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まえがき＝日本国内における一次エネルギー消費量の約
24％を占める石炭資源は，そのほとんどが輸入により賄
われており，貿易統計によると2012年の石炭輸入量は 1
億8,515万トンである 1 ）。そのうち，約 6 割が事業用およ
び産業用ボイラの燃料として利用されている一般炭であ
り，高品位な瀝（れき）青炭を利用することが多い。石
炭は石炭化度が進むにつれて炭素含有率が増加し，無水
無灰基準の発熱量が33,910kJ/kg以上では瀝青炭，30,560
～33,910kJ/kgの範囲では亜瀝青炭，24,280～30,560kJ/kg
の範囲では褐炭として分類（JIS M1002）される。
　石炭火力発電所には海外輸入炭を貯蔵する設備があ
り，大きく分けて屋外貯炭と屋内貯炭の 2 つの貯炭方式
がある。ストックパイル（以下，パイルという）のよう
な屋外貯炭方式は，スタッカやリクレーマを用いて積み
付け，払い出しを行うため，広大な敷地を有する製鉄所
や火力発電所で多く採用されている。一方，敷地上の制
約や周辺環境への配慮から近年は，サイロのような屋内
貯炭方式を採用する事業所も増えている 2 ）。貯炭場は製
鉄所や火力発電所の規模にもよるが， 1 ～ 2 箇月程度の
石炭使用量に相当する貯炭容量を有しているのが一般的
である。
　長期間の貯炭において留意すべき現象として石炭の自
然発火がある。石炭の積み付け直後のパイル温度は30～
40℃前後であるが，石炭が低温酸化反応により発熱する
ため温度は徐々に上昇していく。石炭の酸化熱と水の蒸
発潜熱，パイル内の通気による放熱のバランスでパイル
温度は定まり，発熱が優勢な箇所ではパイル温度が上昇
し続けて，最終的には自然発火に至ると推定されてい
る 3 ）。

　石炭の自然発火特性については，断熱した系内でサン
プルの自然発熱による温度変化を測定する方法 4 ）で評
価することが多く，高O/C比（石炭中に含まれる酸素と
炭素の割合）や高比表面積のような酸化特性が高い石炭
ほど自然発火しやすい傾向にあることがわかっている

（内的因子）。さらに，貯炭時における自然発火特性には，
石炭の粒度分布や充填状態，散水量や降水量，外気温な
どの外的因子の影響を考慮する必要がある。内的因子と
外的因子を考慮した評価手法として，数千トン規模の石
炭を用いたテストパイルでの数箇月間の長期測温実
験 5 ），6 ）がある。使用実績のない新規銘柄炭の自然発火
特性が把握できる手段ではあるが，高コストである。
　近年，石炭供給ソースの分散化や石炭銘柄の低品位化
に伴い，多種多様な銘柄の石炭が国内の火力発電所でも
使用されている。なかでも，亜瀝青炭のようにO/C比が
高く，瀝青炭と比較して自然発火しやすい石炭の使用量
が増加している。今後，このような石炭種はさらに増加
傾向になると予想されることから，貯炭場における火災
トラブルを抑制するためには，これらの新規銘柄炭の自
然発火特性を事前に把握する必要がある。
　そこで当社は，使用実績のない亜瀝青炭を含む新規銘
柄炭の貯蔵時における火災トラブルを防止するために，
石炭の低温酸化性等の内的因子や，パイルの状態や外部
環境等の外的因子を考慮した石炭パイル内の発熱挙動を
予測するシミュレーション技術を開発した。

