
まえがき＝日本では，発電効率やコスト，輸送・貯蔵な
ど物流上の安全面の観点から，燃料用石炭として主に高
発熱量の瀝青炭（れきせいたん）が使用されている。し
かしながら近年，中国やインドなどの新興国における経
済成長に伴い，その需給が世界的にタイトになってきて
いる。一方で，褐炭などの低品位炭は水分が多いために
発熱量が低く，また自然発火性を有することから，日本
の石炭需要家にとって利用困難な資源にとどまってい
る。
　日本が輸入する石炭の主要産出国の一つであるインド
ネシアでは，瀝青炭の埋蔵量は 15％と限られており，低
品位炭に分類される褐炭が58％，亜瀝青炭が27％を占め
ている。そのインドネシアでは，低灰分，低硫黄という
特徴を有する低品位炭が多量に存在しており，それらを
改質（脱水）し，高発熱量かつ低灰分，低硫黄の改質炭
を安定的に供給することができれば，日本の石炭需要家
にとって燃料用石炭の調達元の確保や環境負荷（灰処理
や脱硫処理）の軽減効果が期待できる。
　当社は，1990 年代初めより低品位炭の改質技術の開発
に取組んできた。そのプロセスは『天ぷら』の原理で，
低品位炭に含まれる水分を加熱した軽質油中で効率的に
除去するものであり，改質褐炭（Upgraded Brown Coal ，
以下 UBCという）プロセス 1）と称している。本技術開
発は，2001 年度からの 4年間にわたるインドネシアでの
パイロットプラント運転（製品ベース 3t/day）を経
て 1），2），2006 年度から経済産業省／JCOAL（財団法人石
炭エネルギーセンター）の補助事業としてインドネシア
における実証プロジェクトの段階に至っている。本稿で
は，本プロジェクトの概要を報告する。

1．低品位炭脱水プロセス

1．1　従来の低品位炭脱水プロセス3）

　従来の低品位炭脱水プロセスのうち，低品位炭を水の
沸点以上に加熱して水分を蒸発させるプロセスは，高温
による熱改質処理を伴わない。このため，熱分解や部分
酸化などによる熱損失が小さいという特長を有してお
り，スチームチューブドライヤなど各種乾燥機器が使用
されている。しかしながら，水分の蒸発潜熱が高いため
にそれらのプロセスにおけるエネルギー消費量が多いこ
とや，製品に自然発火性があることなどの課題がある。
これらの課題を克服できるプロセスに実用化の可能性が
あるといえる。 
1．2　UBCプロセスの特長

　UBCプロセスは，粉砕された低品位炭をアスファルト
などの重質油を含む軽質油に分散させ，130～160℃，400
～450kPa の比較的穏和な条件下で脱水するプロセスで
あり，従来の低品位炭脱水プロセスが有する課題を克服
できる可能性がある。以下にUBCプロセスの主な特長
を示す。
１）脱水条件が比較的穏和であり，化学反応が実質的に

ほとんど起こらないため，製品の熱損失が小さい。
また，廃水処理の負荷が低い。

２）油中脱水により分離された石炭中水分の蒸気を圧縮
して加熱用熱源に再利用することにより，エネルギ
ー消費量の低減を可能とする。

３）油中脱水後の多孔質な低品位炭内部の細孔にアスフ
ァルト等の重質油が吸着されることにより，石炭性
状の安定化が促進され，自然発火性が抑制される。
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2．UBC実証プロジェクト

2．1　概要

　本プロジェクトは，経済産業省／JCOALの補助事業と
して，2006 年度から 2009 年度にかけてインドネシア南
カリマンタン州のサツイ鉱区内においてプラント（製品
ベース 600t/day）を建設し，その実証運転を通じて商業
化技術を確立する計画である。図1にプロジェクトの概
要，図 2にプロジェクトのスケジュールを示す。
2．2　実証目的

