
1．緒言

コークスは鉄鉱石の還元材であるほかに，高炉内に熱風
を円滑に流通させ，銑鉄の炉下部への滴下を導くために通
気性と通液性を維持することが求められる。そのためには，
強度に優れたコークスを製造することが必要とされてい
る。しかし，中国をはじめとするアジア諸国における石炭
需要の急増により，高強度コークスの原料となる粘結炭の
価格は高騰しており，将来的には良質な粘結炭が不足する
ことも懸念されている。そこで，非微粘結炭の使用量の拡
大が必要になるが，非微粘結炭の配合量を増加させると
コークス強度が低下してしまう。そのため，非微粘結炭の
配合率を増大させつつ生成コークスの強度を維持する技術
が求められている。
コークスは石炭を無酸素状態で 1000°C程度まで加熱す
ることにより形成されるが，約380°Cから500°Cの温度域
でみられる軟化溶融，流動，膨張，再固化する粘結性が
コークスの強度発現には不可欠である。軟化溶融性の指標
として従来ギーセラープラストメーターによる流動度が用
いられてきた。配合炭の最高流動度 (log MF)が 3.0まで増

加するに従いドラム強度も増加する報告 1,2)があり，非微
粘結炭の最高流動度を増加させることができれば，配合炭
の強度も増加するものと考えられる。
粘結炭のコークス化では，熱分解により生成したラジカ

ルが，水素ラジカルまたは低分子量ラジカルとの安定化に
より低分子量成分を生成する 3)。これが液相を形成し軟化溶
融状態や生成コークスの強度に影響することが知られてい
る 3)。また，石炭分子内の縮合芳香環の水素化により分子
間力を低下させることも石炭の軟化溶融に必要と考えられ
ている 4)。実際に，アントラセンに移行可能な水素量が粘
結炭で最大値を示していることが報告されている 4)。
しかしながら，非微粘結炭の配合量増加による粘結性の

低下の要因として，非微粘結炭に多く含まれる酸素により，
水の生成やラジカルの安定化に水素が消費されてしまうた
め，低分子量成分の生成が阻害され，石炭が十分に軟化溶
融できないうちに再固化してしまうことが挙げられる。
一方，コールタールピッチ (CP)5,6)，アスファルト 6)，ま
たは溶剤精製炭 (SRC)7)を添加して石炭のコークス化を行
うと，流動性や膨張性が顕著に改善されることが報告され
ている。特に，石炭のコークス化においてアスファルト熱
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Synopsis : In this study, relation between the amount of transferable hydrogen of coal tar pitch (CP) and fluidity of the slightly caking coal adding CP

was discussed in order to enhance fluidity of the slightly caking coal. In particular, additive effects of two constituents (toluene soluble but

hexane insoluble; TSHI and pyridine soluble but toluene insoluble; PSTI) separated from solvent extraction of CP were estimated. As a re-
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molecules in Enshu coal. Further, additive effect of fluoranthene (FL) was estimated. For all tested coals, maximum fluidity of coal adding
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分解ピッチを添加すると，ドラム強度，および流動性を増
加させる効果が認められ，これらの効果は劣質炭ほど大き
いことが報告されている 8)。また，CPを石炭に添加して
コークス化を行うと，CPの水素供与能と再固化温度に比
例関係の得られることが報告されている 5)。これは，水素
供与能の高いCPを添加することにより，石炭から高分子
量成分の生成が抑制され，高温で流動性を保つことができ
たためと解釈されている 5)。さらに，Birch還元により水素
化した石油ピッチを非粘結炭に添加して炭化させると溶融
性が促進され，これは水素化ピッチからの水素移動が原因
であると報告されている 9)。
水素化処理したフルオランテン(FL)10,11)，またはピレン 12,13)

を溶媒として石炭液化反応を行うと，これらの溶媒から生
成した水素が石炭の熱分解ラジカルを効率的に安定化する
ため，短時間の反応で転化率が大幅に増加することはよく
知られている。一方，原料炭 14)，または非粘結炭 15)にFL

を添加して加圧予熱処理を行い，抽出残渣を成形炭化した
ところ，引張強度，および見かけ密度の増加することが報
告されている。これらのことは，少量ながら石炭に存在す
る発生水素をFLが効率的に移動することによって，熱分
解ラジカルの安定化が促進できたためと考えられている。
また，粘結炭を 95°Cで空気酸化させると酸化時間ととも
に最高流動度は減少するが，デカシクレンを酸化炭に
添加すると，流動度が顕著に増加することも報告されてい
る 16,17)。
しかしながら，CPなどのバインダーを事前に水素化処
理してから石炭とともに加熱したことによる粘結性の向上
について検討した報告はあまりみられない。そこで本研究
では，水素化反応により水素供与性を高めたCPの添加に
より非微粘結炭の粘結性の向上を目的とし，CPの水素化
反応条件と移行可能水素量の関係，水素化CPを添加した
ときの流動度と添加した水素化CPの移行可能水素量の関
係について検討する。主に，水素化したCPを溶媒抽出に
より各成分に分離し，水素化による各成分の性状の変化を
考察したうえで，水素化CP各成分を非微粘結炭に添加し
たときの移動可能水素量と流動度の関係について検討し
た。さらに，CPの代わりにFLを使用し，既報に従い低温
で水素化させたFLを各種石炭に添加し流動度測定，およ
びコークス組織の顕微鏡観察を行うことにより，各種石炭
の流動度に及ぼす水素化芳香族の添加効果の相違について
も検討した。