1 . シミュレーションモデルの概要

　石炭パイルの発熱シミュレーション（以下，パイルシ
ミュレーションという）において，パイル内の発熱挙動
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を精度よく再現するため，以下の 3 つの挙動を詳細に検
討してモデル化を行った。
　①パイル内に流通する空気の流動挙動
　②パイル内の石炭の低温酸化挙動
　③石炭中の水分の蒸発と吸脱着挙動
　これらのモデルを汎用熱流体解析ソフトウェア
FLUENTに組み込むことにより，大規模パイルにおけ
る伝熱，流動および反応を考慮した非定常解析を行うこ
とができる。これによって，小規模な試験で石炭の物性
値を取得するだけで，様々な石炭の貯蔵時における発熱
特性を予測できるようになり，大規模テストパイルによ
る測温実験は不要となる。
1. 1　パイル内の空気の流動挙動
　パイル内は，発熱に伴って生じる自然対流によって空
気が流動している。大まかにいえば，温められた空気は
パイル内を上昇して外部に排出され，新鮮な空気が外部
から供給されるような流れが形成されている。ここで，
パイルは粒度分布を持つ石炭粒子群によって構成された
充填層であることから，空気の流動を再現するには，パ
イル内における圧力損失を把握し，空気の流動状態を決
定する必要がある。さらに，パイルは幅広い粒度分布を
持つ石炭粒子群によって構成されているため，パイルの
各所で通気性が異なる。例えば，パイルはスタッカによ
って積み付けを行うが，転がり偏析によって粒子径の大
きな石炭粒子はパイルの裾野に集まる傾向にあり，通気
性はパイル裾野の方がよくなる。
　そこで著者らは，パイル内における空気の流動分布状
態を評価するために，パイル内各所の粒度分布を実測し
てその粒度分布での圧力損失を求めた。図 1 にスタッキ
ング工程を模擬した1.5mラボパイルの概略を示す。本試
験は，図中に示すようにコンテナバッグ内の石炭をパイ
ル上部より排出することによって積み付け，高さ0.5m間
隔に配置した領域から採取した石炭粒子群の粒度分布
や，後述する通気抵抗係数を測定するものである。図中
には各領域における平均粒子径（質量基準50％粒子径）
を併せて示した。パイル裾野に相当する領域 1 の平均粒
子径は29.8mmとなり，他の領域よりも一桁大きな粒子
群が堆積することがわかった。
　さらに，図 2 に示す圧力損失測定装置を用いて各領域
における流速と圧力損失の関係を求めた。本装置は，石
炭粒子群の充填層，空気供給設備，流量計，充填層の差
圧を測定するマノメータで構成されている。図 3 にパイ

ル表層に相当する領域 1 ～ 3 における流速と圧力損失の
関係を示す。本図より，すべての領域において流速（u）
と圧力損失（ΔP）には式（ 1 ）に示すような線形関係
が成立することがわかる。
　　ΔP/L＝k・u …………………………………… （ 1 ）
ここでLは充填層高さであり，（ 1 ）式の傾きである k
は通気抵抗係数（Pa/m2/s）である。本シミュレーショ
ンではパイル内に通気抵抗係数kの分布を与えることで
圧力損失を求め，パイル内の空気の流動挙動を表現する
ことにした。領域別に見ると，大きな粒子が堆積しやす
いパイル裾野（領域 1 ）における通気抵抗係数は小さく，
円錐状の場合，パイル内部や頂上に近くなるほど通気抵
抗係数は大きくなる。
1. 2　パイル内の石炭の低温酸化挙動
　石炭の低温酸化反応は，まず酸素の吸着により過酸化
物が生じ，最終的にはCO，CO2，H2Oまで分解するもの
と考えられている。また，石炭への積算酸素吸着量が増
加するほど吸着サイトが減少するため，吸着速度は低下
していくことが知られている。つまり，パイル内では，
空気中の酸素を消費することで発熱反応は進行するが，
時間の経過と共に反応活性が低下し，発熱速度も低下し

図 1  パイリングテスト
Fig. 1  Piling test

図 2  圧力損失測定装置
Fig. 2  Schematics of experimental apparatus for pressure drop

図 3  圧力損失と流速の関係
Fig. 3  Relationship between pressure drop and flow rate
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ていく。
　上述のように，低温酸化反応が進行して熱が発生する
と考えられていることから，本シミュレーションでは式

