システム全体の熱

る。

効率を改善することができる。

【００１７】本明細書において、「有形燃料」は、炭素

【００２３】本発明の好ましい実施形態によれば、上記

化合物を含む廃棄物、石炭、バイオマス燃料、重質油等

加熱装置は、低温流体（低温空気、低温水蒸気又は低温

の固体、半固体又は液体の燃料を意味し、炭素化合物の

混合気）に伝熱接触可能な熱交換装置と、該熱交換装置

概念は、炭化水素、有機炭素化合物、或いは、炭素を含

との伝熱接触により加熱された高温流体（高温空気、高

む可燃性物質を包含する。また、「空気」は、純酸素、

温水蒸気又は高温混合気）を第１及び第２給気分流に分

空気、或いは、酸素及び空気の混合気を包含するもので

20

流する分流域と、可燃性物質を導入可能な燃焼域とを有

あり、酸化剤として作用する流体を意味する。「低温空

する。第２給気分流は、上記熱分解域及び／又は改質域

気」は、外界雰囲気の温度又は一般的な熱交換器によっ

に供給され、第１給気分流は、燃焼域に流入する。熱交

て加熱可能な温度、例えば、０℃〜５００℃の範囲の温

換装置、燃焼域及び分流域は、相互連通し、燃焼域の燃

度を有する「空気」を意味する。更に、「低温水蒸気」

焼反応により生成した高温燃焼ガスは、熱交換装置を介

は、従来の水蒸気生成技術によって供給可能な範囲の温

して排気される。熱交換装置を構成する蓄熱体が、高温

度及び圧力を有する水蒸気又は過熱水蒸気を意味する。

燃焼ガスに伝熱接触して蓄熱し、上記低温流体に伝熱接

【００１８】

触して放熱する。好ましくは、熱交換装置は、燃焼ガス

【発明の実施の形態】本発明の好適な実施形態によれ

と低温流体とが交互に流通可能な多数の狭小流路を備え

ば、低温水蒸気は、低温空気と混合した後、水蒸気・空

たハニカム型蓄熱体からなる。このような形式の加熱装

気加熱装置によって７００℃以上の高温に加熱され、熱

30

置及びハニカム型蓄熱体の詳細は、例えば、特願平１０

分解域又は改質域に供給される。好ましくは、低温水蒸

−１８９号（特開平１０−２４６４２８号公報）及び特

気及び低温空気は、混合制御装置の制御下に混合し、適

願平５−６９１１号（特開平６−２１３５８５号公

切な重量比の低温水蒸気を含有する低温混合気として水

報））等に開示されている。なお、熱交換装置として、

蒸気・空気加熱装置に供給される。

例えば、多数のペレット、ペブル又はボール形蓄熱体を

【００１９】本発明の他の好適な実施形態によれば、低

収容した形式の蓄熱型熱交換器を使用しても良い。

温水蒸気は、水蒸気加熱装置によって７００℃以上の高

【００２４】本発明の他の好適な実施形態では、レキュ

温に加熱され、低温空気は、空気加熱装置によって７０

ペレータ、金属コイル又は金属フィン形式の熱交換器が

０℃以上の高温に加熱される。加熱後の高温水蒸気及び

前記加熱装置として使用され、熱交換器は、高温の粗燃

高温空気は、混合制御装置の制御下に混合し、適切な重
量比の高温水蒸気を含有する高温混合気として熱分解域

料ガスと、水、低温水蒸気又は低温空気との顕熱交換に
40

より水、低温水蒸気又は低温空気を中温又は高温の水蒸

又は改質域に供給される。

気又は空気に加熱する。水は、噴霧手段等により微細な

【００２０】好ましくは、混合制御装置は、水蒸気及び

水滴を含むミストとして加熱装置に供給しても良い。な

空気の混合比を任意の混合比に調節可能な混合制御弁又

お、加熱装置として水蒸気ボイラーを使用し、水の加熱

は複数の制御弁の集合体と、制御弁の混合比を可変設定

により上記高温水蒸気を生成することも可能である。

可能な電子制御装置等の混合比制御手段とを備える。

【００２５】例えば、ガス化装置は、高温燃料ガスを低

【００２１】本発明の更に他の好適な実施形態におい

温燃料ガスに冷却する冷却装置を有し、冷却装置は、粗

て、低温水蒸気は、水蒸気加熱装置によって７００℃以

燃料ガスと低温水蒸気及び／又は低温空気との熱交換に

上の高温に加熱され、低温空気は、空気加熱装置によっ

より低温水蒸気及び／又は低温空気を７００℃以上の温

て７００℃以上の高温に加熱される。加熱後の高温水蒸

度に加熱する高温加熱用熱交換器、燃料ガスと低温水蒸

気及び高温空気は、水蒸気供給路及び空気供給路を介し
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気及び／又は低温空気との熱交換により低温水蒸気及び

( 6 )
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／又は低温空気を５００℃〜７００℃の温度に加熱する

料ガスを船舶等の内燃機関の主燃料又は燃焼用空気に添

中温加熱用熱交換器、更には、燃料ガスと水との熱交換

加することができる。このような構成によれば、船舶等

により低温水蒸気を生成する水蒸気生成用（低温加熱

の施設内の廃棄物を処分し、同時に、船舶等の燃料消費

用）熱交換器を備える。なお、ガス化炉又は熱分解炉と

量を削減することが可能となる。

冷却装置との間にセラミックフィルター等の脱塵装置を

【００２９】本発明の応用として、廃棄物又は石炭を上

介装しても良い。

記有形燃料として使用した廃棄物ガス化システム又は石

【００２６】また、冷却装置は、３つの冷却器に分割し

炭ガス化システムを提供することができる。本発明の更

ても良く、この場合、高温加熱用、中温加熱用及び水蒸

なる応用として、この種のシステムに対して発電装置を

気生成用（低温加熱用）の各熱交換器は、各冷却器に夫
々収容される。変形例として、冷却装置は、２つの冷却

組合せ、これにより、廃棄物又は石炭を燃料とした複合
10

発電システムを提供することが可能となる。

器に分割され、高温加熱用及び中温加熱用の各熱交換器

【００３０】図１は、本発明の好適な実施形態に係る有

は第１冷却器に収容され、水蒸気加熱用熱交換器は下流

形燃料ガス化装置のシステム・フロー図である。有形燃

側の第２冷却器に収容される。このように冷却装置を分

料ガス化装置は、有形燃料を熱分解するガス化手段と、

割した場合、脱硫装置、脱塩装置、脱硝装置又は脱塵装

ガス化手段の高温粗燃料ガスを冷却する冷却器と、冷却

置等を中温加熱用熱交換器と低温加熱用熱交換器との間

した粗燃料ガスを精製するガス洗浄・浄化設備と、高温

に介装し、粗燃料ガスの冷却に伴って生成する粗燃料ガ

水蒸気及び高温空気をガス化手段の熱分解域又は改質域

ス中の酸等を除去することができる。

に供給する水蒸気・空気加熱装置とを備える。ガス化手

【００２７】本発明によるガス化装置の精製燃料ガス

段及び水蒸気・空気加熱装置は、ガス化設備を構成す

は、例えば、燃焼設備又は熱機関の燃焼装置に主燃料と

る。廃棄物又は石炭等の有形燃料が、燃料供給手段ＷＴ

して供給される。燃焼装置として、燃焼設備又は熱機関
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によってガス化手段に供給されるとともに、水蒸気・空