2．実験方法

2 · 1 試料

粘結炭試料として，Goonyella炭，低流動性炭としてK-

9炭，およびC炭を，非微粘結炭としてEnshu炭，および
N炭を使用した。C炭は 0.42 mm以下，その他の石炭は

0.15 mm以下に粉砕してから使用した。試料炭の分析値を
Table 1に示す。
コールタールピッチ（硬ピッチ；CP）は粉砕してから

使用した。FL，およびパラジウム –活性炭素 (Pd 5%)は，
和光純薬工業（株）製のものをそのまま使用した。
2 · 2 CPの溶媒抽出

CPを超音波照射（室温，10分間）下，ピリジンを使用
して抽出を行い，ろ過によりろ液と残渣に分離した。ロー
タリーエバポレーターを使用してろ液からピリジンを除去
して得られた抽出物に対して，トルエンを使用して抽出を
行い，ろ過によりろ液と残渣に分離した。同様にろ液から
トルエンを除去して得られた抽出物に対して，ヘキサンを
使用して抽出を行い，ろ過によりろ液と残渣に分離した。
それぞれの抽出におけるろ過残渣を，ピリジン不溶分 (PI)，
ピリジン可溶トルエン不溶分 (PSTI)，トルエン可溶ヘキサ
ン不溶分 (TSHI)とする。ヘキサン抽出によるろ液から
ロータリーエバポレーターを使用してヘキサンとテトラリ
ンを除去して得られた抽出物をヘキサン可溶分 (HS)とす
る。各成分は110°Cで3時間真空乾燥した後秤量し，各成
分収率を求めた。
2 · 3 CPの高温水素化反応による高温水素化CP成分の

調製

内容積 100 mL電磁誘導撹拌式オートクレーブにCPを
20.0 g，溶媒としてテトラリンを 30.0 g仕込み，内部を水
素ガスで置換した後，水素ガスを 2.0 MPa（420°Cの反応
では 4.0 MPa）充填した。電気炉によりオートクレーブを
所定温度 (360°C, 400°C, 420°C)まで12°C/minの昇温速度で
加熱し，その温度で所定時間（360°Cで60分，400°Cで30

分，420°Cで 5分）保持した。反応終了後冷却し，ガス生
成物を回収し，GC-TCDにてガス成分を定量した。オート
クレーブの内容物は2 · 2と同様にピリジン，トルエン，ヘ
キサンを順次使用して抽出，ろ過し，各成分収率を求めた。
高温水素化反応後のCP各成分は水素化反応温度を付して，
PSTI360，TSHI420などのように表記する。
2 · 4 CPの高温水素化反応による高温水素化CPの調製

水素化反応は2 · 3と同様に行い，オートクレーブの内容
物はトルエンにより回収し，ろ過によりろ液と残渣に分離
した。ロータリーエバポレーターを使用してろ液からトル
エン，およびテトラリンを除去した後の抽出物（トルエン
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Table 1. Analytical data of coals. (wt%, daf basis)



可溶分；TS）は 100°C，残渣（トルエン不溶分；TI）は
110°Cで 3時間真空乾燥した後，混合することにより，高
温水素化CPを得た。高温水素化CPは水素化反応温度を付
して，CP400，CP420と表記する。
2 · 5 FLの低温水素化反応

内容積 100 mL電磁誘導撹拌式オートクレーブに FLを
4.0 g，溶媒としてデカリンを 20.0 g，触媒としてパラジウ
ム–活性炭素を0.4 g仕込み，内部を水素ガスで置換した後，
水素ガスを3.0 MPa充填した。電気炉によりオートクレー
ブを所定温度 (100°C, 150°C)まで 4°C/minの昇温速度で加
熱し，その温度で 30分保持した。これらの反応条件は持
田ら 18,19)の方法に準拠したものである。反応終了後冷却し，
ガス生成物を回収し，GC-TCDにてガス成分を定量した。
オートクレーブの内容物はテトラヒドロフランを使用して
回収，ろ過した。ロータリーエバポレーターを使用してろ
液からテトラヒドロフランとデカリンを除去して得られた
抽出物は，水素化反応温度を付してHFL100，HFL150と表
記する。
2 · 6 CPの低温水素化反応による水素化CPの調製