（ 2 ）を用いて石炭の発熱速度Q（kJ/m3/s）を求めた。
　　Q＝ΔH（1－ε）ρOCR ………………………… （ 2 ）
ここで，ΔHは酸化反応熱（kJ/kg-O2），εはパイル内の
空隙率，ρは固体密度（kg/m3）である。発熱速度を決定
する上で重要なのは酸素消費速度（Oxygen Consumption 
Rate，以下OCRという。単位はmg-O2/g-coal/day）であ
る。OCRは石炭固有の値であり，式（ 2 ）に示すように
OCRが大きいほどパイル内の発熱が顕著となることを意
味する。また，OCRは温度および酸素濃度に対する依存
性があることから，シミュレーションでは式（ 3 ）を用
いて表現した。
　　OCR＝OCR0EXP｛－⊿E/R（1/T－ 1 /T0）｝［O2］n … （ 3 ）
ここでOCR0は303K（30℃），21％-O2条件（基準条件）
における実測値（mg-O2/g-coal/day）であり，ΔEは活
性化エネルギー（kJ/mol），［O2］とnは酸素濃度比（＝
パイル内酸素濃度／基準条件の酸素濃度）および反応次
数（-），TおよびT0はパイル内温度および基準条件の温
度（K）である。加えて，上述のとおり，OCR0は積算
酸素消費量と共に減少するため，積算消費量の関数とし
て表現される。
　OCR0は密閉容器に石炭と乾燥空気（基準条件）を入れ，
酸素濃度の経時変化より求めることができる。この方法
で測定した豪州産の瀝青炭（石炭Ａ）とインドネシア産
の亜瀝青炭（石炭Ｂ）のOCRと積算酸素消費量の関係を
図 4 に示す。本図より，亜瀝青炭である石炭ＢのOCRは
瀝青炭よりも高いことがわかる。また，温度が高くなる
ほどOCRは指数関数的に増大することが確認された。た
だし， 2 つの銘柄ともに酸素消費の積算量が増加するに
つれて反応活性が低下し，OCRは小さくなる。
　このことから，個々の石炭のOCRを実測し，積算酸素
消費量，温度，酸素濃度の関数として式（ 3 ）を用いて
シミュレーションに反映させた。
1. 3　石炭中水分の蒸発と吸脱着挙動
　石炭中水分の蒸発と吸脱着挙動は，パイル内の温度挙
動を決定する上で重要である。それは，石炭中に含まれ
る水分が蒸発することによって蒸発潜熱分の熱量と低温
酸化反応熱が相殺され，パイル内の温度を低下させるか
らである。石炭中に含まれる水分としては，石炭の細孔
内に存在する吸着水分，および降雨や散水等によって存
在する付着水分の 2 つが考えられる。吸着水分は，付着
水分と比較して蒸発しにくく，その蒸発量は相対湿度と
吸着水分量の関係から求めることができる。
　図 5 に示す水の吸脱着等温線は，圧力操作を行うこと
ができる容器に石炭と水蒸気を入れ，等温条件下で圧力
を変化させることによって求めることができる。本図は
瀝青炭（石炭Ａ）と亜瀝青炭（石炭Ｂ）の40℃（313K）
条件下における実測値であり，同じ相対圧条件下では石
炭Ｂの方が石炭Ａよりも水の吸着量が多いことがわか
る。これは，石炭化が進行するにつれて炭素構造や石炭
中の化学結合が変化することにより，亜瀝青炭の方が瀝

青炭よりも比表面積が大きいことに起因している。ある
湿度条件において蒸発することができるのは，脱着曲線
より上側の水分であり，この水分がなくなるまで蒸発は
継続する。また，相対湿度が変化しない場合には，石炭
中の水分は脱着曲線を超えて下側，すなわち減少するこ
とはない。発熱が優勢な条件では，パイル温度が上昇す

図 4  酸素消費速度
Fig. 4  Oxygen consumption rate

図 5  水の吸脱着等温線
Fig. 5  Water adsorption/desorption isotherm
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るため相対湿度が下がり，蒸発が継続して石炭中水分は
減少する。石炭中水分が絶乾状態になった場合には，発
熱を抑制する因子がなくなるため，パイル内の温度上昇
は速くなる。
　このように，個々の石炭と水の吸着等温線を実測する
ことにより，石炭中水分の蒸発挙動をより現実に近い形
でモデル化してシミュレーションを行った。

