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はじめに 
 
独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構においては、被評価プロジェク

ト毎に当該技術の外部の専門家、有識者等によって構成される研究評価分科会を研究

評価委員会によって設置し、同分科会にて被評価対象プロジェクトの研究評価を行い、

評価報告書案を策定の上、研究評価委員会において確定している。 
 
 本書は、「超臨界流体利用環境負荷低減技術研究開発」の事後評価報告書であり、

第６回研究評価委員会において設置された「超臨界流体利用環境負荷低減技術研究開

発」（事後評価）研究評価分科会において評価報告書案を策定し、第８回研究評価委

員会（平成１８年２月２７日）に諮り、確定されたものである。 
 
 

 
平成１８年２月 

独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構 
 研究評価委員会 
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審議経過 

 
 第１回 分科会（平成１７年１２月４日） 

公開セッション 
１．開会、分科会の設置、資料の確認 
２．分科会の公開について 
３．評価の実施方法について 
４．評価報告書の構成について 
５．プロジェクトの概要説明 
６．プロジェクトの個別テーマの詳細説明 
６．１ 基礎基盤技術 

非公開セッション 
６．２ 有機合成プロセス技術 
６．３ 材料プロセッシング技術 
６．４ エネルギー・物質変換技術 

７．今後の予定 
 

 
 
  

  
 

 第８回 研究評価委員会（平成１８年２月２７日） 
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評価概要 
 
１．総 論 
１）総合評価 
超臨界流体利用技術は、環境にやさしく、新境地を開く可能性のある技術として

期待されている。本プロジェクトでは、超臨界流体の化学応用において新しい切り

口を発見し、４つの主要分野テーマを立案して、理論、実用、データベースなどの

基礎構築などを全面的に展開し、超臨界流体の体系形成に大きく貢献した。特に、

データベースやプロセスシミュレーションの分野を独立させ、その成果をＨＰ上で

一般にも広く公開した点は高く評価できる。個々の研究成果ならびに論文・特許数

から判断して、超臨界流体利用技術の研究として世界的にも高いレベルの成果を得

ていると判断する。 

しかしながら、シーズベースの目標設定が多いように見うけられ、国際的な水準

でみた本プロジェクトの意義・位置づけが分りにくかった。また、実用化に向けて

の課題は、周辺技術を含めて具体的に報告してほしい。企業の積極性・主体性をも

う少し引き出す体制の検討が必要であったと考える。 
過去の知見が少ない新しい反応場での研究開発であることから、研究失敗事例の

明確化とその解析は極めて重要な成果となるので、ポジティブな研究結果のみでな

く、ネガティブな研究結果の総括を含めた客観性のある情報を後世に残してほしい。 
 

２）今後に対する提言 
以下の２項目に関し、研究開発の継続が必要である。 

まず、超臨界流体場の解明・実用化に向けた基礎研究を継続し、超臨界流体デー

タベースの拡充に引き続き努めていただきたい。欧米でも認知されることが望まれ

る。 

また、今回の研究開発により実装置化の可能性が高いと判断された技術に関して

は、実用化補助金或いは民間の資金により、実用化に向けてさらに研究が進展する

ことが期待される。実用技術にするためにはさらに大きな資源投入（期間、資源）

が必要である。地球環境、化学物質のリスク削減などのテーマでは、開発リスクが

大きいので更なる国の補助金が必要と考える。 

継続のためにこそ産学官の連携が重要である。 

 
２．各 論 
１）事業の位置付け・必要性について 
プロジェクト開始時での超臨界の科学としての夢と実際の産業界での利用の大

きな差を考えると、このプロジェクトはＮＥＤＯプロジェクトとして進めるのにふ

さわしい事業であった。まず、本研究開発は性質上設備投資額が高く、民間活動の

みでは資金力が足りない。ＮＥＤＯの関与が必要不可欠である。また、応用分野も
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多岐にわたる可能性のある技術であり、各分野の研究者を幅広く集中的に組織する