内容積 100 mL電磁誘導撹拌式オートクレーブにCPを
4.0 g，溶媒としてデカリンを 20.0 g，触媒としてパラジウ
ム–活性炭素を0.4 g仕込み，内部を水素ガスで置換した後，
水素ガスを3.0 MPa充填した。電気炉によりオートクレー
ブを所定温度 (100°C, 150°C)まで 4°C/minの昇温速度で加
熱し，その温度で 30分保持した。反応終了後冷却し，ガ
ス生成物を回収し，GC-TCDにてガス成分を定量した。
オートクレーブの内容物はトルエンを使用して回収し，ろ
過によりろ液と残渣に分別した。ロータリーエバポレー
ターを使用してろ液からトルエンとデカリンを除去して抽
出物を得た。残渣であるTIは 110°C，抽出物であるTSは
60°Cで3時間真空乾燥した後，混合することにより，低温
水素化CPを得た。低温水素化CPは水素化反応温度を付し
て，CP100，CP150と表記する。
2 · 7 CPのTSHI成分の低温水素化反応

2 · 2の溶媒抽出によりCPから得られたTSHI成分を試料
とし，2 · 6と同様の溶媒，触媒を使用し低温水素化反応を
行った。反応温度は150°C，200°C，250°Cとし，反応生成
物は2 · 6と同様に回収，ろ過分別した。ロータリーエバポ
レーターを使用してろ液からトルエンとデカリンを除去し
て得られた低温水素化TSHIは水素化反応温度を付して，
TSHI150，TSHI200，TSHI250と表記する。
2 · 8 移行可能水素量測定

内容積30 mLマイクロオートクレーブに試料0.5 g，水素
受容体としてアントラセン 1.5 gを仕込み，内部を窒素ガ
スで置換した後，窒素ガスを1.0 MPa充填した。塩浴によ
り80°C/minの昇温速度でマイクロオートクレーブを420°C

まで加熱し，420°Cで 5分保持した。反応終了後，氷水に
て常温まで急冷し，生成物をクロロホルムで回収した。こ

れらの反応条件は既報 4)の方法に準拠したものであるが，
次に示すようにGC-FIDを使用して定量した。試料中の供
与性水素はアントラセンへ移行し，9,10-ジヒドロアント
ラセン (DHA)を生成する。DHAをGC-FIDにより定量し，
下式より移行可能水素量を算出した。

移行可能水素量（mg-H2/g-試料）
�DHA生成量�2/180�1000/試料仕込量

2 · 9 流動度測定

水素化前後のCP各成分，または水素化前後の FLを 20

wt%まで試料炭に添加し，JIS M8801に従い，ギーセラー
プラストメーターを使用して流動度を測定した。
2 · 10 偏光顕微鏡観察

低温水素化前後の FLをC炭，またはEnshu炭に 10%添
加した試料を加熱処理し，そのコークス組織を偏光顕微鏡
で観察した。加熱処理には，直径 20 mmの孔に 700 kg/m3

で試料を充填した6 mm厚の鋼板を9 mm厚の鋼板で挟んで
固定する容器を使用した。この容器を窒素パージ下，
5°C/minで 1000°Cまで昇温し，1000°Cで 1時間保持した。
加熱試料をそのままエポキシ樹脂で埋め，切断研磨した試
料の全断面のコークス組織を，偏光顕微鏡を用いて500倍
下で300�500点観察した。
2 · 11 元素分析

試料炭の灰分率は JIS M8812に従い定量した。各試料，
生成物の元素分析は日本大学理工学部理工学研究所分析セ
ンターに依頼し，炭素，水素，窒素の含有率を無水無灰基
準 (daf base)にて算出した。酸素の含有率は，炭素，水素，
窒素の合計値からの差分と仮定した。
2 · 12 熱重量変化測定

高温水素化CPの溶媒抽出物 (PSTI, TSHI)，または水素化
前後のTSHIをEnshu炭に対して 20 wt%添加したもの試料
として，5°C/minで 500°Cまで昇温して島津製作所（株）
製DTG-50を用いて重量変化を測定した。
2 · 13 1H-NMRスペクトル測定

水素化前後のTSHI成分に対して 1H-NMRを用いて平均
構造の解析を行った。各試料は重水素化クロロホルムを用
いて溶解し，日本電子（株）製 JNM-90Aを使用し，16回
の積算を行い測定した。得られた 1H-NMRスペクトルの積
分値を芳香族水素 (Ha; 9.0�6.0 ppm)， a位水素（ Ha ;

4.5�2.0 ppm），b位水素（Hb ; 2.0�1.1 ppm），g位水素（Hg;

1.1�0.3 ppm），供与性水素（HNb ; 2.0�1.5 ppm）に分割し
それぞれの割合を求めた。これらの値と測定試料の元素分
析値からBrown–Ladnerの式 20)により芳香族炭素指数 (fa)，
芳香環縮合度 (Haus/Caus)，置換度 (s)，脂肪族側鎖平均鎖
長 (n)を算出した。
2 · 14 FT-IRスペクトル測定

CPの溶媒抽出物に対して，日本分光（株）製FT/IR-420

を使用し，KBr錠剤法によりFT-IRスペクトルを測定した。
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3．結果と考察

3 · 1 非微粘結炭の配合による粘結炭の流動度変化

粘結炭であるGoonyella炭に非微粘結炭である Enshu炭
をさまざまな比率で配合した時の流動度測定の結果をFig.