のバーナー又は燃焼器等を例示し得る。燃焼装置の熱エ

気加熱装置によって７００℃以上、好ましくは、８００

ネルギーにより発電機を駆動することにより、電気エネ

℃以上の温度に加熱された高温水蒸気及び高温空気が、

ルギーを系外の機器又は設備に供給することができる。

ガス化材且つ改質材としてガス化手段に供給される。有

例えば、施設内で発生した廃棄物を上記有形燃料として

形燃料は、高温水蒸気及び高温空気の存在下にガス化手

使用するとともに、上記ガス化装置にガスタービン装置

段において熱分解ガス及び残渣に熱分解する。熱分解ガ

及び発電機を組合せることにより、比較的小型のコジェ

ス中の炭化水素は、高温水蒸気及び高温空気と反応し、

ネレーションシステムを提供することが可能となる。

熱分解ガスは、炭化水素、一酸化炭素及び水素を含む粗

【００２８】本発明によるガス化装置の精製燃料ガスを

燃料ガスに改質される。炭化水素及び高温水蒸気の反応

燃焼設備又は熱機関の燃焼装置に補助燃料として供給

は、一般に下式(1) で示される吸熱反応であり、炭化水

し、これを燃焼装置の主燃料又は燃焼用空気に添加して
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素及び高温空気の反応は、一般に下式(2) で示される発

も良い。例えば、上記構成のガス化装置を船舶等の施設

熱反応である。

内廃棄物の焼却装置として使用し、ガス化装置の精製燃

【００３１】

ＣｘＨｘ＋Ｈ2 Ｏ→ＣＯ

＋Ｈ2 ＋Ｈ2 Ｏ・・・・(1)

ＣｘＨｘ＋Ｏ2 ＋Ｎ2 →ＣＯ ＋ＣＯ2 ＋Ｈ2 ＋Ｈ2 Ｏ＋Ｎ2 ・・・・(2)
【００３２】高温水蒸気は、有形燃料の熱分解により生

は、８００℃以上の温度に加熱された後、ガス化手段に

成した熱分解ガスと反応し、熱分解ガスは、比較的多量

導入される。

の一酸化炭素及び水素を含有する改質ガス（高温粗ガ

【００３４】冷却器において冷却した低温粗ガスは、低

ス）に改質される。炭化水素及び高温空気の発熱反応に

温ガス給送路ＬＧを介してガス洗浄・浄化装置に導入さ

よって発生した熱は、炭化水素及び高温水蒸気の吸熱改
質反応に要する熱として消費される。

れる。ガス洗浄・浄化装置は、低温粗ガス中の煤塵、硫
40

黄、塩素及び重金属等の環境汚染物質を除去する除塵装

【００３３】高温粗ガスは、高温ガス給送路ＨＧを介し

置、脱硫装置、脱塩装置及び重金属除去装置等の各種洗

て冷却器に供給される。給水管路ＷＳが冷却器に接続さ

浄・浄化装置を含み、低温粗ガスを比較的良質の燃料ガ

れ、給水管路ＷＳの給水は、冷却器において高温粗ガス

スに精製する。ガス浄化装置の精製ガス（燃料ガス）

と熱交換して気化し、比較的低温、例えば、１５０℃〜

は、燃料ガス給送路ＦＧを介してエネルギー利用設備に

２５０℃の温度の過熱水蒸気を生成する。低温水蒸気

供給される。エネルギー利用設備として、ガスタービン

は、低温水蒸気供給路ＬＳを介して水蒸気・空気加熱装

装置、ガスエンジン装置、ボイラー、工業炉又はディー

置に供給され、７００℃以上、好ましくは、８００℃以

ゼルエンジン等の各種内燃機関又は燃焼設備を例示し得

上の高温に加熱された後、上記の如く、ガス化手段に導

る。例えば、燃料ガス給送路ＦＧは、ガスタービン発電

入される。同時に、外気温相当温度の低温空気が、水蒸

装置の内燃機関に接続され、ガスタービン装置の発電機

気・空気加熱装置に供給され、７００℃以上、好適に
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は、内燃機関の燃焼作動により発電し、系外の設備又は

( 7 )
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機器に給電する。燃料ガスの少なくとも一部は、燃料ガ

水素及び高温空気の反応により発生する反応熱によって

ス給送路ＲＧを介して水蒸気・空気加熱装置に供給さ

供給される。改質域に生成した改質ガスは、高温粗ガス

れ、燃焼する。水蒸気・空気加熱装置は、熱交換器を介

として高温ガス給送路ＨＧに送出される。

して燃料ガスの燃焼熱を水蒸気及び空気に伝熱し、水蒸

【００３９】このような実施形態によれば、高温水蒸気

気及び空気を上記の如く高温に加熱する。

は、多大な顕熱を保有する熱媒体且つ不活性ガスとして

【００３５】このように構成されたガス化装置は、有形

熱分解ガス化炉に供給されるとともに、熱分解ガス中の

燃料の熱分解により生成した熱分解ガスを高温空気及び

炭化水素の改質反応に要する熱を改質域に供給する熱媒

高温水蒸気により高温の粗燃料ガスに改質し、高温粗ガ

体且つ改質材としてガス改質装置に供給される。

スが保有する顕熱は、冷却器において低温水蒸気の生成
に使用される。洗浄・浄化処理を受けた燃料ガスは、水

【００４０】図３は、図１に示すガス化設備の変形例を
10

示すブロックフロー図である。図３に示すガス化設備に

蒸気・空気加熱装置の燃料として使用されるとともに、

おいては、水蒸気・空気加熱装置は、燃料ガスの燃焼熱

エネルギー利用設備の燃料として使用される。かくし

により低温空気及び低温水蒸気を７００℃以上、好まし

て、上記ガス化装置の構成によれば、有形燃料から燃料

くは、８００℃以上、更に好ましくは、１０００℃以上

ガスを生成し且つ燃料ガスの燃焼反応により発電する廃

の高温に加熱し、高温空気及び高温水蒸気をガス化炉に

棄物ガス化発電システム又は石炭ガス化発電システム等

導入する。好ましくは、高温水蒸気及び高温空気の重量

のガス化装置を提供し得る。

比は、２：８〜５：５の範囲に設定される。図３（Ａ）

【００３６】図２は、図１に示すガス化設備の構成を示

に示す構成では、高温空気及び高温水蒸気の混合気が、

すブロックフロー図である。図２に示すガス化設備で

ガス供給路ＭＧを介してガス化炉に供給され、図３

は、低温空気供給路ＬＡ、低温水蒸気供給路ＬＳ及び燃

（Ｂ）に示す構成では、高温空気及び高温水蒸気は、ガ

料ガス給送路ＲＧは、低温空気、低温水蒸気及び燃料ガ

20

ス供給路ＨＡ、ＨＳを介してガス化炉に夫々供給され、

スを水蒸気・空気加熱装置に供給し、燃料ガスは、加熱

ガス化炉の炉内領域で混合する。

装置の燃焼域において燃焼する。低温水蒸気及び空気

【００４１】ガス化炉の炉内に導入された高温空気は、

は、熱交換器（図示せず）を介して燃料ガスの燃焼熱を

有形燃料のガス化材として働き、有形燃料は、高温の空

受熱し、７００℃以上、好適には、８００℃以上の高温

気に接触し、酸化発熱反応により溶融するとともに、熱

に加熱される。加熱後の高温水蒸気及び高温空気は、ガ

分解ガスを生成する。溶融した灰分又は残渣は、ガス化

ス供給路ＭＧ１、ＭＧ２を介してガス化設備の熱分解ガ

炉の作動中又は停止後に炉外に搬出される。炉内に導入

ス化炉及びガス改質装置に導入される。好ましくは、高

された高温水蒸気は、有形燃料のガス化溶融により多量

温空気及び高温水蒸気の重量比は、２：８〜５：５の範

の煤が発生するのを抑制するとともに、熱分解ガス中の

囲に設定される。

炭化水素と水蒸気改質反応し、熱分解ガスを改質する。

【００３７】熱分解ガス化炉に導入された高温空気及び
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ガス化炉の炉内領域に生成した改質ガスは、高温の粗燃