ことは大きな意味があり、ＮＥＤＯの旗振りが必要なプロジェクトであった。 

なお、本プロジェクトが実用化研究に過度に偏ることなく、基礎基盤技術の構築 
に主眼を置いて研究を進めたのは適切であった。 

ただし、敢えて超臨界流体技術と環境負荷低減を結びつけるテーマ設定には、研

究開発の自由度を制約する懸念がある。超臨界流体技術の研究開発に関しては、従

来技術では達成できなかった反応の実現や有用物質の生成を、第一の事業目的にす

べきであったと考える。 

 
２）研究開発マネジメントについて 
研究開発目標及び研究開発計画は、目標達成度を測定・判断するための適切な指

標が設定されており、概ね妥当であったと判断される。拠点集中研方式により、プ

ロジェクトリーダーの下に４幹事会を設定して多岐にわたる研究テーマ、組織、人

員をよくとりまとめ、５年間という比較的短期間にこれだけの成果を得たことは高

く評価できる。中間見直しもかなりしっかりなされたが、実用化の判断が明確とな

るような最終目標(例えばコスト)の再設定をしても良かったのではないか。 

ただしテーマによっては、内外の技術動向調査、市場動向調査等が弱く、戦略的

な目標設定が十分ではないものもあった。予算配分のアクセントの付け方がはっき

りしない。大きな資金投与をもっと集中したならば、実用化に近い成功事例をより

前進させることができたのではないか。もう少し成功事例を増やして欲しかった。 

 

３）研究開発成果について 
設定された目標値はおおむね達成していると認められる。世界初あるいは世界最

高水準の研究もあり、新たな技術領域を開拓することが期待できる。目標未達成の

ものも、達成までの課題を把握し、解決の方針が明確になっていると判断される。

特許や論文発表も全体として適切に行われている。また、一般向けの情報発信とし

て世界初の有効なツールであるデータベースの構築と公開を行ったことは高く評

価できる。 
ただし、超臨界技術が実用性を持ち得る可能性を示したこと、また開発目標をク

リアしているテーマが多いことは事実であるが、目標そのものが必ずしも客観性を

持ち、実用性を考慮しているわけではないことが問題である。基礎研究指向なのか、

実用開発を目指しているのか、目標をもっと明確にする必要があったと思われる。 
また、ネガティブデータもプロジェクトの成果である。報告書にも堂々と結果を 

記載していただきたい。 

 
４）実用化、事業化の見通しについて 
全体としては概ね、今後の展開によっては実用化できる可能性の高い要素技術が 

多いと判断される。すなわち、コスト試算が実施されているテーマも多数あり、実
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用化に到るまでの技術面での課題、シナリオも明確に示されている。既に本プロジ

ェクトを卒業し、改良を加えて実用化を進めているテーマも見うけられる。関連分

野への技術的波及効果及び経済的・社会的波及効果を期待できる成果もある。 
一方、課題の解決方針が提示されているものの、その対策の見通しが必ずしも充

分とは言えないテーマもあり、担当企業や関連研究機関での実用化研究や支援研究

の継続が望まれる。そのため、本プロジェクトでの成果を受けて実用化、事業化す

るための組織が必要である。超臨界流体研究に関する人材育成等を促進することも

望まれる。 

なお、世界的にみるとデータベースやシミュレータは事業化されている例が多 

い。今回のデータベースやシミュレータも事業化できるものと考えられる。 
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研究評価委員会におけるコメント 
 
第８回研究評価委員会（平成１８年２月２７日開催）に諮り、了承された。研究評価委

員からのコメントは特になし。 
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第１章 評価 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

この章では、分科会の総意である評価結果を枠内に掲載している。なお、枠の

下の○、●、●が付された箇条書きは、評価委員のコメントを原文のまま、参考と

して掲載したものである。 



 

1-1 

 

１．プロジェクト全体に関する評価結果 

１．１ 総論 

１）総合評価 

 