1に示す。Goonyella炭は高い流動性があり，最高流動温度
が 460°C，再固化温度が 500°Cと高温域で溶融するのに対
して，Enshu炭では410�440°Cでわずかに流動する程度で
微粘結炭であることがわかる。

Goonyella炭にEnshu炭を配合すると，加成性はみられず
流動度の低下が著しい。特に，50%以上配合するとほとん
ど流動性が失われている。これは，Goonyella炭とEnshu炭
の軟化溶融温度範囲が異なることが主因と考えられる。一
方，ベンゾフェノンが石炭液化生成物中の移行可能水素の
良好な水素受容体として作用することが知られている 21)。
また，微粘結炭に多く含まれる含酸素官能基による水素受
容が粘結性を阻害することが報告されている 22)。Table 1の
試料炭の元素分析値から，Enshu炭はGoonyella炭に比べて
酸素含有率が高く，水素受容能を有する含酸素成分が多く
含まれていると考えられる。そのため，Enshu炭を配合す
ると重質化が促進され，Goonyella炭の低分子量成分の生
成を阻害したため流動度が顕著に低下したことも理由の一
つと推察される。
3 · 2 CPの溶媒抽出率と高温水素化反応

CPの溶媒抽出率と各成分の元素分析値をそれぞれ Fig.

2，Table 2に示す。Fig. 2からCPには TSHIが 34%，PSTI

が 30%と多く含まれている。Table 2から TSHS，TSHI，
PSTI，PIの順にH/Cは減少し，ヘテロ元素である窒素およ
び酸素の含有率が上昇している。このことから TSHS，
TSHI，PSTI，PIの順に無極性・軽質成分から極性・重質
成分であると考えられる。

CPの高温水素化反応後の溶媒抽出率をFig. 2に示す。反
応温度の上昇に伴い，極性成分であるPSTI，PIの収率は
減少し，無極性成分である TSHS，TSHIの収率は増加し
た。

3 · 3 CPの高温水素化反応により得られたPSTI成分を添

加したEnshu炭の流動度

高温水素化前後のPSTIの元素分析値，FT-IRスペクトル
における 3050 cm�1（芳香族 C–H）と 2900 cm�1（脂肪族
C–H）のピーク高さの強度比 (ArC–H/AlC–H)，移行可能水素
量をそれぞれTable 3，4，Fig. 3に示す。H/Cは PSTIに比
べてPSTI360は増加，PSTI420は減少した。また，ヘテロ
元素含有率についてもPSTIに比べてPSTI420は増加した。
Fig. 2に示したように，420°Cの水素化反応ではPI収率が
減少したことからPI成分の水素化分解が進行したと考え
られる。そのため，420°Cの反応では極性・重質成分であ
る PIの分解物が PSTI成分に含まれたため，H/Cの減少，
およびヘテロ元素含有率の増加につながったと推察され
る。一方，水素化反応温度の上昇に伴い芳香族C–H／脂
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Fig. 1. Fluidity of mixture of Goonyella and Enshu coals
at various concentrations.

Fig. 2. Yields of extracts before or after high temperature
hydrogenation of CP.

Table 2. Ultimate analyses of constituents in CP. (wt%)

Table 3. Ultimate analyses of PSTI and TSHI constitu-
ents before or after high temperature hydrogen-
ation of CP. (wt%)

Table 4. Intensity ratio of aromatic C–H/aliphatic C–H
(ArC–H/AlC–H) of PSTI before or after high tem-
perature hydrogenation.



肪族C–Hの強度比は減少したが，移行可能水素量は増加
した。このことから，水素化反応温度の上昇に従い，
PSTI成分の軽質化，すなわち芳香環の水素化，およびそ
の開環によるアルキル芳香族の生成が進行したものと考え
られる。
高温水素化前後の PSTIをEnshu炭に 20%添加したとき
の流動度の変化をFig. 4に示す。PSTIの添加により流動性
が大きく向上し，軟化開始温度が低下した。さらに，
PSTI添加に比べて流動度はPSTI360とPSTI400添加では増
加，PSTI420添加では減少しており，軟化開始温度は
PSTI360とPSTI400添加では低下，PSTI420では上昇した。
一方，PSTI添加時のEnshu炭の軟化開始温度（約 370°C）
では，TGの結果よりPSTIは80%以上残存するため，PSTI

