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１ はじめに 

木質バイオマス燃料は、発電等を目的とする大

規模な燃焼炉からビニールハウス用ボイラーま

で、さまざまな用途で使われており、木質チップ

と木質ペレットの 2 つの形態に大別される。木質

ペレットについては、その原料によりホワイトペ

レット（木質部）、全木ペレット（木質部と樹皮

の混合品）、バークペレット（樹皮）の 3 種類に

区分される。 

これらのうち、バークペレットは安価であるが

灰分量が多いため、これを燃焼させたときに燃焼

灰が熔融・固化して強固な塊状物（クリンカ）を

生成する。クリンカは燃焼装炉内で付着し、燃焼

の立ち消え等の支障をもたらし、安定した連続運

転が困難となる。このことがバークペレットの利

用拡大を妨げる要因となっている。 

そこで本研究では、バークペレット燃焼時にク

リンカが生成する原因を調べるとともに、バーク

ペレットに添加剤を配合して燃焼時のクリンカ生

成を防止する技術を開発したので報告する。 

 

２ 実験方法 

２－１ 燃焼灰の分析 

実験室で調製したバークペレット燃焼灰を用い

て、蛍光 X 線分析装置（（株）リガク製、ZSX100e）
により化学分析を行った。 

また、粉末 X 線回折測定装置（（株）リガク製、

RINT-TTR）により燃焼灰の結晶相の同定を、示

差熱天秤（（株）リガク製、TG/DTA8120）によ

り示差熱分析を行った。 
２－２ クリンカ生成防止剤のスクリーニング 

燃焼灰に対して、添加剤を 25 wt%添加した後、

電気炉（ADVANTEC（株）、FUH622PA）で加熱

し、1200℃で 2 h 保持したときのクリンカ生成の

有無を目視で確認した。 

 

２－３ クリンカ生成防止剤を配合したペレ

ット試作と実証試験 

１次破砕装置で破砕したスギの樹皮をロータリ

ーキルンで乾燥した後、ハンマーミルを用いて、

クリンカ生成防止剤として選定した酸化マグネシ

ウム（MgO）粉末（（株） 神島化学工業株式会

社製、スターマグＵ）を配合した。MgO の配合率

は、バークペレットに対して 1％とした。これは、

灰分量に対して 25wt%に相当する。次に、リング

ダイ方式のペレット成形機を用いて、外径 8 mm

のペレット状に成形した。さらに、清本鐵工(株)

が試作したボイラーで試作ペレットの燃焼試験を

行った。なお、燃焼温度の最大値は 1250℃であっ

た。 
 

３ 結果 
３－１ 燃焼灰の分析 

 表 1 に示す化学組成のバークペレット燃焼灰に

含まれる結晶物質の同定を、X 線回折法により行

った結果を図 1 に示す。図から主な結晶性物質は

融点が約 1170℃のケイ酸カルシウムカリウム

（K4CaSi3O9）であった。この他の副成分として、

融点が 1540℃のケイ酸カルシウム（CaSiO3）及

び融点が 1700℃の石英（SiO2）が認められた。 

燃焼灰の示差熱分析を行った結果は図 2(a)に
示すとおりで、約

1240℃において結

晶物質の融解と考え

られる吸熱ピークが

認められた。これは、

燃焼灰中の主な結晶

性物質のK4CaSi3O9

の融点に近い結果で

ある。 

成分 wt%
CaO 47.9
SiO2 18.8
Fe2O3 9.2
Al2O3 8.4
K2O 5.3
MgO 3.9
Others 6.5

表１燃焼灰の化学組成



 

３－２ クリンカ生成防止剤のスクリーニング 

燃焼灰にさまざまな添加剤を配合し、クリンカ

生成の防止効果

を調べた結果を

表 2 に示す。添

加剤は融点が高

く、安全性の高

い材料を選定し

た。表からクリ

ンカ生成防止効

果が認められた

の は MgO 、

ZnO、MgCO3 で

あり、この中で

MgO が最も効

果が高くクリン

カは全く生成し

なかった。 

 

３－３ MgO添加バークペレットの試作と燃焼試験 

クリンカ生成防止効果が認められた MgO を用

いて、これを添加したバークペレットを試作した。

MgO を添加しても、従来品と同等の型崩れしにく

いペレットを試作することができた。このペレッ

トを用いて試作ボイラーで燃焼試験を行った結果、

クリンカが全く生成しないことを確認した。 

３－４ MgO を添加した燃焼灰の評価 

MgO を添加した燃焼灰の示差熱分析を行った

結果を図 2(b)に示す。図から約 1350℃において、

結晶物質の融解と考えられる吸熱ピークが求めら

れ、無添加の燃焼灰の融点より約 100℃上昇した。 

 次に、X 線回折分析を行った結果を図 3 に示す。

燃焼灰に酸化マグネシウムを添加することにより、

主な結晶物が、融点が 1170℃のケイ酸カルシウム

カリウムから、融点 1380℃以上のメリライト

(Ca2MgSi2O7-Ca2Al2SiO7 系）に変化することが

わかった。 
これらの結果から、バークペレットに MgO を

添加すると灰の融点が上昇し、1250℃を上限とす

る燃焼範囲ではクリンカが生成しないと考えられ

た。 

  
４ まとめ 

バークペレットの燃焼灰にMgOを添加すると、

無添加の灰に比べて結晶性物質の融点が上昇し

た。この結晶性物質の融点はボイラーの燃焼温度

範囲を超えるため、燃焼中のクリンカ生成を防止

できると考えられた。 

また、MgO を添加したバークペレットを試作

し、ボイラーでの燃焼試験を行った結果、クリン

カ生成の防止ができることを実証した。 
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図３ MgOを添加した燃焼灰のX線回折スペクトル
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図２ 燃焼灰の熱挙動
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図１ 燃焼灰のX線回折スペクトル

表２ クリンカ防止のスクリーニング
試験に用いた添加剤

添加剤 評価

カオリン(Al2Si2O5(OH)4) ×

シリカ(SiO2) ×

アルミナ(Al2O3) ×

珪藻土(主成分:SiO2) ×

ウォラストナイト(CaSiO3) ×

ヒ ド ロ キ シ ア パ タ イ ト
(Ca10(PO4)6(OH)2) ×

酸化マグネシウム(MgO) ○

酸化亜鉛(ZnO) △

炭酸マグネシウム(MgCO3) △

○：クリンカ生成なし
△：クリンカがわずかに生成
×：クリンカ生成