　本プロジェクトにおける実証目的を以下に記す。
１）長期連続運転によってUBCプロセスの安定性・信

頼性を評価するとともに，商業機設計のためのスケ
ールアップデータを取得する。

２）UBCの大規模サンプルを日本に輸送し，実際に運転
されている石炭火力発電設備で燃焼試験を行って燃
料としての実用性を評価する。

３）原料調達，製品製造，プラント保全および製品出荷

を通じて FS精度を向上させ，プロセスの経済性を
評価する。

2．3　工程

　UBCプロセスは，図3に示すように石炭粉砕工程→ス
ラリー脱水工程→固液分離工程→油分回収工程→成型工
程の5つのセクションに分かれている。図4にUBCプラ
ント全景を示す。以下に，各セクションの概要を示す。
１）石炭粉砕工程　

　あらかじめ50mm以下に粗粉砕された生炭を受入
れ，粉砕機で 5mm以下に粉砕する。

２）スラリー脱水工程
　スラリー調製槽で粉砕炭とアスファルトなどの重
質油を含む軽質油を混合し，石炭スラリーを調製す
る。次いで，石炭スラリーをスラリー脱水槽に供給
し，130～160℃，400～450kPa の加圧条件下で脱水
する。スラリー脱水槽で発生した水と軽質油の混合
蒸気（以下，プロセス蒸気という）は圧縮機で圧縮
され，石炭スラリーの脱水用加熱源として再利用さ
れる。

３）固液分離工程
　脱水後の石炭スラリーを連続式遠心分離機（デカ
ンタ）へ供給し，スラリーケーキと軽質油に分離す
る。分離後の軽質油は循環油タンクに戻され，スラ
リー調製用の軽質油として再利用される。

４）油分回収工程
　固液分離後のスラリーケーキを乾燥機（スチーム
チューブドライヤ）へ供給し，高温スチームとの間
接熱交換によってスラリーケーキ中の油分を揮発乾
燥させ，粉状のUBC（以下，UBC粉という）を回
収する。ドライヤ内を流通する循環ガス（主成分は
窒素）に含まれる揮発油分は冷却塔で凝縮され，窒
素ガスと分離される。分離後の軽質油は循環油タン
クに戻され，スラリー調製用の軽質油として再利用
される。
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図 1  実証プロジェクト概要
������  Outline of demonstration project

Detail

By "JCOAL" jointed by Kobe Steel Ltd with the partnership of Arutmin &�
Bumi Resources. Indonesian government also supports the project.
2006-2009
80M$
600t/day (Product base),  1,000t/day (Feed base)
Satui area in South Kalimantan, Indonesia
Several lignites (4,000-5,000kcal/kg as received base)
By several companies (Kobe Steel Ltd, Power companies)

UBC 3t/day pilot plant
UBC 600t/day plant

KALIMANTAN

JAVA

SUMATRA

Item

Project structure

Period
Budget
Scale
Place
Coal

Product evaluation

図 3  UBC プロセスのブロックフロー図
������  Block flow diagram of UBC process

Section #100�
Coal�
crushing

Raw coal
Section #200�
Slurry�

dewatering

Fine coal UBCDewatered slurry Slurry cake

Section #300�
Coal/Oil�
separation

Recycled oil

Section #400�
Oil recovery

Section #500�
Briquetting

UBC�
Briquette

図 2  UBC 実証プロジェクトスケジュール
������  Master schedule of UBC demonstration project

3t/day pilot plant Operation

Basic plan

Plant design

Plant construction

Commissioning

Operation

Preparation

Combustion test

Period of demonstration project

2006 2007 2008 200920052001～2004 2010～�Accounting year

600ton/day plant

Combustion test�
by commercial boiler

Commercial deployment



５）成型工程
　UBC粉をダブルロール式のブリケット成型機に
供給する。そこで，UBC粉は回転する一対のロール
（ロール表面にはポケットが加工されている）で圧
縮成型され，豆炭状のブリケットが製品として得ら
れる。

2．4　付帯設備

　原水処理設備，ボイラ（スチーム製造）設備，冷却水
設備，窒素製造設備，工場空気製造設備および廃水処理
設備などのユーティリティ設備を備えている。このほ
か，軽質油と重質油を貯蔵するタンクヤードや消火設備
がある。また，分析室やワークショップなども併設し，
実証運転のサポート業務を担っている。
2．5　技術評価項目

