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水熱エコシグマ（＋）過熱ボイラー（＋）還元乾燥炭化装置 

Products 

バイマス燃料化&塩素、重金属類の分離 

2016/2/18 

塩素&重金属類分離測定DATA 

(By-東工大検証） 

元素 

記号 

記号 

単位 

処理試料 

下水汚泥 

処理後の 

固体物質含有量 

蒸気と一緒に 

分離隔離された量 

軽減率 

（％） 

総水銀 mercury Hg mg/kg 0.45 0.0007 0.4493 99.8% 

カドミウム cadmium Cd mg/kg 0.98 0.03 0.95 96.9% 

砒素 arsenic As mg/kg 3.00 0.03 2.97 99.0% 

銅 copper Cu mg/kg 129.00 30.00 99.0 76.7% 

亜鉛 zinc Zn mg/kg 547.00 66.00 481.0 87.9% 

鉛 lead Pb mg/kg 17.00 0.03 16.97 99.8% 

塩素 chlorine Cl % 5.50 0.25 5.25 95.4% 
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有価炭化物 

• 時間当たり12トンの処理×20時間/日可能 

•10年前NHKで放映された映像 (You tube) 
https://www.youtube.com/watch?v=0RjrTSCp82M    

•英語解説 
 https://www.youtube.com/watch?v=SqwQRlOtqS4&feature=youtu.be  

NEW EI_15立方㍍型 Reactor 

Flow of ECO_Σ 
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Treated waste 

・Compost, Soil 

enrichment agent 

・Solid fuel 

200℃・20atm 

エコシグマは、総合バイオマスを資材として有効利活用します。 

ALL Biomass  Material's  

発電燃料材 有機肥料材 

Reactor 圧力釜 

有価物 

無価物 

生ごみの投入前➡改質後 
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マ
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間伐材             生ごみ           下水汚泥 

5470kcal               5540kcal                                  5247kcal 

BIOマス投入物 

更に微粉末化、含水率：10%程度 

Σ・パウダー燃料材は、 

微細に粉砕されることで、表面積を増大できるため、空気中の酸素との反応効率が向上し、燃焼速度が速くなる。直
接燃焼だけでなく、ガス化においても、高効率なエネルギー変換が可能となる。他のペレット状やチップ状の燃料と
比べて燃焼後の灰や未燃焼成分の排出量も少ない。従って、廃棄物排出量を軽減できる点で環境性に優しい。取り
扱いとして、着火手段が油やガス焚バーナー等と同様に点火プラグを用いたスパーク着火が可能で、粉砕された微
粉炭と粒子径の分布が極めて類似していることから,石炭燃焼炉をそのまま使用して混焼することもでき、効率的か
つ簡便である。そのため石炭の燃材補助としても有効に利用できる。 

水分含有量が１０％以下であるために、燃焼時に蒸発線熱として奪われる熱量が小さい。従って、他の木質系バイ
オマス燃料（木質系固形燃料材＆ペレット）と比べて単位重量あたりの発熱量が高い燃料として使用することができ
る。燃焼速度が速いため、ガス化発電、ガスタービン発電、内燃機関等の幅広い分野で利用可能である。石炭燃焼
炉をそのまま使用して混焼することもでき、効率的かつ簡便である。 

https://www.youtube.com/watch?v=0RjrTSCp82M
https://www.youtube.com/watch?v=SqwQRlOtqS4&feature=youtu.be
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エコシグマ 

化石燃料代替エネルギー原料としての商品価値 
 

エコシグマの商品価値を一般的な燃料材の 
RDF(固形燃料)の価格1,000円/トンとした場合、 
 
 単位熱量（Mcal）当たりのコストは、0.28円/Mcal となり、マキや木質ペレット等
のバイオマス燃料よりも優れた代替燃料であることが分かる。 

マキ 木質ペレット A重油 灯油 都市ガス 電気 

シグマ3型  シグマ5型 
ALLバイオマス 

投入 
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水熱反応式「エコシグマ」作用 
1. 下水汚泥や畜糞あるいは生ゴミのような「高含水率系のバイオマス（廃棄物）」を「乾燥系ＡＬＬバ

イオマス」を反応容器内に投入する。 
2. 温度200℃・圧力2MPaの飽和水蒸気をボイラーを反応容器内に充填する。 
3. 反応容器内が所定の温度に達したら、攪拌翼で30分程度攪拌し、その後、10分程度で容器内か