がEnshu炭の流動に影響すると想定される。したがって，
PSTI360，またはPSTI400を添加した場合は，水素化反応
により増加した PSTIの移行可能水素がEnshu炭へ供与し
たため，Enshu炭の重質化が抑制され，流動性を向上させ
る効果が表れたものと推察される。一方，PSTI420の移行

可能水素は微増したものの，前述したようにPIの分解物
の混入によりH/Cが減少したため流動度が低下したものと
考えられる。
3 · 4 CPの高温水素化反応により得られたTSHI成分を添

加したEnshu炭の流動度

高温水素化前後のTSHIの元素分析値，1H-NMRスペク
トルによる水素分布，および平均構造パラメータ，移行可
能水素量をそれぞれ Table 3，5，Fig. 3に示す。まず，
TSHIの芳香族水素 (Ha)の割合は82%と高いことがわかる。
水素化反応温度の上昇に従い，H/C，およびHNbにはほと
んど変化はみられなかったが，faの減少，およびHaus/

Causの増加がわずかにみられた。移行可能水素量は水素
化により増加したが，反応温度による変化はみられなかっ
た。したがって，水素化反応温度の上昇に従い，TSHI成
分の軽質化，すなわち芳香環の水素化，およびその開環に
よるアルキル芳香族の生成はわずかに進行したものと考え
られる。
高温水素化前後の TSHIを Enshu炭に 20%，10%添加し
たときの流動度の変化をそれぞれ Fig. 5(a)，(b)に示す。
PSTIに比べて TSHI添加により流動性は著しく増加した
が，20%添加した場合は水素化による変化はみられなかっ
た。この原因として，Enshu炭へのTSHI添加率が過剰に
なり流動度が高くなりすぎたため，添加物の違いによる流
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Fig. 3. Amount of transferable hydrogen in PSTI and
TSHI constituents before or after high tempera-
ture hydrogenation of CP.

Fig. 4. Fluidity of Enshu coal adding 20% PSTI derived
before or after high temperature hydrogenation.

Fig. 5. Fluidity of Enshu coal adding TSHI derived be-
fore or after high temperature hydrogenation.
(a) 20% addition (b) 10% addition.

Table 5. Hydrogen distribution and average structural parameters of TSHI before or after high temperature hydrogenation of CP.



動度の差が不明確になった可能性がある。一方，10%添加
した場合はTSHI添加に比べて，TSHI360の添加により最
高流動度の増加がわずかにみられた。このことから，水素
化反応により増加したTSHIの移行可能水素の効果により
Enshu炭の流動性をわずかに向上させたものと推察され
る。
3 · 5 TSHI成分を添加したEnshu炭の加熱における重量

減少

TSHI添加時のEnshu炭の軟化開始温度では，TGの結果
よりTSHIは70 wt%以上が分解していることから，PSTIに
比べて軽質成分を多く含んでいることがわかる。

Enshu炭に高温水素化前後のTSHIを 20 wt%添加したと
きのTG曲線の実験値 (Obs)と計算値 (Cal)をFig. 6に示す。
CalはEnshu炭，TSHI単独でのTG曲線から求めた相加平
均値で，2成分間の相互作用が無い場合の結果である。
270°C以下ではObsと Calは同様に重量減少しているが，
Enshu炭単独では重量に変化が無いためTSHIの分解によ
るものと考えられる。270°C以上になると Calに比べて
Obsの値が高くなる。このことからTSHI単独では流動開
始温度において約30%しか残存していないが，Enshu炭と
の加熱によりTSHIの揮発が抑制されたといえる。さらに，
水素化TSHIをEnshu炭に添加した場合のTG曲線もCalに
比べてObsの値が高くなっている。石炭を100�200°Cに加
熱すると，含酸素官能基間の架橋反応による重縮合反応が
起こるため，ピリジン可溶分，およびメタノールによる膨
潤率の減少することが明らかにされている 23)。また，飯野
らは，石炭をナフタレン中で 175�250°Cに加熱すると，
二硫化炭素／N-メチル-2-ピロリジノン溶媒不溶分が増加
することを報告している 24)。さらに，相原らは，400°C以
下の沸点の数種のコールタール含有化合物を粘結炭，また
は非微粘結炭に添加して加熱したところ，これらの化合物
の揮発は石炭の添加により抑制されると報告してい
る 25)。以上のことから，本研究においても水素化前後の
TSHIはEnshu炭との重質化により分解が抑制されたもの
と考えられる。一方，CPまたは水素化ピッチを粘結炭に
20 wt%添加して 400°Cまたは 460°Cに加熱し，in situ高温
1H-NMRスペクトルを測定したところ，それぞれ単味の測
定結果から計算された予測値よりも流動相中の水素量が多
く残存していることが明らかにされている 26)。以上から，
本研究においてもCPのTSHIはCPのPSTIよりもH/C値が
高く軟化溶融温度域にて存在する水素量が多いため，
Enshu炭の流動性を顕著に向上させたものと考えられる。
3 · 6 高温水素化CPを添加したEnshu炭の流動度