2 . テストパイルを用いたパイル内温度測定試験

　解析精度の向上および検証を目的に， 2 種類の高さ
（15mおよび 4 m）のテストパイルを用いたパイル内温
度測定試験を行った（図 6 ）。15m大型パイルは約37°の
角度を持った円錐形状であり，高さ15m，底面の直径は
40mである。測定箇所は図 6 -（a）に示す計15点であり，
温度計間隔は2.2～2.8mとした。一方， 4 mラボパイル
は円錐パイルの一部分を切り出した三角柱形状であり，
高さ3.8m，幅0.8m，底面の長さ約5.9mである。三角形
の両側面は保温材を施工している。測定箇所は図 6 -（b）
に示す計21点であり，温度計間隔は0.5～0.7m程度，幅
方向0.8mの中心部分である。
　亜瀝青炭である石炭Ｂを用いた 2 つの測温期間は約 1
箇月であり，パイル内における代表的な箇所の温度測定
結果を図 7 に示す。図 7 -（a）の15m大型パイルの測温
結果において顕著な温度上昇が確認されたのは，パイル
裾野に相当する# 4 ， 5 ， 8 ， 9 の計測箇所であること
がわかった。発熱は酸化によるものであることから，酸
素がパイル内に供給されることが必要条件である。これ
らの部分の温度上昇が顕著だったのは，1.1節で述べた

1.5mラボパイルと同じく，パイルのスタッキング時に粒
子径の大きな石炭が裾野に堆積し，他の部位よりも高い
通気性となって発熱に必要な酸素が供給されたためと考
えられる。とくに，# 9 位置では約1.2℃/dayの速度でパ
イル内の温度が上昇することから，約50日後には90℃に
到達すると考えられる。パイル温度が90℃に達すると，
その後急激に温度は上昇することから，この部分から発
火することが予想される。
　一方，図 7 -（b）の 4 mラボパイルにおいても大型パ
イルと同様に，パイルの裾野に相当する# 6 ，#10，
#11，#14および#15の温度上昇が顕著となった。ただ
し， 4 mラボパイルの場合には三角柱形状の側面からの
放熱が大きいため，測定箇所の最高温度は大型パイルよ
り低い結果となった。

3 . パイルシミュレーションを用いた発熱予測

　開発したパイルシミュレーションを用い， 2 種類のテ
ストパイル（15mと 4 m）を対象とした発熱挙動の再現

図 6  テストパイル内における温度測定位置
Fig. 6  Measurement points of temperature in stock pile

図 7  温度経時変化の実測結果
Fig. 7  Measured results of temporal temperature change in stock pile
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を試みた。テストパイルで用いた石炭はインドネシア産
の亜瀝青炭（石炭Ｂ）であり，表 1 に物性値を示す。ま
た，比較のため豪州産の瀝青炭（石炭Ａ）の物性値を併
記する。自然発火性の指標として使われるO/C比はそれ
ぞれ0.05，0.14であり，石炭Ｂの方が自然発火性は高い。
石炭ＡとＢにおいて大きく異なるのは，水分含有率，比
熱，酸化反応熱，および活性化エネルギーであり，水分
を多く含む石炭Ｂは比熱が高く，酸化反応熱量は低いこ
とを特徴としている。
　本シミュレーションの温度・湿度の初期条件は，温度
測定実験を実施したインドネシアの外気に相当する平均
気温および相対湿度を採用した（表 2 ）。パイル内の伝
熱挙動は，酸化反応による発熱は熱伝導により，また通
気に伴うパイルからの抜熱は対流熱伝達によって推算し
た。
　まず，石炭の低温酸化反応により生成した熱は，式

