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1.はじめに
1.はじめに
初期に製造したドラム缶式簡易炭焼き窯 1,12-17)は 850℃以上で使うと一部の鉄板の
熱変形が発生した。そのため変形個所をアングル材や鉄板で補強をして改良を重ねて
きた。また高温空気の流れを考え炭化室の下部のロストルの幅等を調整し 2005 年頃
には 1000℃で 10 分間の耐熱窯となった。また竹炭を 1000℃で 5 時間保つ実験を行っ
てほしいとの話から、アングル材を厚くして熱変形防止を行い、1000℃で 5 時間の耐
熱窯が完成した。今回はアングル材の大きさや溶接方法を見直し、さらなる高温度化
を行った。並行して活性炭製造窯 2-11,18-20)の開発も行ってきた。炭焼き窯の燃焼部と
炭化部内に金属の水道管パイプを配管し熱交換器とした。その中で水を水蒸気にして
残りのパイプ内で 800℃以上に加熱し木竹炭に噴射する装置を作りあげた。水は自然
滴下で 2m の高さから入れた。燃焼室内は高温で酸素の多い特殊雰囲気の為にパイプ
の損傷も多く、形状を変化させ鉄板を付加して耐熱化を行ってきた。各種のチップ材
を使って 1400 m2/g 以上の比表面積を得てきたが、24 年度本発表会での指摘を受け大
鋸屑炭の賦活に取り組んだ。ロストルの上に 1mm メッシュの金網を敷いて大鋸屑炭が
抜け落ちないようにする変更や、噴射ノズルの位置や大きさを変えた窯を作り実験を
行ってきた。大鋸屑は水蒸気で飛散しやすく、当初の比表面積は 600 m2/g 程度であ
ったがノズルの形状や配置の大幅な変更と水蒸気の高温度化により 900 m2/g を超える
ことが出来た。
2.炭焼き窯の改良による高温化と
2.炭焼き窯の改良による高温化と窯の
炭焼き窯の改良による高温化と窯の比較
窯の比較
前回の窯より高温度化する為に補強した新しい窯(図 1)は燃焼部内部の前面から上
面部に余ったドラム缶板材で二重構造にし、アーク溶接のみからアーク溶接後にボル
トで固定した。燃焼部の上部はアングル材を増やし変形防止をした。炭化部の内部の
両横と外部には前回より大きいものを使用、蓋も同じく補強を行った。内部の空気供
給口も 3 本から 5 本に増やし、炭化炉内部の後部上部は潰れ防止のため 5cm 幅のアン
グル材で補強した。ロストルは鉄板と鉄板の溶接部も補強し、前回はロストルのセン
ター部補強用の垂直パイプを 2 本から 3 本に増やした(写真 1)。これらの改良により
1,000℃ ５時間から 6 時間の耐熱窯となった。
写真 1 改良したロストル
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スギチップ材では比表面積値は 1400 m2/g を超えるようになっていたが、前回での
本学会で指摘されたチップの撹拌の問題がある。これには写真 3 のように垂直に設置
した撹拌棒で対応した。今回はチップ材からスギ大鋸屑材に変更して実験を行ってき
た。しかし問題も多く起こった。大鋸屑材を炭化した後に水蒸気賦活を行ったが、大
鋸屑を炭化すると写真 4 のように固まってしまい、そのまま水蒸気賦活すると上面し
か賦活できなかった。これを解決するために固まったものを粉砕して実験を行ってき
た。旧窯では下から上の水蒸気賦活(写真 5)ではノズルからの圧力により粉炭が飛ば
され、かつ空気中の酸素により燃えてしまい収量も 5%以下となってしまった。この時
の比表面積は 600 m2/g 程度であり目標の比表面積値の 800 m2/g には届かなかった。
これらの問題点を洗い出しロストルの上に粉炭が通らないように 1 ㎜角のステンレス
網を設置した。また高温かつ酸素の多い雰囲気に耐えるために燃焼口下部の空気口の
網(写真 8)を鉄棒に変更(写真 9)した。また粉炭に水蒸気が行きわたるようにパイプ
ノズルを上部(図 2.3 写真 6,7)に配置し、ノズルの方向を横と斜め上に向けて現在
実験を行っている途中である。この最初の実験では水量を 30 ℓ/h で行ったが収量も
少なくなり 3%以下になってしまった。これを勘案し内部温度を 850℃以上に保ち、20
ℓ/H で行った結果、比表面積は、900 m2/g を超えるようになった。後部上部のスギ大
鋸屑の上には比較用のスギ 1 ㎝角材を置いて実験を行った。このため後部のスギ大鋸
屑の比表面積は参考値である。上記条件において大鋸屑 10Kg から約 3 kg の木炭が得
られ、これから活性炭 1.2Kg が得られた。
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写真 2 燃焼部の熱交換器

写真 3 チップ材と攪拌装置

写真 4 炭化したスギ炭の様子
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写真 7 スギ大鋸屑を入れた様子

写真 8 旧窯の燃焼口下部の空気通路

写真 9 新窯の燃焼口下部の空気通路

4. 考察
スギ角材を一緒に入れて比較し角材の方が比表面積は多く取れることも分かった。
角材では導管や師管等の隙間に高温蒸気が入り管内部の炭素と多く反応したと考え
られる。スギ大鋸屑の活性炭の最初の実験では 600m2/g 程度であり基準値の 800m2/g
に達していなかった。改良後の比表面積は 900m2/g を超えるようになったが、まだ改
良の余地があり、次回は 1000m2/g 以上を目標としている。この為に大きな熱交換器を
燃焼部に配置した窯を制作中である。またチップや角材の活性炭と大鋸屑活性炭が出
来、用途により使い分けることが可能となった。活性炭は水や空気の浄化 9)、原子力
発電所の汚染水の前処理、コンデンサーや太陽電池の電極材料 11)として多くの用途が
ある。本手法は電気の無い山野でも高温炭や活性炭を製造することが可能となり多様
な場所での活性炭供給法として有用と考えられる。
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