高温水素化前後のCPの生成物収率，および移行可能水
素量をそれぞれ Fig. 7，8に示す。なお，Fig. 7の 100%を
超える収率はテトラリンと水素ガスからの水素消費量を示
す。360°Cの水素化反応では水素消費量は 1%と少なく，
水素化前と比べてTI収率はほとんど変化しなかった。一

方，400°C，440°Cの水素化反応では水素消費量は9%を超
え，水素化前と比べてTI収率は 10%以上減少した。しか
しながら，反応温度にかかわらず高温水素化により移行可
能水素量は減少した。TSHIとPSTI成分の移行可能水素量
(Fig. 3)は水素化反応により増加したが，Fig. 2に示したよ
うに，水素化温度の上昇に従いTSHSは増加し，PIは減少
した。Fig. 2のTSHSとTSHIはFig. 7ではTS成分に，Fig. 2

の PSTIと PIは Fig. 7ではTI成分に含まれる。以上のこと
から，水素化反応によりテトラリンや水素ガスからCPに
供与された水素は，構成成分の移行可能水素量の増加のみ
ならず，アルキル側鎖が多く結合し芳香環数の少ないHS

成分への水素化分解や，ヘテロ元素を多く含むPI成分の
水素化分解にも使用されたため，水素化CP全体としての
移行可能水素量は減少したものと推察される。
高温水素化前後のCPをEnshu炭に 20%添加したときの

流動度の変化を Fig. 9に示す。最高流動度はCPに比べて
CP400を添加するとわずかに低下した。CPに比べてCP400

はPI収率がわずかに高い。したがって，CP400を添加した
場合はPIによる流動の阻害が影響したと考えられる。
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Fig. 6. TG curves of Enshu coal adding 20% TSHI de-
rived before or after high temperature hydrogena-
tion.

Fig. 7. Product yields of CP before or after high tempera-
ture hydrogenation.

Fig. 8. Amount of transferable hydrogen in CP before or
after high temperature hydrogenation.



3 · 7 FLの低温水素化反応

前項までのCPの高温水素化反応では，CPの低分子化に
多くの水素が消費されたため，移行可能水素量，および非
微粘結炭添加時の流動度の顕著な向上はみられなかった。
そこで，水素化した芳香族化合物の添加により移行可能水
素量，および非微粘結炭添加時の流動度の向上について検
討するために，FLの低温水素化反応を行い，水素化FLを
調製し，これらの効果について検討する。低温水素化前後
のFLの元素分析値，および低温水素化後のFLの移行可能
水素量をそれぞれTable 6，Fig.10に示す。なお，水素化前
のFLには移行可能水素が存在しないことを確認している。
低温水素化反応により FLのH/Cは増加した。H/Cから分
子式を算出すると，HFL100，HFL150はそれぞれC16H12，
C16H17となることから，それぞれの水素化体は平均してジ
ヒドロ体，ヘプタヒドロ体となる。持田らは，FLを100°C

で水素化反応させると，ジヒドロ体が77%，150°Cではジ
ヒドロ体が18%，デカヒドロ体が75%生成することを明ら
かにしている 18)。したがって，本研究の結果はこの既報の
結果と同様の傾向となっている。

FLの水素化反応ではガス収率は 1%未満であり，GC-

FIDのクロマトグラムでは FLの水素化物より低沸点の物
質は確認されなかった。また，FLの水素化反応における
水素消費率は100°C，150°Cでそれぞれ3%，5%となった。

移行可能水素量はH/Cの結果と同様に，水素化温度の上昇
に従って増加し，高温水素化CPよりもはるかに高い値が
得られた。
3 · 8 低温水素化FLを添加した各試料炭の流動度

低温水素化後の FLをEnshu炭に 7.5%，10%添加した時
の流動度の変化を Fig.11に示す。なお，FLを Enshu炭に
10%添加した場合は，Enshu炭単独の場合と比べて流動度
に変化はみられなかった。一方，HFL100をEnshu炭に添
加すると，最高流動度は顕著に増加し，HFL150をEnshu

炭に添加するとさらに増加した。したがって，酸素含有率
が高く粘結性に乏しいEnshu炭に水素化物を添加すると，
Enshu炭の含酸素官能基を分解し，重質化を抑制するため
流動度が増加することが明らかとなった。
低温水素化前後のFLを各試料炭に 10%まで添加した時
の流動度と添加率の関係をFig.12に示す。まず，非微粘結
炭であるN炭に対してFLの添加率を変化させたときの流
動度を (a)に示す。これより，水素化していないFLを添加
しても非微粘結炭の流動度を変化させないことがわかる。
次に，Enshu炭に低温水素化前後のFLを添加した時の流動
度を (b)に示す。Enshu炭についても水素化していないFL