＜肯定的意見＞ 

○ 新境地を開く可能性の有る SCF を、世界で初めて網羅的,横断的に研究した

PJ であり、基本的なインフラの構築を成し遂げ、チャレンジングなテーマへ

の総力を結集した取り組みにより実用化につながる多くの研究成果を得た。

大きな国家的な財産を築き上げることに成功した。 

○ 省エネルギーおよびリスク削減に対しての超臨界流体の利用の点では、個別

テーマは大変な努力をされ、目標達成あるいは達成の道づけができたと評価

できる。 

○ 本技術の応用可能性を探った基礎的なプロジェクトとして、ほぼ当初の目的

どおりの成果が全体としては得られている。 

○ 広く漠然とした開発テーマに対し、４つの主要分野テーマを立案し、かつ相

互の連携を取りながら研究開発を実施した事により、研究が効率的に推進さ

れた。特に、物性データやプロセスシミュレーションの分野を独立させ、か

つ物性データ検索システムの構築とその成果を HP 上で一般にも広く公開し

た点は高く評価できる。 

○ 実用化に際しては安全に関する技術が必要不可欠であり、測定、高圧酸素の

超臨界流体利用技術は、環境にやさしく、新境地を開く可能性のある技術とし

て期待されている。本プロジェクトでは、超臨界流体の化学応用において新しい

切り口を発見し、４つの主要分野テーマを立案して、理論、実用、データベース

などの基礎構築などを全面的に展開し、超臨界流体の体系形成に大きく貢献した。

特に、データベースやプロセスシミュレーションの分野を独立させ、その成果を

ＨＰ上で一般にも広く公開した点は高く評価できる。個々の研究成果ならびに論

文・特許数から判断して、超臨界流体利用技術の研究として世界的にも高いレベ

ルの成果を得ていると判断する。 

しかしながら、シーズベースの目標設定が多いように見うけられ、国際的な水

準でみた本プロジェクトの意義・位置づけが分りにくかった。また、実用化に向

けての課題は、周辺技術を含めて具体的に報告してほしい。企業の積極性・主体

性をもう少し引き出す体制の検討が必要であったと考える。 
過去の知見が少ない新しい反応場での研究開発であることから、研究失敗事例

の明確化とその解析は極めて重要な成果となるので、ポジティブな研究結果のみ

でなく、ネガティブな研究結果の総括を含めた客観性のある情報を後世に残して

ほしい。 
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取り扱いや材料選定と言うテーマ設定は有益である。 

○ 個々の研究成果ならびに論文・特許数から判断して、超臨界流体利用技術の

研究として世界的にも高いレベルの成果を得ていると判断する。 

○ 材料プロセッシング分野で、実用化の可能性が高い技術が開発されている。 

○ 超臨界流体の化学応用において、新しい切り口を発見し、理論、実用、デー

タベースなどの基礎構築などを全面的に展開した。従来の分野とは異なり、

新しい学問である超臨界流体の体系形成に大きく貢献した。日本のこの分野

における世界のリーダーレベルの研究水準を維持している。 

○ 人類が将来必要とする技術を国が先導して基盤形成を図ることは極めて重

要であり、超臨界流体を利用する環境負荷低減技術の開発は NEDO の事業に

相応しいテーマである。 

○ 有機合成プロセスの開発やデータベースの構築等において期待以上の成果

が得られており、全体として高く評価している。 

○ グリーンケミストリーの重要なテーマである超臨界流体プロセス開発は世

界的にも熾烈な競争下にある。本プロジェクトの基礎基盤技術と工学基盤技

術に基づく超臨界反応場を用いる新プロセス開発は物性推算法の利用やデ

ータベース構築のような地味な仕事が下支えているプロジェクトであり、今

後益々多くの分野で成果の波及が期待できる。 

○ 環境にやさしい技術開発が期待される 21 世紀初頭にふさわしい産学官連携

の国家プロジェクトであった。有機溶媒に代わって超臨界流体を使う物質合

成・操作の新技術開発は資源の乏しい我国にふさわしい開発研究テーマであ

った。新技術への高い関心がありながら。技術化への国家レベルでの努力が

なされていなかったので、多くの困難と悪戦苦闘であった様子が伺われたが、

いくつかの成功例が見出されている。国家プロジェクトとして、その事例が

多数とはいかなかったが、ある程度の成果が得られたものと評価される。 

 