高温水蒸気は、熱分解ガス化炉の炉内領域に低酸素濃度

料ガスとして高温ガス給送路ＨＧに送出される。

の焼成雰囲気を形成するとともに、有形燃料の蒸し焼き

【００４２】このようなガス化設備においては、高温水

に要する顕熱を炉内雰囲気に供給する。有形燃料とし

蒸気は、有形燃料のガス化溶融に伴って発生し得る煤の

て、例えば、液体、半固体及び固体の多種の材質の廃棄

発生を抑制するとともに、熱分解ガス中の炭化水素の改

物を含む混合廃棄物が、燃料供給手段ＷＴによってガス

質反応に要する熱を供給する熱媒体且つ改質材としてガ

化炉内に導入される。廃棄物は、高温且つ低酸素濃度の

ス化炉内に導入される。所望により、図１に示すガス改

炉内焼成雰囲気により蒸し焼きされ、熱分解ガス及び残

質装置を高温ガス給送路ＨＧに更に介装し、高温水蒸気

渣に熱分解し、炭化水素を主成分とする熱分解ガスを生

及び高温空気をガス改質装置の改質域に導入しても良

成する。ガス化炉の熱分解ガスは、熱分解ガス給送路Ｔ
Ｇを介してガス改質装置の改質域に導入される。残渣

い。
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【００４３】図４は、図１に示すガス化設備の更なる変

は、燃焼作動中に炉外に連続的に搬出され、或いは、作

形例を示すブロックフロー図である。図４に示すガス化

動停止後に冷却し、水蒸気の凝縮水と一緒に炉外に排出

設備は、外部加熱式の熱分解ガス化炉と、改質域を有す

される。

るガス改質装置とを備える。水蒸気・空気加熱装置は、

【００３８】ガス改質装置の改質域に導入された熱分解

燃料ガスの燃焼熱により低温空気及び低温水蒸気を７０

ガスは、高温空気及び高温水蒸気と混合し、この結果、

０℃以上、好ましくは、８００℃以上の高温に加熱し、

改質域において、熱分解ガス中の炭化水素と高温空気と

高温空気及び高温水蒸気をガス改質装置に導入する。高

の発熱反応が進行するとともに、熱分解ガス中の炭化水

温空気及び高温水蒸気の重量比は、２：８〜５：５の範

素と高温水蒸気との吸熱改質反応が進行する。水蒸気に

囲に設定される。

よる炭化水素の改質反応に要する熱は、高温水蒸気自体

【００４４】熱分解ガス化炉に導入された有形燃料は、

が保有する顕熱によって供給されるばかりでなく、炭化
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熱分解ガス化炉の炉内領域において熱分解ガス及び残渣

( 8 )
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に熱分解し、熱分解ガスは、熱分解ガス給送路ＴＧを介

る。ガス化炉内の廃棄物は、熱分解ガス及び残渣に熱分

してガス改質装置に導入される。熱分解ガスは、ガス改

解し、熱分解ガスは、熱分解ガス給送路ＴＧを介してガ

質装置の改質域において高温水蒸気及び高温空気と混合

ス改質装置の改質域に導入され、残渣は、炉外に排出さ

し、熱分解ガス中の炭化水素の水蒸気改質反応が改質域

れる。

に生起し且つ進行する。炭化水素の水蒸気改質反応に要

【００４９】高温混合気供給路ＨＭＧの下流端は、ガス

する熱は、高温水蒸気が保有する顕熱により供給される

改質装置に接続され、高温混合気は、ガス改質装置の改

とともに、高温空気及び炭化水素の反応熱により供給さ

質域に導入される。改質域では、熱分解ガス中の炭化水

れる。この結果、熱分解ガスは、比較的多量の一酸化炭

素と高温空気との発熱反応が進行するとともに、熱分解

素及び水素を含む高温の粗燃料ガスとして高温ガス給送
路ＨＧに送出される。

ガス中の炭化水素と高温水蒸気との吸熱改質反応が進行
10

する。前述の実施形態と同様、水蒸気による炭化水素の

【００４５】図５は、本発明の他の好適な実施形態に係

改質反応に要する熱は、高温水蒸気自体が保有する顕熱

る有形燃料ガス化装置のシステム・フロー図である。図

によって供給されるばかりでなく、炭化水素及び高温空

５に示す実施形態では、ガス化装置は、高温粗ガスの顕

気の反応により発生する反応熱によっても供給される。

熱により低温空気及び低温空気を加熱する冷却装置を備

改質域に生成した改質ガスは、高温粗ガスとして高温ガ

える。冷却装置は、高温粗ガス給送路ＨＧ及び低温ガス

ス給送路ＨＧに送出され、上記の如く、低温混合気（空

給送路ＬＧの間に介装される。冷却装置は、粗ガスの流

気及び水蒸気）及び水と熱交換して冷却される。

動方向に順次整列配置した高温区画、中温区画及び低温

【００５０】このような実施形態によれば、高温水蒸気

区画を備えており、各区画には、粗ガスと伝熱接触可能

及び高温空気により廃棄物ガス化及び熱分解ガス改質を

な高温加熱用、中温加熱用及び水蒸気生成用の各熱交換

行うばかりでなく、改質ガスが保有する顕熱により、空

器が配置される。所望により、セラミックフィルター等
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気、水蒸気及び水を加熱し、システム全体の熱効率を改

の脱塵装置が高温粗ガス給送路ＨＧに配置される。

善することができる。所望により、高温及び中温区画

【００４６】給水管路ＷＳが水蒸気生成用熱交換器の流

と、低温区画とを別個の冷却器として構成しても良い。

入ポートに接続され、給水管路ＷＳの給水は、粗ガスの

この場合、各冷却器を連通する流路に脱硫装置等を配置

熱を受熱して気化し、比較的低温（例えば、１５０℃〜

して粗燃料ガス中の酸等を除去することができる。

２５０℃）の過熱水蒸気として、低温水蒸気供給路ＬＳ

【００５１】

に送出される。供給路ＬＳの低温水蒸気は、低温空気供

【実施例】以下、図７乃至図１５を参照して、本発明に

給路ＬＡに導入され、外気温相当温度の低温空気と混合

係るガス化装置及びガス化方法の実施例について詳細に

する。水蒸気及び空気の混合気（低温混合気）は、高温

説明する。図７は、本発明の第１実施例に係るガス化装

加熱用及び中温加熱用の各熱交換器の流入ポートに導入

置の全体構成を示すシステム・フロー図である。

され、粗ガスの熱を受熱して更に加熱される。
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【００５２】図７に示す廃棄物ガス化システムは、図２