の添加は効果が無いが，HFL100を添加すると添加率の増
加に従い最高流動度が増加し，HFL150を添加するとさら
に最高流動度の増加がみられた。一方，C炭 (c)，または
K–9炭 (d)にFLを添加すると最高流動度が増加した。これ
は，既報 14,15)と同様に，少量ながらこれらの石炭に存在す
る移行可能水素をFLが効率的に移動し，石炭熱分解ラジ
カルの安定化が促進できたためと考えられる。C炭に
HFL100，またはHFL150を添加すると，FLを添加した場
合に比べて最高流動度が増加したが，両者間の差異はみら
れなかった。K–9炭の場合 (d)は，FL，HFL100，HFL150

添加による最高流動度の差異は少ない。このことは，C炭
に比べてK–9炭は酸素含有率が少なく，含酸素ラジカルを
安定するために必要な移行可能水素量がC炭に比べてK–9

炭では少ないためと考えられる。さらに，粘結炭である
Goonyella炭の場合 (e)もFL，HFL100，HFL150添加による
最高流動度の差異は少ない結果が得られた。以上から，酸
素含有率の多い石炭ほどHFL添加による流動性向上幅が
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Fig. 9. Fluidity of Enshu coal adding 20% CP before or
after high temperature hydrogenation.

Fig. 10. Amount of transferable hydrogen in FL before or
after low temperature hydrogenation.

Fig. 11. Fluidity of Enshu coal adding FL before or after
low temperature hydrogenation. (a) 7.5% addi-
tion, (b) 10% addition.

Table 6. Ultimate analyses of FL before or after low tem-
perature hydrogenation.



大きいことが明らかになった。したがって，HFLからの水
素移動によりEnshu炭中の含酸素官能基の分解が促進され
たため，含酸素官能基を介した石炭高分子同士の重質化が
抑制され，最高流動度が向上したものと考えられる。
以上のことから，FL，およびHFL添加による最高流動

度変化の傾向は石炭種により異なることが明らかとなっ
た。特に，Enshu炭，C炭の最高流動度はHFL添加により
ともに増加したが，FL添加による最高流動度はEnshu炭で
は変化せず，C炭では増加した。そこで，これらの石炭へ

の低温水素化前後のFLの作用機構の相違を検討するため
に，2 · 10に従いEnshu炭とC炭に低温水素化前後のFLを
10%添加した試料の加熱処理を行い，得られたコークス組
織の偏光顕微鏡観察を行った。低温水素化前後のFLをC

炭に 10%添加した試料のコークス組織の偏光顕微鏡によ
る写真をFig.13に示す。FLを添加せずにC炭のみを処理し
た場合 (a)では流動性がみられず，角張った石炭粒子が
残っていることが確認された。一方，FL (b)，HFL150 (c)

を添加した場合は全体的に溶融が確認され，イナート組織
とも良好に接着していることがわかる。したがって，FL

やHFL150の添加率が10%であるのに対して，イナート組
織以外は全体が溶融していることから，FLやHFL150単体
の軟化溶融によって流動性が向上したのではなく，FLや
HFL150の添加により石炭の軟化溶融性を向上させたもの
と考えられる。また，HFL150を添加したコークス組織の
ほうが溶融部の組織が比較的粗く，より異方性が発達して
いる様子が観察される。これは，移行可能水素の存在によ
り重質化が遅くなり液相状態が長くなった効果と考えられ
る。
低温水素化前後の FLをEnshu炭に 10%添加した試料の

コークス組織の偏光顕微鏡による写真をFig.14に示す。FL

を添加せずにEnshu炭のみを処理した場合 (a)で流動性が
みられないのは，C炭の場合と同様であるが，FLを添加
しても (b)角張った石炭粒子が残存している。一方，
HFL150を添加した場合 (c)は全体的に溶融した跡があり，
丸い気孔が形成され，イナート組織とも良好に接着してい
る。HFL150の添加率が10%であるのに対して，イナート
組織を除いて全体が溶融していることから，HFL150単体
の軟化溶融によって流動性が向上したのではなく，添加に
より石炭の軟化溶融性を向上させたものと考えられる。
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Fig. 12. Relation between additive content of FL or HFL
and maximum fluidity of coals. (a) N coal, (b)
Enshu coal, (c) C coal, (d) K-9 coal, (e)
Goonyella coal.

Fig. 13. Polarizing micrographs of cokes from C coal
adding 10% FL before or after low temperature
hydrogenation. (a) C coal only, (b) FL addition,
(c) HFL150 addition.

Fig. 14. Polarizing micrographs of cokes from Enshu
coal adding 10% FL before or after low tempera-
ture hydrogenation. (a) Enshu coal only, (b) FL
addition, (c) HFL150 addition.