　本プロジェクトでは，図5に示されるUBCプロセスの
技術評価を実施する計画である。
１）石炭粉砕工程

　粉砕機の石炭粉砕性能およびその材料特性（耐久
性・摩耗性）を評価する。

２）スラリー脱水工程
　パイロットプラント運転等でこれまでにノウハウ
を蓄積してきたスラリー沈降防止，スラリー配管等
での閉塞防止などのスラリーハンドリング技術を活
用し，スラリー循環運転の安定性を実証する。ま

た，プロセス蒸気中へのスラリーエントレインメン
トを制御し，圧縮機運転の安定性を実証する。さら
に，圧縮機による熱回収性能を評価する。

３）固液分離工程
　デカンタ運転条件（脱水スラリー供給量，デカン
タ回転数など）に対する固液分離性能を評価する。

４）油分回収工程
　ドライヤ運転条件（スチーム圧力，UBC滞留時間
など）に対する油分回収性能および循環ガス系の圧
力損失を評価する。

５）成型工程
　成型機運転条件（ロール回転数，ロール押付け圧，
UBC温度など）に対するUBCブリケットの品質を
評価する。

６）実缶燃焼
　実缶燃焼試験では，製品であるUBCブリケット
を日本の石炭火力設備へ輸送し，各種ハンドリング
性および燃焼性を評価する。図6に実缶燃焼試験に
おける技術評価項目を示す。UBCブリケットのハ
ンドリング性能としては，落下試験，パイル試験，
粉砕試験（瀝青炭との混炭），自然発火性試験，ホッ
パ排出試験等を実施する。燃焼性能としては，UBC
熱量，燃焼排ガス性状（NOx，SOx，残炭，飛灰），
炉内汚れ（スラッギング，ファウリング），炉内腐食
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図 4  UBC プラント全景
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性，排ガス処理（集塵特性，脱硫特性，石膏品質，
脱硝特性，微量元素挙動など）を評価する。

2．6　プラント実証運転状況

　2008年7月の600t/dayプラント建設工事完了後，ユー
ティリティ設備を順次立ち上げ，各機器単独の試運転を
開始した。その後，8月からユーティリティ設備の連続
運転，続いて，プロセス設備のコミッショニング運転を
経て11月初旬から石炭運転を開始した。以後，全工程を
通しての石炭連続運転を実施し，プロセスの基本性能を
確認した。図 7に本プラントで製造されたUBCブリケ
ットを示す。今後，実缶燃焼試験用のUBCブリケット
サンプルの製造を行い，その後は計画にしたがって高負
荷運転および長時間連続運転に移行する予定である。以
下に主な工程の運転状況を紹介する。
１）スラリー脱水工程
　スラリー脱水槽で発生したプロセス蒸気を圧縮機で圧
縮し，石炭スラリーの脱水用加熱源として再利用する点
は本プロセスの特徴の一つである。圧縮機の導入によ
り，圧縮機の機械効率を 100％と仮定した理想的な試算
では，圧縮機の単位仕事量に対してスラリーと熱交換可
能な熱量はおよそ20倍となり，プロセス蒸気の熱量を回
収しない場合に比べて大きなメリットが得られる。今回
導入した圧縮機（㈱神戸製鋼所製）はスチーム（水蒸気）
仕様であるが，本プロセスではプロセス蒸気（水と軽質
油の混合蒸気）を圧縮機に供給する。また，圧縮機内部
に固体や液滴が侵入すると異常振動や異音など機械的ト
ラブルの原因となるため，スラリーエントレインメント
やプロセス蒸気の凝縮を抑制することが長期連続運転の
重要なポイントの一つである。
　図8に圧縮機周辺のプロセスフロー概略図を示す。ま
ず，図 8（a）のようにプロセス蒸気系と切離した状態で
スチームを圧縮機に供給する運転を実施した。その結
果，圧縮機の性能曲線に応じた圧縮性能を示すととも
に，表 1に示すように圧縮機本体の振動変位値が20μm
以下と許容範囲内であり，機械的に問題ないことを確認
した。