【００４７】高温粗ガスの流入側に位置する高温加熱用

に示す基本構成のガス化設備１を備えており、ガス化設

熱交換器は、低温混合気を７００℃以上、好ましくは、

備１は、熱分解ガス化炉２及び改質器３を有する。熱分

８００℃以上の高温に加熱し、冷却装置の中央部に位置

解ガス化炉２は、ー括投入型のバッチ式熱分解炉からな

する中温加熱用熱交換器は、低温混合気を５００℃以

り、廃棄物を蒸し焼き可能な炉内領域（熱分解域）を備

上、好ましくは、６００℃〜７００℃の範囲の温度（以

える。改質器３は、熱分解ガス化炉２の上部に配置され

下、「中温」という）に加熱する。高温粗ガスは、各区

た中空の改質域を有し、改質域は、熱分解ガス給送路Ｔ

画において混合気及び給水と熱交換して順次降温し、低

Ｇを介して熱分解ガス化炉２の熱分解域と連通する。

温粗ガスとして給送路ＬＧからガス洗浄・浄化装置に送

【００５３】改質器３の改質域は、高温ガス給送路ＨＧ

出される。高温加熱用熱交換器により加熱された高温混
合気は、高温混合気供給路ＨＭＧを介してガス化設備に

を介して冷却器６に接続され、冷却器６は、低温ガス給
40

送路ＬＧを介してガス洗浄・浄化装置７に接続される。

供給され、中温加熱用熱交換器で加熱された中温混合気

ガス洗浄・浄化装置７は、燃料ガス給送路ＦＧを介して

は、中温混合気供給路ＭＭＧを介してガス化設備に供給

ガスタービン装置等に接続される。

される。好ましくは、高温空気及び高温水蒸気の重量比

【００５４】給水管路ＷＳが冷却器６の熱交換器に接続

は、２：８〜５：５の範囲に設定される。

され、熱交換器は、低温水蒸気給送路ＬＳの上流端に接

【００４８】図６は、図５に示すガス化設備の構成を示

続される。低温水蒸気供給路ＬＳは、第１及び第２水蒸

すブロックフロー図である。中温混合気供給路ＭＭＧの

気流路ＬＳ１、ＬＳ２に分岐し、流路ＬＳ１、ＬＳ２の

下流端は、熱分解ガス化炉に接続される。中温混合気

下流端は、混合制御弁５１、５２に夫々接続される。外

は、熱分解ガス化炉に導入され、熱分解ガス化炉の炉内

界雰囲気の空気を供給可能な給気ファン６０が、低温空

領域に低酸素濃度の焼成雰囲気を形成するとともに、有

気供給路ＬＡに介装され、低温空気供給路ＬＡは、第１

形燃料の蒸し焼きに要する顕熱を炉内雰囲気に供給す

50

及び第２空気流路ＬＡ１、ＬＡ２に分岐する。流路ＬＡ

( 9 )
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１、ＬＡ２の下流端は、混合制御弁５１、５２に夫々接