ら水蒸気を抜き出す。 

4. 抜き出された水蒸気に「塩素、重金属類」が移管し、その蒸気を凝縮器で冷却して、浄化槽などで
安全処理を行った後に放流する。 

5. 一方、反応容器内の処理済みバイオマスは、放出弁をあけて安全な有価物（発電用燃料材等）
として取り出す。 

6. 処理直後の廃棄物は、含水率がまだ60%程度と高いものの、臭気がなくなり、一昼夜の自然放置
によって、30%程度にまで含水率が低下する。 

7. 本装置で処理（改質）を行うと、生ゴミが粉末状の半炭化物に変化していることがわかる。 

下水汚泥の処理前後の重金属濃度および塩分濃度の変化 

 処理前 処理後 

総水銀(mg/kg) ０．４５ ０．０００７  

カドミウム(mg/kg) ０．９８ ０．０３ 

ヒ素(mg/kg) ３．００ ０．０３ 

銅(mg/kg) １２９ ３０ 

亜鉛(mg/kg) ５４７ ６６  

鉛(mg/kg) １７ ０．０３ 

塩素(%) ５．５ ０．２５ 

 

水熱反応式(エコシグマ)による畜産系糞尿の資源化計画 
当装置は、蒸気エネルギー(亜臨界域)を利用し、出来る限り入力エネル
ギーを抑え、効率的に回収エネルギーの確保を図る運転を行います。 
故に、投入物(複数混)と生成する目的物に応じて、「加圧・温度・時間」調

整を制御した高度な運転方法を採用しています。また、非燃焼方式だから、
運転時にダイオキシン等の有害な物質を発生は全くありません。また、投
入物に含まれた有害物資は安全に分離除去し、貴重な「りん・有価金属」
などは、末端の廃水処理施設で回収可能なシステムです。 
①含水率の高い廃棄物(湿潤系)であってもそのまま、短時間で処理し処
理コストを低減できる。 

②発熱量の損失を抑えつつ含水率を低下させ、悪臭も除去し、燃料化で
きる。 
③自然乾燥で含水率2５％まで下げることが可能であるが、炭化炉と組み
合わせることで短時間に炭化物を精製できる。 

ALL BIOMASS 改質ガス発電のフロー 【一次装置】・均一制、改質部門 

バイオマス資材のみ 

バイオマス炭精製物（粉体）） 

有価生成物 

均一性・安全性 

環境性 

分別作業 

岩石、鉄材等 

有機物以外除外 

ボイラー用燃料・ろ過材・土壌改良材等 

BTL等 

液体燃料 

外国仕様 

ガス化(メタン)用発電に提供 

（ガス化が早い） 

【二次装置】・還元乾燥炭化 

自然乾燥ヤード 

含水３０％以下 

不純物分離 

塩素・重金属類 

HB式乾留ガス還元乾燥炭化化工装置 

投入量１００％ 

≒６０％ 

≒３０％ 

粉砕・減容減量・脱臭・滅菌・均一素材生成 

➡不純物分離 

還元乾燥炭
化 
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HBチャンバー加熱部分 

過熱蒸気式還元炭化装置 

特許、石黒三郎博士 

実験装置 

 

納入済み実機の写真 

 

HB式チャンバー加熱 

Hybrid 
チャンバー 

 
加熱部分 

 
（エコ燃料） 

世界初の過熱蒸気式炭化装置 

HBチャンバー加熱部分 過熱蒸気&炭化設備の構想図 

• 過熱蒸気の特性を利用して環境負荷を抑えた方法で、ALL BIOMASSを資材として、
炭化処理を行い、有価物としての利活用を計ります。 
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＜熱容量が大きい＞ 
過熱蒸気の200℃で熱量は、加熱空気の熱量の13.3倍、300℃では9.6倍。 

 
＜伝熱特性に優れる＞ 

170～280℃が逆転点温度とされ、空気より乾燥速度が速い。 
 

＜無酸素状態を作る＞ 
過熱蒸気の元は水。水の中の酸濃度素は0.6%であり、 
水を蒸気に変換すると体積は膨張して約1,600倍になる。 

よって過熱蒸気中の酸素濃度は0.1%～0.2%となり、ほぼ無酸素の状態が生成される。 
 

＜環境公害を出さない＞ 
酸素がないと焼却現象が起こらないため、 

二酸化炭素が発生する心配がなく、ダイオキシン類も生成されない。 
 

＜安全性が高い＞ 
常圧（大気圧下）でMAX1200℃の高温蒸気を作ることができる。 

 

過熱蒸気の優位性 

経済性に優れている  
過熱蒸気の熱効率を利用して、イニシャル、ランニングコストの大幅削減 
処理時間が短い  
高速乾燥が短時間で可能である 
自由度が高い  
乾燥装置、熱分解装置として幅広い用途 

バッチ式・連続式の選択が可能。さらに乾燥程度を自由にコントロールができ、多様な
被処理物に幅広く対応 
環境性に優れている 
燃費を最小限にして有価物（炭）の精製 
運用がしやすい 
自動運転で操作も簡単、メンテナンスも容易で運用負荷が大幅に低減 
設備申請も簡単 

熱分解方式による処理であり、非焼却式で燃焼装置としての法的適用がなく、都道府
県への申請も簡単。  

過熱蒸気を利用した強み 