（ 4 ）に定義した有効熱伝導率λ（W/m/K）に基づい
て熱伝導によってパイル内部に伝わる。ここでεはパイ
ル内の空隙率であり，λp は石炭の熱伝導率，λg は空気
の熱伝導率である。
　　λ＝（1－ε）λp＋ελg ………………………… （ 4 ）
　一方，パイルからの抜熱については，パイル内に流通
する空気の流速が小さいことから自然対流（10W/m2/K）
によるものとし，パイル底面から地面への放熱は熱伝導

（10W/m/K）によるものと考えた。また， 4 mラボパイ
ルの場合には，保温材を施工した三角形側面から外気へ
の放熱は0.5W/m2/Kとした。なお， 4 mラボパイルの三
角形側面からの放熱量を測定した結果，0.5～0.6W/m2/
K程度の放熱であった。
　図 8 および図 9 にシミュレーション結果を示す。解
析対象は石炭Ａ（図 8 左），石炭Ｂ（図 8 右）の15m大
型パイル，および石炭Ｂの 4 mラボパイル（図 9 ）であ

図 8  石炭Ａおよび石炭Ｂの15m大型パイルにおける温度経時変
化の解析結果

Fig. 8  Analysis results of temporal temperature change in 15m 
large scale pile for coal A and coal B

図 9  石炭Ｂの 4 mラボパイルにおける温度経時変化の解析結果
Fig. 9  Analysis results of temporal temperature change in 4 m lab-

scale pile for Coal B

表 1  石炭性状
Table 1  Coal properties

表 2  石炭パイルと大気の初期条件
Table 2  Initial condition of coal stock pile and atmosphere
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る。実測データと比較すると，本パイルシミュレーショ
ンは，パイル高さや形状が異なる場合でもパイル内のホ
ットスポットや温度経時変化を良好に再現できることが
明らかになった。15m大型パイルの場合，実測データと
同じくパイル裾野から中腹にかけて温度上昇が顕著とな
り，30日後の到達温度は70～75℃程度まで上昇すること
が確認された。また， 4 mラボパイルのような形状が異
なる場合でも，三角形側面からの放熱に伴う到達温度の
低下も良好に再現できることがわかった。
　15m大型パイルでの石炭Ａと石炭Ｂのシミュレーショ
ン結果を比較すると，石炭Ａは30日後でも最高温度が
50℃程度であるのに対し，石炭Ｂでは15日後に既に60℃
を超える領域が存在し，30日後には75℃付近まで上昇す
る。これは，亜瀝青炭である石炭ＢのOCRが高いことに
起因して低温酸化反応が進行するためであると考えられ
る。また，石炭Ｂに比べて石炭Ａの方が広い範囲で温度
が上昇することがわかった。これは，高水分炭である石
炭Ｂよりも比熱が低く，かつ酸化反応熱が高い（表 1 ）
ことに起因していると考えられる。
　以上のことから，使用実績のない新規炭の貯蔵時にお
ける発熱挙動は，大規模なテストパイルのトライアルを
実施することなく，ラボ試験によって当該石炭の低温酸
化性や水の吸脱着特性を含む内的因子，およびパイルの
充填状態や外部環境等の外的因子のデータ取得すること
によって予測できることがわかった。

むすび＝開発した石炭パイル内の発熱シミュレーション
は，パイル内の発熱挙動を精度よく再現するために①パ
イル内を流通する空気の流動挙動，②パイル内の石炭の
低温酸化挙動，③石炭中水分の蒸発と吸脱着挙動を考慮
した伝熱，流動，反応を連成させた非定常解析であり，
使用実績のない新規炭の貯蔵時における発熱挙動を予測
できる。すなわち，本シミュレーションを用いることに
より，数千トン規模の石炭を用いた大規模な測温試験を
実施することなく，小規模な試験で石炭の物性値を取得
するだけで，様々な銘柄の石炭を貯蔵する際における自
然発火を予測できる。
　今後は，本手法を用いて様々な新規銘柄の貯炭時にお
ける発熱挙動を予測し，適正な払い出し日数のデータベ
ース化を行っていく考えである。
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