な小寸法断面の流路を構成する。蓄熱体は、加熱部１０

続される。混合制御弁５１、５２は、低温空気及び低温

Ａ、１０Ｂの内部に組込み可能な全体形状及び寸法を有

水蒸気を２：８〜５：５の範囲内の混合比（重量比）に

し、セル壁の壁厚及び各セル壁のピッチ（壁体間隔）

混合する。

は、好ましくは、蓄熱体の容積効率の最大値に相応し且

【００５５】混合制御弁５１、５２の各吐出口は、低温

つ０．７乃至１．０の範囲内の熱交換装置１１、１２の

混合気供給路ＳＡ1 、ＳＡ２の上流端に接続される。供

温度効率を確保し得る所望の壁厚及びピッチに設定され

給路ＳＡ1 、ＳＡ２の下流端は、水蒸気・空気加熱装置

る。更に好ましくは、セル壁の壁厚は、１．６mm以下の

１０、１０の各流路切換装置２０に接続される。水蒸気

所定厚に設定され、セル壁ピッチは、５．０mm以下の所

・空気加熱装置１０、１０は、高温混合気供給路ＭＧ
１、ＭＧ２の上流端に接続され、供給路ＭＧ１、ＭＧ２

定値に設定される。
10

【００６０】第１及び第２燃焼域１３、１４の間に位置

の下流端は、熱分解ガス化炉２及び改質器３の高温混合

する分流域１５は、高温混合気供給路ＭＧ１、ＭＧ２の

気導入口４、５に夫々接続される。

上流端に接続され、第１及び第２熱交換装置１１、１２

【００５６】図８は、水蒸気・空気加熱装置１０の全体

の各基端部は、流路切換装置２０を介して、低温混合気

構成及び作動態様を示す概略断面図である。図８（Ａ）

供給路ＳＡ１、ＳＡ２及び排気導出路ＥＸに接続され

は、水蒸気・空気加熱装置１０の第１加熱工程を示し、

る。流路切換装置２０は、第１給気開閉弁２１、第２給

図８（Ｂ）は、水蒸気・空気加熱装置１０の第２加熱工

気開閉弁２２、第１排気開閉弁２３及び第２排気開閉弁

程を示す。

２４を備える。給気開閉弁２１、２２は、給送路ＳＡ

【００５７】図８に示す如く、水蒸気・空気加熱装置１

１、ＳＡ２の分岐連通管路２５を介して相互連通し、排

０は、対をなす第１及び第２加熱部１０Ａ、１０Ｂと、

気開閉弁２３、２４は、排気導出路ＥＸの分岐連通管路

各加熱部を相互連通する連通部１０Ｃとから構成され

20

２６を介して相互連通する。

る。加熱部１０Ａは、第１熱交換装置１１及び第１燃焼

【００６１】第１給気開閉弁２１及び第１排気開閉弁２

域１３を有し、加熱部１０Ｂは、第２熱交換装置１２及

３は、同時に開放し且つ同時に閉塞するように連動し、

び第２燃焼域１４を有する。第１及び第２燃焼域１３、

第２給気開閉弁２２及び第２排気開閉弁２４は、同時に

１４は、熱交換装置１１、１２及び流路切換装置２０を

開放し且つ同時に閉塞するように連動する。水蒸気・空

介して低温混合気供給路ＳＡに交互に連通する。連通部

気加熱装置１０の制御装置（図示せず）は、図８（Ａ）

１０Ｃは、水蒸気・空気加熱装置１０の中心軸線に対し

に示す第１加熱工程において、第１給気開閉弁２１及び

て対称の構造に形成され、突出部１６が、該中心軸線上

第１排気開閉弁２３を開放し且つ第２給気開閉弁２２及

において流路内方に突出する。燃料供給口４３、４４及

び第２排気開閉弁２４を閉塞する。他方、水蒸気・空気

び酸化剤吐出口８３、８４が、第１及び第２加熱部１０

加熱装置１０の制御装置は、図８（Ｂ）に示す第２加熱

Ａ、１０Ｂに夫々配設される。燃料供給口４３、４４

30

工程において、第１給気開閉弁２１及び第１排気開閉弁

は、燃料供給路Ｆ１、Ｆ２を介して燃料ガス給送路ＲＧ

２３を閉塞し且つ第２給気開閉弁２２及び第２排気開閉

（図７）に接続され、燃料ガスを燃焼域１３、１４内に

弁２４を開放する。

交互に吐出ないし噴射する。酸化剤吐出口８３、８４

【００６２】ハニカム型蓄熱体及び水蒸気・空気加熱装

は、酸化剤供給路OX１、OX２を介して酸化剤供給路OXG

置の各部構成は、特願平５−６９１１号（特開平６−２

に接続され、所望により、酸化剤を燃焼域１３、１４に

１３５８５号公報）及び特願平１０−１８９号（特開平

交互に供給する。

１０−２４６４２８号公報）等に詳細に記載されている

【００５８】水蒸気・空気加熱装置１０は更に、燃料供

ので、更なる詳細な説明は、省略する。

給口４３、４４の燃料ガス吹込み量及び吹込み時期を制

【００６３】次に、上記構成の廃棄物ガス化システムの

御する燃料供給制御装置４０と、酸化剤吐出口８３、８
４の酸化剤供給量及び供給時期を制御する酸化剤供給制

作動について、説明する。図７に示す如く、廃棄物は、
40

燃料供給手段ＷＴによって熱分解ガス化炉２の熱分解域

御装置８０とを有する。制御装置４０は、燃料供給路Ｆ

に導入される。高温混合気供給路ＭＧ１の高温混合気

１、Ｆ２に夫々介装された第１及び第２燃料供給制御弁

が、導入口４から炉内に導入され、廃棄物を蒸し焼き可

４１、４２を備え、制御装置８０は、酸化剤供給路OX

能な低酸素濃度の高温焼成雰囲気が、熱分解域に形成さ

１、OX２に夫々介装された第１及び第２流量制御弁８

れる。廃棄物は、残渣及び熱分解ガスに熱分解し、炉底

１、８２を備える。酸化剤として、酸素濃度を調整した

部に堆積した廃棄物の焼却残渣は、ガス化炉２の作動中

空気、或いは、酸素が一般に使用される。

又は冷却後に炉外に搬出される。

【００５９】第１及び第２熱交換器１１、１２は、多数

【００６４】熱分解ガスは、熱分解ガス給送路ＴＧを介

のセル孔（狭小流路）を備えたハニカム構造のセラミッ

して改質器３の改質域に流入し、高温混合気供給路ＭＧ

クス製又は金属製蓄熱体からなり、各セル孔は、低温混

２の高温混合気が、導入口５から改質域に導入される。

合気（水蒸気／空気）及び燃焼排ガスが交互に通過可能

50

改質域の熱分解ガスは、高温混合気と混合し、この結

( 10 )
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果、熱分解ガス中の炭化水素と高温空気との発熱反応が

送出され、第１分流Ｈ１は、第１燃焼域１３に流入し、

進行するとともに、熱分解ガス中の炭化水素と高温水蒸

制御装置４０、８０は、燃料ガス及び酸化剤を第１燃焼

気との吸熱改質反応が進行する。改質域に生成した改質

域１３に供給する。第１分流Ｈ１は、燃料ガスと混合し

ガスは、高温の粗燃料ガスとして高温ガス給送路ＨＧか

て燃焼反応し、高温の燃焼排ガスを第１燃焼域１３に生

ら冷却器６に導入される。

成する。燃焼排ガスは、第１熱交換装置１１、第１給排

【００６５】冷却器６において冷却した低温の粗燃料ガ

路Ｌ１及び第２排気開閉弁２４を介して排気ファン３０

スは、低温ガス給送路ＬＧを介してガス洗浄・浄化装置

（図７）に誘引され、排気路ＥＧ及び排気口３１から系

７に導入され、除塵、脱硫、脱塩及び重金属除去等の洗

外に排気される。燃焼排ガスは、第１熱交換装置１１を

浄・浄化処理を受けた後、精製燃料ガスとして燃料ガス
給送路ＦＧ、ＲＧに送出される。例えば、６０乃至８０

通過する際に第１熱交換装置１１の蓄熱体と伝熱接触
10

し、燃焼排ガス流が保有する顕熱は、該蓄熱体に蓄熱さ

％の重量比の燃料ガスは、燃料ガス給送路ＦＧを介して

れる。

後続のエネルギー利用設備に供給され、４０乃至２０％

【００７０】水蒸気・空気加熱装置１０は、１２０秒以

の重量比の燃料ガスは、混合気加熱用燃料として燃料ガ

下、好適には、６０秒以下、更に好適には３０秒以下の

ス給送路ＲＧから水蒸気・空気加熱装置１０に供給され

所定時間に設定された所定の時間間隔で交互に第１又は

る。

第２加熱工程に切換えられる。このため、第２分流Ｈ２

【００６６】冷却器６の熱交換器において加熱された給

は、連続的に高温混合気供給路ＭＧに送出され、図７に

水管路ＷＳの給水は、低温水蒸気として気化し、低温水

示す如く、高温混合気供給路ＭＧ１、ＭＧ２を介して熱

蒸気供給路ＬＳに送出される。低温水蒸気は、混合制御

分解ガス化炉２及び改質器３に夫々供給され、熱分解域

弁５１、５２によって低温空気供給路ＬＡの低温空気と

の高温焼成雰囲気及び改質域の水蒸気改質反応を維持す

混合した後、低温混合気供給路ＳＡ１、ＳＡ２から水蒸

20

る。

気・空気加熱装置１０の流路切換装置２０に供給され

【００７１】図９は、図７に示す実施例の変形例を示す

る。

ガス化装置のシステム・フロー図である。図９に示す廃

【００６７】流路切換装置２０は、上記第１加熱工程に

棄物ガス化システムは、単一の水蒸気・空気加熱装置１

おいて、低温混合気を第１燃焼域１３に導入し且つ第２

０及び混合制御弁５０を備えており、加熱装置１０の高

燃焼域１４の燃焼排ガスを排気導出路ＥＸに導出し（図

温混合気を分流する分配制御弁７０が、高温混合気供給

８Ａ）、第２加熱工程において、低温混合気を第２燃焼

路ＭＧの下流端に配設される。分配制御弁７０の第１吐

域１４に導入し且つ第１燃焼域１３の燃焼排ガスを排気

出口は、第１混合気供給路ＭＧ１を介して導入口４と連

導出路ＥＸに導出する（図８Ｂ）。

通し、分流制御弁７０の第２吐出口は、第２混合気供給

【００６８】第１加熱工程（図８Ａ）において、燃料供

路ＭＧ２を介して導入口５と連通する。分配制御弁７０

給制御装置４０は、燃料ガス給送路ＲＧの燃料ガスを第

30

は、所定割合の高温混合気を熱分解ガス化炉２の熱分解

２燃焼域１４に吹込む。所望により、酸化剤供給制御装

域に供給し、残余の割合の高温混合気を改質器３の改質

置８０は、酸化剤を第２燃焼域１４に供給する。低温混

域に供給する。その他の廃棄物ガス化システムの構成

合気は、第１熱交換装置１１を流通する間に７００℃以

は、図７に示すシステム構成と実質的に同一である。

上、好適には、８００℃以上に加熱される。高温の混合

【００７２】図１０は、図７に示す実施例の更なる変形

気流Ｈは、分流域１５に流入し、分流域１５において、

例を示すガス化装置のシステム・フロー図である。図１

第１及び第２分流Ｈ１：Ｈ２に分流する。第２分流Ｈ２

０に示す廃棄物ガス化システムは、低温空気を加熱する

は、高温混合気供給路ＭＧに送出され、第１分流Ｈ１

空気加熱装置１０Ａと、低温水蒸気を加熱する水蒸気加

は、第２燃焼域１４に流入し、燃料ガスと混合して燃焼

熱装置１０Ｂとを備える。空気加熱装置１０Ａの流路切

反応し、高温の燃焼排ガスを第２燃焼域１４に生成す
る。燃焼排ガスは、第２熱交換装置１２、第２給排路Ｌ

換装置２０は、低温空気供給路ＬＡに接続され、空気加
40

熱装置１０の分流域１５は、高温空気供給路ＨＡに接続

２及び第１排気開閉弁２３を介して排気ファン３０（図

される。給気ファン６０が低温空気供給路ＬＡに介装さ

７）に誘引され、排気路ＥＧ及び排気口３１から系外に

れ、分配制御弁７１が、供給路ＨＡの下流端に接続され

排気される。燃焼排ガスは、第２熱交換装置１２を通過

る。他方、水蒸気加熱装置１０Ｂの流路切換装置２０

する際に第２熱交換装置１２の蓄熱体と伝熱接触し、燃

は、低温水蒸気供給路ＬＳに接続される。水蒸気加熱装

焼排ガス流が保有する顕熱は、該蓄熱体に蓄熱される。

置１０の分流域１５は、高温水蒸気供給路ＨＳに接続さ

【００６９】第２加熱工程（図８Ｂ）において、低温混

れ、分配制御弁７２が、高温水蒸気供給路ＨＳの下流端

合気は、第２熱交換装置１２を流通する間に上記高温域

に接続される。

に加熱される。高温混合気流Ｈは、分流域１５に流入

【００７３】分配制御弁７１の第１及び第２吐出口は、

し、分流域１５において、第１及び第２分流Ｈ１：Ｈ２

第１及び第２高温空気流路ＨＡ１、ＨＡ２に接続され、

に分流する。第２分流Ｈ２は、高温混合気供給路ＭＧに

50

分配制御弁７２の第１及び第２吐出口は、第１及び第２

( 11 )