3 · 9 CPの低温水素化反応

3 · 7において触媒を使用したFLの低温水素化反応によ
り移行可能水素量が顕著に増加し，3 · 8においては移行可
能水素量の増加により非微粘結炭の流動度が増加した。そ
こで，CPについてもFLと同様の低温水素化反応を行い，
移行可能水素量，および非微粘結炭添加時の流動度の向上
について検討する。

CPの低温水素化反応前後の溶媒抽出率，および移行可
能水素量をそれぞれ Fig.15，16に示す。なお，Fig.15の
100%を超える収率は水素ガスからの水素消費量を示す。
どちらの反応温度においても水素消費量は2%と少なかっ
たものの，水素化前と比べてTI収率は 10%減少した。こ
のことから，パラジウム–活性炭素触媒と水素ガスを使用
すると100�150°Cの反応であってもCPの水素化分解は進
行したことがわかる。一方，移行可能水素量は水素化反応
により減少した。したがって，高温水素化反応と同様に低
温水素化反応において水素ガスから触媒を経由してCPに
供与された水素は，TI成分からTS成分への水素化分解に
も使用されたため，水素化CP全体としての移行可能水素
量は減少したものと推察される。
3 · 10 CPのTSHI成分の低温水素化物を添加したEnshu

炭の流動度

CPの溶媒抽出による各成分の中で，TSHIは PSTIや PI

に比べてヘテロ元素含有率が少なく，HSに比べて芳香環
数が多いと考えられるため，パラジウム–活性炭素触媒に
よる芳香環の水素化が最も進みやすいと想定される。そこ
で，CPの溶媒抽出を複数回行うことによりTSHI成分を取
り出し，TSHI成分のみを低温水素化させた。この低温水
素化反応におけるガス収率は1%以下であった。低温水素
化反応前後のTSHIの移行可能水素量をFig.17に示す。CP

全体の場合と異なり，TSHIの移行可能水素量は低温水素

化の反応温度の上昇に従い増加した。
低温水素化前後のTSHIをEnshu炭に 10%添加した時の

流動度の変化を Fig.18に示す。その結果，TSHIを添加し
た場合に比べて，TSHI250の添加により流動度の増加がみ
られた。このことからFLの場合と同様に，水素化反応に
より添加物の移行可能水素量が増加すると，非微粘結炭の
流動度を増加させることが明らかとなった。

4．結言

CPの水素化反応 (360�420°C)生成物から溶媒抽出によ
り分離した PSTIや TSHIは移行可能水素がわずかに増加
し，これらを非微粘結炭であるEnshu炭に添加すると，増
加した移行可能水素がEnshu炭へ供与したため，Enshu炭
の重質化が抑制され，流動性を向上させる効果が現れた。
しかしながら，水素化反応によりテトラリンや水素ガスか
らCPに供与された水素は，構成成分の移行可能水素量の
増加のみならず，アルキル側鎖が多く結合し芳香環数の少
ない成分への水素化分解や，ヘテロ元素を多く含む成分の
水素化分解にも使用されたため，水素化CP全体としての
移行可能水素量は減少した。
そこで FLの水素化反応 (100�150°C)による移行可能水
素量の変化，および水素化FLの添加による石炭の流動度
の向上について検討した結果，酸素含有率の多い石炭ほど
HFL添加による流動性向上幅が大きいことが明らかになっ
た。したがって，水素化FLから石炭の水素移動により石
炭中の含酸素官能基の分解が促進されたため，含酸素官能
基を介した石炭高分子同士の重質化が抑制され，最高流動
度が向上したものと考えられる。また，コークス組織の偏
光顕微鏡観察では，イナート組織を除いて全体が溶融して
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Fig. 15. Yields of extracts before or after low temperature
hydrogenation of CP.

Fig. 16. Amount of transferable hydrogen in CP before or
after low temperature hydrogenation.

Fig. 17. Amount of transferable hydrogen in TSHI before
or after low temperature hydrogenation.

Fig. 18. Fluidity of Enshu coal adding 10% TSHI before
or after low temperature hydrogenation.



いることから，水素化FL単体の軟化溶融によって流動性
が向上したのではなく，水素化FL添加により石炭の軟化
溶融性を向上させたことが明らかになった。さらに，FL

の水素化と同様の低温 (250°C)で水素化させた TSHIを
Enshu炭に添加したところ，水素化前のTSHIを添加した
場合に比べて流動度の増加がみられた。
本研究は日本鉄鋼協会高強度・高反応性コークス製造技

術研究会（平成18�20年，主査：三浦孝一京都大学教授）
における研究成果をまとめたものである。本研究に協力い
ただいた日本大学理工学部卒研生の鈴木雅剛君，金澤明日
香さん，小林大祐君，千葉快将君，川口江梨さん，宮内
翔平君に感謝します。
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