　つぎに，図 8（b）のようにプロセス蒸気を圧縮機に供
給する運転において，水の分子量とプロセス蒸気の平均
分子量が異なるが，ほぼ予測どおりの圧縮性能を示すこ
とを確認した。圧縮機本体の振動値もスチーム運転時と
同等であり，安定した運転を実証することができた。
　このほか，スラリー循環系では，スラリー沈降や配管
閉塞などのトラブルもなく，安定した運転を継続できて
いる。
２）油分回収工程
　スチームチューブドライヤとは，傾斜を持った横置き
の回転筒内に設置された複数の加熱管に蒸気などの熱媒
体を流通させ，シェル側を移動する被乾燥物を加熱・乾
燥させる機器である。気相側に移動した揮発分を排出す
るため，シェル側にはガス（本プロセスでは窒素ガス）
が循環している。図9にドライヤ周辺のプロセスフロー
概略図を示す。一般的にスチームチューブドライヤを用
いた乾燥方法では，乾燥効率の観点から図 9（a）のよう
に被乾燥物の搬送方向に対して循環ガスを向流で流して
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図 6  実缶燃焼試験における技術評価項目
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������  UBC briquette

100mm

Vibration
displacementFlow ratePressure (MPa)Molecular

weightOperation
(μm)(Nm3/h)DischargeSuction
10～2011,0000.600.4118Steam
10～2012,0000.680.3627Process Vapor

表 1  蒸気圧縮機の運転状況
���������Operation condition of compressor



運転されている。この方式を採用していたパイロットプ
ラント運転では，ドライヤ内を通過した高温の循環ガス
中に含まれていた揮発油分の一部がドライヤ入口付近で
低温のスラリーケーキで凝縮され，スラリーケーキの粘
性が上昇した。その結果，ドライヤ入口付近のスチーム
チューブに付着し，ドライヤの伝熱効率が低下する現象
が生じたこともあった。
　そこで本プラントでは，図 9（b）のようにスチームチ
ューブドライヤを 2基直列に配置し，スラリーケーキの
搬送方向に対して循環ガスの流れを上流のNo.1 ドライ
ヤでは並流に，下流のNo.2 ドライヤでは向流とした。
以下に，その特長を挙げる 4）。
ａ）No.1ドライヤ入口部では，循環ガスの露点は低く，

スラリーケーキ中の油分が高くてもスチームチュ
ーブへのスラリーケーキの付着は生じにくい。

ｂ）No.2ドライヤ出口部では，露点の低い循環ガスが
向流で供給されるため，減率乾燥区間における乾
燥効率を高めることができる。

　これまでの運転において，循環ガス系の圧力損失デー
タなどからスチームチューブへのスラリーケーキの付着
による閉塞や乾燥効率の低下は生じておらず，安定した
運転を継続できている。

むすび＝インドネシアに建設した 600t/day プラントに
よるUBCプロセスの実証運転を実施している。2009 年
には，全工程を通しての石炭連続運転により，プロセス
の基本性能を確認した。2010 年では，実缶燃焼試験用の
UBCブリケットサンプルの製造を行い，その後は計画に
したがって高負荷運転および長時間連続運転に移行し，
UBCプロセスの安定性・信頼性に係る技術評価，商業機
設計のためのスケールアップデータの取得，および燃料
としての製品評価，経済性評価を実施していく予定であ
る。
　本プロジェクトは経済産業省／JCOAL から石炭生産
技術振興費補助金の交付を受けて実施されており，ここ
に感謝の意を表す。
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(a) Steam operation system (b) Process vapor operation system
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(a) Gas-Solid counter flow system (b) Gas-Solid parallel flow＋Gas-Solid counter flow combined system
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図 8  圧縮機周辺のプロセスフロー図
������  Process flow diagram around compressor

図 9  ドライヤ周辺のプロセスフロー図
������  Process flow diagram around dryer