特開２００１−１５８８８５

19

20

の高温水蒸気流路ＨＳ１、ＨＳ２に接続される。第１の

置１０の流路切換装置２０に供給される。混合制御弁５

高温空気流路及び高温水蒸気流路ＨＡ１、ＨＳ１は、熱

０は、低温水蒸気及び低温空気を２：８〜５：５の範囲

分解ガス化炉２の熱分解域と連通し、分配制御弁７１、

内の混合比（重量比）に混合する。

７２は、所定割合の高温空気及び高温水蒸気を導入口４

【００７７】水蒸気・空気加熱装置１０の構成は、上記

Ａ、４Ｂから熱分解域に導入する。第２の高温空気流路

第１実施例の水蒸気・空気加熱装置の構成と実質的に同

及び高温水蒸気流路ＨＡ２、ＨＳ２は、改質器３の改質

一であり、第１加熱工程（図８Ａ）及び２加熱工程（図

域と連通し、分配制御弁７１、７２は、残余の割合の高

８Ｂ）を所定時間毎、例えば、６０秒以下の時間間隔で

温空気及び高温水蒸気を導入口５Ａ、５Ｂから改質域に

交互に反復実施し、これにより、低温混合気供給路ＳＡ

導入する。熱分解域及び改質域に導入された高温空気及
び高温水蒸気は、熱分解域及び改質域において混合す

の低温混合気を１０００℃以上の高温に連続的に加熱
10

し、高温混合気供給路ＭＧに送出する。供給路ＭＧは、

る。その他の廃棄物ガス化システムの構成は、図７に示

高温混合気をガス化炉２内に導入する。高温混合気は、

すシステム構成と実質的に同一である。

熱分解域の廃棄物をガス化溶融し、廃棄物を溶融スラグ

【００７４】図１１は、本発明の第２実施例に係るガス

と熱分解ガスとに熱分解する。混合気中の高温水蒸気

化装置の全体構成を示すシステム・フロー図である。図

は、廃棄物のガス化溶融により多量の煤が発生するのを

１１において、上記第１実施例の各構成要素と実質的に

抑制するとともに、熱分解ガス中の炭化水素と水蒸気改

同一又は同等の構成要素については、同一の参照符号が

質反応し、熱分解ガスを改質する。

付されている。

【００７８】図１２は、図１１に示す実施例の変形例を

【００７５】図１１に示す廃棄物ガス化システムは、図

示すガス化装置のシステム・フロー図である。図１２に

３に示す基本構成の廃棄物ガス化設備１を備える。ガス

示す廃棄物ガス化システムは、図１０に示す実施例と同

化設備１は、ペブル床ガス化炉２からなり、多数の球形

20

様、低温空気を加熱する空気加熱装置１０Ａと、低温水

セラミックス( ペブル) により構成されるペブル床８を

蒸気を加熱する水蒸気加熱装置１０Ｂとを備える。空気

備える。ペブル床８は、例えば、直径２０〜５０ｍｍ程

加熱装置１０Ａの流路切換装置２０は、給気ファン６０

度のアルミナボールの充填層又は積層体からなり、ペブ

を備えた低温空気供給路ＬＡに接続され、空気加熱装置

ル床８の上方には、廃棄物を熱分解可能な熱分解域が画

１０の分流域１５は、高温空気供給路ＨＡに接続され

成される。ガス化設備１は、廃棄物を装入可能な燃料供

る。水蒸気加熱装置１０Ｂの流路切換装置２０は、低温

給手段ＷＴを備え、所望により適当な寸法又は粒度に粉

水蒸気供給路ＬＳに接続され、水蒸気加熱装置１０の分

砕された廃棄物が、供給手段ＷＴによってガス化炉２内

流域１５は、高温水蒸気供給路ＨＳに接続される。

に導入される。１０００℃以上の高温混合気（空気及び

【００７９】供給路ＨＡ、ＨＳの高温空気及び高温水蒸

水蒸気）が、熱分解域に導入され、高温混合気は、廃棄

気は夫々、導入口４Ａ、４Ｂから熱ガス化炉２内に導入

物を熱分解し、溶融する。球形セラミックスは、高温混

30

される。高温空気及び高温水蒸気は、上記の如く、熱分

合気によって加熱され且つ高温混合気の顕熱を蓄熱し、

解域の廃棄物をガス化溶融し、廃棄物を溶融スラグ及び

廃棄物に伝熱接触して廃棄物の溶融ガス化反応を促進す

熱分解ガスに熱分解し、高温水蒸気は、煤の発生を抑制

る。廃棄物の溶融スラグは、球形セラミックスの間隙を

するとともに、熱分解ガス中の炭化水素と反応し、熱分

流下してスラグ・ガス分離域９に流入する。分離域９の

解ガスを改質する。その他の廃棄物ガス化システムの構

底部に滞留した溶融スラグは、炉外に抽出され、冷却・

成は、図１１に示すシステム構成と実質的に同一であ

固化し、路盤材等の建築材料又は土木材料等として再利

る。

用される。

【００８０】図１３は、図１１に示す実施例の更なる変

【００７６】高温混合気による廃棄物の溶融過程で発生

形例を示すガス化装置のシステム・フロー図である。図

した熱分解ガスは、ペブル床８のセラミックス球の間隙
を通過し、高温粗ガスとして分離域９から高温ガス給送

１３に示す廃棄物ガス化システムは、高温側の混合制御
40

弁５５を備える点にいて、図１２に示す構成と相違す

路ＨＧに送出される。給送路ＨＧの高温粗ガスは、冷却

る。高温空気供給路ＨＡ及び高温水蒸気供給路ＨＳが混

器６、低温ガス給送路ＬＧ及びガス洗浄・浄化装置７を

合制御弁５５に接続され、高温空気及び高温水蒸気は、

流通し、低温の精製燃料ガスとして燃料ガス給送路Ｆ

所定の混合比で混合する。空気及び水蒸気の高温混合気

Ｇ、ＲＧに送出される。給送路ＦＧの燃料ガスは、ガス

は、高温混合気供給路ＭＧを介してガス化設備１に供給

タービン装置等のエネルギー利用設備に供給され、給送

され、導入口４から熱分解域に導入される。その他の構

路ＲＧの燃料ガスは、水蒸気・空気加熱装置１０に供給

成は、図１２に示すシステム構成と同一であるので、更

される。冷却器６内の熱交換器は、高温粗ガスが保有す

なる詳細な説明は、省略する。

る顕熱によって給水管路ＷＳの給水を低温水蒸気に気化

【００８１】図１４は、本発明の第３実施例に係るガス

し、低温水蒸気は、混合制御弁５０において低温空気供

化装置の全体構成を示すシステム・フロー図である。図

給路ＬＡの低温空気と混合した後、水蒸気・空気加熱装

50

１４において、上記第１及び第２実施例の各構成要素と
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実質的に同一又は同等の構成要素については、同一の参

るとともに、熱分解ガス中の炭化水素と高温水蒸気との

照符号が付されている。

吸熱改質反応が進行する。改質域に生成した改質ガス

【００８２】図１４に示す廃棄物ガス化システムは、熱

は、高温の粗燃料ガスとして高温ガス給送路ＨＧから冷

分解炉２及び改質器３を含むガス化設備１を備えるとと

却器６に導入される。その他のシステム構成は、前述の

もに、冷却器６、ガス洗浄・浄化装置７及び水蒸気・空

各実施例と実質的に同一であるので、更なる詳細な説明

気加熱装置１０を備える。ガス化設備１の構成は、図４

は、省略する。

に示す基本構成に相当する。熱分解炉２は、酸素濃度制

【００８６】図１５は、本発明の第４実施例に係るガス

御手段（図示せず）を備えた外部加熱式ロータリーキル

化装置の全体構成を示すシステム・フロー図である。図

ンからなり、ロータリーキルンの熱分解域は、酸素濃度
制御手段の制御下に低酸素状態又は無酸素状態の炉内焼

１５において、上記各実施例の各構成要素と実質的に同
10

一又は同等の構成要素については、同一の参照符号が付

成雰囲気に維持・管理される。熱分解炉２の前処理装置

されている。

は、シュレッダーダスト化工程、都市ゴミの破砕、選別

【００８７】図１５に示す廃棄物ガス化システムは、図

及び乾燥工程、或いは、汚泥の沈降分離、脱水及び乾燥

５及び図６に示す基本構成を有するガス化設備１を備え

工程等を実施する公知の手段を備えており、熱分解効率

ており、ガス化設備１は、熱分解ガス化炉２及び改質器

を向上すべく、例えば１５０mm以下の寸法の砕片に廃棄

３を有する。熱分解ガス化炉２は、ー括投入型のバッチ

物を破砕した後、廃棄物の砕片を熱分解炉２の廃棄物装

式熱分解炉からなり、熱分解ガス化炉２の熱分解域は、

入部に投入する。熱分解域の廃棄物は、所謂蒸し焼き状

熱分解ガス給送路ＴＧを介して改質器３の改質域と連通

態の炉内焼成雰囲気にて約５００〜６００℃程度に加熱

する。また、改質器３の改質域は、高温混合気供給路Ｈ

され、熱分解反応の進行により熱分解ガス及び残渣に分

ＭＧを介して、高温加熱用熱交換器６１に接続され、ガ

解する。熱分解ガス及び残渣は、分離部において相互分

20

ス化炉２の熱分解域は、中温混合気供給路ＭＭＧを介し

離し、残渣は、残渣取出装置、有価金属選別装置、溶融

て、中温加熱用熱交換器６２に接続される。

炉等（図示せず）に導入され、他方、熱分解ガスは、改

【００８８】冷却装置６は、上流側から順に配列した高

質器３の改質域に導入される。

温区画６ａ、中温区画６ｂ及び低温区画６ｃを備える。

【００８３】改質器３の改質域は、高温ガス給送路ＨＧ

高温区画６ａは、高温ガス給送路ＨＧを介して改質器３

を介して冷却器６に接続され、冷却器６は、低温ガス給

と連通する。所望により、セラミックフィルター等の脱

送路ＬＧを介してガス洗浄・浄化装置７に接続される。

塵装置が、高温ガス給送路ＨＧに介装される。高温区画

ガス洗浄・浄化装置６は、燃料ガス給送路ＦＧを介して

６ａ及び中温区画６ｂには、高温加熱用及び中温加熱用

ガスタービン装置等のエネルギー利用設備に接続され

の各熱交換器６１、６２が夫々配置され、低温区画６ｃ

る。

には、水蒸気生成用熱交換器６３が配置される。熱交換

【００８４】給水管路ＷＳが冷却器６の熱交換器に接続

30

器６１、６２は、０．８以上、好ましくは、０．９以上

され、熱交換器は、低温水蒸気供給路ＬＳの上流端に接

の温度効率を発揮するプレートフィン型又はフィンチュ

続される。低温水蒸気供給路ＬＳの下流端は、混合制御

ーブ型熱交換器からなり、熱交換器６３は、粗ガスとの

弁５０の第１流入口に接続される。外界雰囲気の空気を

熱交換により水蒸気を気化する汎用的な気−液・熱交換

供給可能な給気ファン６０を備えた低温空気供給路ＬＡ

器からなる。

が、混合制御弁５０の第２流入口に接続され、低温混合

【００８９】高温ガス給送路ＨＧの高温粗ガスは、少な

気供給路ＳＡが、混合制御弁５０の吐出口に接続され

くとも８００℃、一般には、９００℃以上の温度を有

る。混合制御弁５０は、低温空気及び低温水蒸気を２：

し、高温粗ガスは、熱回収可能な多大な顕熱を保有す

８〜５：５の範囲内の混合比（重量比）に混合し、低温

る。冷却装置６に流入した高温粗ガスは、熱交換器６１

空気及び低温水蒸気の混合気を水蒸気・空気加熱装置１
０に供給する。

と伝熱接触し、低温混合気供給路ＳＡ１の低温混合気を
40

７００℃以上、好ましくは、８００℃以上の高温に加熱

【００８５】水蒸気・空気加熱装置１０は、上記各実施

した後、熱交換器６２と伝熱接触し、低温混合気供給路

例の水蒸気・空気加熱装置と実質的に同一の構造を有

ＳＡ２の低温混合気を５００℃以上、好ましくは、６０

し、第１加熱工程（図８Ａ）及び２加熱工程（図８Ｂ）

０℃以上の中温に加熱する。熱交換器６１、６２を通過

を所定時間毎、例えば、６０秒以下の時間間隔で交互に

して降温した粗ガスは、熱交換器６３と更に伝熱接触

反復実施することにより、低温混合気供給路ＳＡの低温

し、給水管路ＷＳの給水を１５０℃〜２５０℃程度の低

混合気を７００℃以上、好適には、８００℃以上の高温

温水蒸気に気化した後、低温ガス給送路ＬＧを介してガ

に連続的に加熱し、高温混合気供給路ＭＧに送出する。

ス洗浄・浄化装置７に供給され、洗浄・浄化処理を受け

供給路ＭＧは、高温混合気を改質器３に導入し、高温混

た後、燃料ガス給送路ＦＧに送出される。

合気は、改質域の熱分解ガスと混合する。この結果、熱

【００９０】熱交換器６３の低温水蒸気は、低温水蒸気

分解ガス中の炭化水素と高温空気との発熱反応が進行す

50

供給路ＬＳに送出され、混合制御弁５０にて外気温相当
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温度の低温空気と混合した後、低温混合気供給路ＳＡ

及び水蒸気・空気加熱装置には、これら装置の燃焼用燃

１：ＳＡ２を介して、熱交換器６１、６２に夫々導入さ

料が、系外の燃料供給設備から別途供給される。

れ、上記の如く、高温及び中温混合気に加熱される。高

【００９８】更には、高温区画、中温区画及び低温区画

温空気及び高温水蒸気の混合比（重量比）は、２：８〜

を備えた上記構成の冷却装置（図１５）を２乃至３の冷

５：５の範囲に設定される。

却器に分割し、例えば、粗ガス中の硫黄分等を除去する

【００９１】熱交換器６２の中温混合気は、供給路ＭＭ

脱硫装置等を中温区画の熱交換器（６２）と低温区画の

Ｇから熱分解ガス化炉２の熱分解域に導入され、廃棄物

熱交換器（６３）との間に介装しても良い。

を残渣及び熱分解ガスに熱分解し、熱交換器６１の高温

【００９９】

混合気は、供給路ＨＭＧから改質器３に導入され、熱分
解ガスを粗燃料ガスに改質する。

【発明の効果】以上説明した如く、本発明によれば、高
10

温の水蒸気及び空気が熱分解域及び改質域の双方又は一

【００９２】本実施例によれば、ガス洗浄・浄化装置７

方に導入され、高温空気は、熱分解ガスと発熱反応し、

により精製した全燃料ガスをガスタービン装置等のエネ

高温水蒸気は、熱分解ガス中の炭素化合物と吸熱反応す

ルギー利用設備に供給し得るとともに、高温粗ガスの廃

る。このような有形燃料のガス化装置及びガス化方法に

熱を効果的に回収して低温混合気を高温混合気及び中温

よれば、ガス化炉又は熱分解炉の熱分解ガスを比較的良

混合気に加熱するので、システム全体の熱効率を向上す

質の燃料ガスに改質することができる。

ることができる。

【０１００】また、高温空気と熱分解ガス中の炭素化合

【００９３】以上、本発明の好適な実施例について詳細

物との発熱反応により発生した熱によって高温水蒸気及

に説明したが、本発明は上記実施例に限定されるもので

び炭素化合物の吸熱改質反応に要する熱を補う本発明の

はなく、特許請求の範囲に記載された本発明の範囲内で

構成によれば、燃焼装置等の内熱又は外熱手段を格別に

種々の変形又は変更が可能である。
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設けることなく、熱分解ガス中の炭素化合物の水蒸気改

【００９４】例えば、上記各実施例の記載における「廃

質反応に要する十分な熱を確保することができる。

棄物」の用語を「微粉炭」、「微粉炭及び一次空気」又

【０１０１】更に、高温空気及び高温空気が保有する顕

は「石炭」に置換することにより、上記各実施例のシス

熱と、有形燃料及び高温空気の酸化発熱反応により発生

テムを石炭ガス化装置として把握し得る。この場合、微

した熱とによって有形燃料を熱分解して熱分解ガスを生

粉炭等の石炭は、上記燃料供給手段ＷＴによってガス化

成する本発明の構成によれば、燃焼装置等の内熱又は外

設備１に供給され、ガス化設備１は、石炭ガス化装置と

熱手段を格別に設けることなく、ガス化炉又は熱分解炉

して機能する。石炭ガス化ガスは、高温水蒸気及び高温

における有形燃料の熱分解ガス化反応を促進し、しか

空気により改質され、しかる後、冷却器６及びガス洗浄

も、熱分解域における煤の発生等を抑制することが可能

・浄化装置７により精製され、精製燃料ガスとして水蒸

となる。

気・空気加熱装置１０及びエネルギー利用設備に供給さ

30

【図面の簡単な説明】

れる。

【図１】本発明の好適な実施形態に係るガス化装置のシ

【００９５】また、上記各実施例における水蒸気・空気

ステム・フロー図である。

加熱装置１０の各部構造、例えば、流路切換装置２０の

【図２】図１に示すガス化設備の構成を示すブロックフ

弁型式、分流域１５の構造等については、適宜変更する

ロー図である。

ことが可能である。例えば、流路切換装置２０として、

【図３】図１に示すガス化設備の変形例を示すブロック

４方弁型式の弁機構を採用しても良く、また、分流域１

フロー図である。

５は、第１燃焼域１３及び第２燃焼域１４を相互連通可

【図４】図１に示すガス化設備の更なる変形例を示すブ

能な連通路及び分流制御弁により形成しても良い。

ロックフロー図である。

【００９６】更に、高温粗ガスにより水蒸気を加熱する
手段として、例えば、特願平１０−２４１４４号（特開

【図５】本発明の他の好適な実施形態に係るガス化装置
40

のシステム・フロー図である。

平１１−２２３４８２号公報）に開示された熱交換シス

【図６】図５に示すガス化設備の構成を示すブロックフ

テムを採用しても良い。このような熱交換システムは、

ロー図である。

上記冷却器の低温水蒸気を加熱する手段として使用さ

【図７】本発明の第１実施例に係るガス化装置の全体構

れ、或いは、系外の水蒸気生成手段にて生成した低温水

成を示すシステム・フロー図である。

蒸気を加熱する手段として使用される。熱交換システム

【図８】図７に示す水蒸気・空気加熱装置の全体構成及

により加熱された水蒸気は、上記水蒸気・空気加熱装置

び作動態様を示す概略断面図であり、図８（Ａ）は、水

によって７００℃以上の高温に更に加熱される。

蒸気・空気加熱装置の第１加熱工程を示し、図８（Ｂ）

【００９７】また、上記ガス化設備の高温粗ガスを冷却

は、水蒸気・空気加熱装置の第２加熱工程を示す。

せず、これを高温ガスとして工業炉等の燃焼設備又は熱

【図９】図７に示す実施例の変形例を示すガス化装置の

機関に直に供給しても良い。この場合、水蒸気発生手段

50

システム・フロー図である。

( 14 )

特開２００１−１５８８８５

25

26

【図１０】図７に示す実施例の更なる変形例を示すガス

７ ガス洗浄・浄化装置

化装置のシステム・フロー図である。

１０

【図１１】本発明の第２実施例に係るガス化装置の全体

１０Ａ

空気加熱装置

構成を示すシステム・フロー図である。

１０Ｂ

水蒸気加熱装置

【図１２】図１１に示す実施例の変形例を示すガス化装

６１：６２：６３

置のシステム・フロー図である。

ＬＡ

低温空気供給路

【図１３】図１１に示す実施例の更なる変形例を示すガ

ＬＳ

低温水蒸気供給路

ス化装置のシステム・フロー図である。

ＳＡ

低温混合気供給路

ＭＧ

ガス供給路、高温混合気供給路

【図１４】本発明の第３実施例に係るガス化装置の全体
構成を示すシステム・フロー図である。
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ＨＭＧ

水蒸気・空気加熱装置

熱交換器

高温混合気供給路

【図１５】本発明の第４実施例に係るガス化装置の全体

ＭＭＧ

構成を示すシステム・フロー図である。

ＨＡ

ガス供給路、高温空気供給路

【符号の説明】

ＨＳ

ガス供給路、高温水蒸気供給路

１

ガス化設備

ＴＧ

熱分解ガス給送路

２

熱分解ガス化炉、ガス化炉、熱分解炉

ＨＧ

高温ガス給送路

３

改質器

ＬＧ

低温ガス給送路

６

冷却器、冷却装置

ＲＧ：ＦＧ
【図１】

【図２】

中温混合気供給路

燃料ガス給送路

( 15 )

【図３】

特開２００１−１５８８８５

【図８】

【図４】

【図６】

( 16 )

特開２００１−１５８８８５

【図５】

【図７】

【図９】

( 17 )

【図１０】

特開２００１−１５８８８５

【図１１】

【図１４】

( 18 )

【図１２】

特開２００１−１５８８８５

【図１３】

【図１５】

( 19 )

特開２００１−１５８８８５
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