＜問題点・改善すべき点＞ 

● 中間の見なおしでは、実用化の可能性の見えるコスト意識を包含した最終目

標の再設定がなされていると期待したが、シーズベースの目標設定が多いよ

うに見うけられた。 

● このプロジェクトの開始および終了前後での国際的な研究・技術レベルでの

位置付けが見えにくい。 

● 国際的な水準でみた本プロジェクトの意義・位置づけが分りにくかった。 

● 反応プロセス研究の場合、反応機構や反応条件だけではなく、トータルシス

テムとしての（分離精製や熱交換等のプロセスを含めた）観点から、実用化

に必要な研究項目と目標を決定することが望まれる。 

● 反応プロセス研究において、現実的な反応条件を追求するだけではなく、超

臨界場の特異性や特徴を評価検討できる幅広い条件での研究も必要と考える。 
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● 実用化に向けての課題を、周辺技術（例：分離精製・材料・加熱や冷却プロ

セス）を含めて具体的に報告してほしい。それには、評価側も、課題摘出と

その検討が重要成果となることの認識が必要。 

● 大学の先生を中心とした集中研究体制には、メリットとデメリットがある。

企業の積極性・主体性をもう少し引き出す体制の検討が必要であったと考え

る。 

● 実用化の場合では高温高圧である超臨界流体を使うことに伴うコストの上昇

を十分配慮すべき。 

● 各プロジェクトにより、基礎基盤技術の活用に差が見られる。 

● 世界的に見てもプロジェクトの世界的競争関係の中で、巨額の研究費の投入

によって超臨界流体技術の新規開発が探求されたが、投入金額と成果および

将来発展への連続性に問題があったと言えるであろう。中間評価で是正され

た点でもあったが、それ以後の改善策に問題があった。カットされたものは

むしろそれなりの成果につながっており、国家プロジェクトの拡がりに寄与

していた。もっと絞り込むべきは、集中的に資金注入された中核部分であっ

た。多少リーダシップとその具体的将来ビジョンに問題があった。資金はか

なり均等分配型であり、コア部分の成果がぼやけた感がある。データ収集ソ

フトの開発に対する現時点での評価と将来性についてはコメントし難い。真

の意味をもたせるためには持続的努力が大いに必要である。その責任の所在

を明確にしておくことが肝要である。 

 

＜その他の意見＞ 

 ポジティブな研究結果のみでなく、ネガティブな研究結果も本プロジェクト

の研究成果である。是非両者を含めた客観性のある情報を後世に残してほし

い。 

 過去の知見が少ない新しい反応場での研究開発であることから、研究失敗事

例の明確化とその解析は極めて重要な成果となる。目標値達成、実用化、論

文・特許数という最終成果項目だけにとらわれることなく、このようなデー

タも体系的に整理をしてもらいたい。また、そのような成果を認める評価体

制を作る必要がある。 

 超臨界水に関する研究は基礎基盤形成のために必要であるが、材料腐食や反

応装置の問題を考えた場合、慎重に研究展開を図る必要があると考えている。 

 超臨界流体データベースやプロセスシミュレータ等の基礎基盤技術の活用

例を具体的に、かつ数多く提示することが望まれる。 

 ばらばらの感は否めず全体的まとまりが弱かった。 
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２）今後に対する提言 

 

＜今後に対する提言＞ 

 実用化を進める意味の有るテーマがいくつか見出されている。しかし実用技

術にするためにはさらに大きな資源投入（期間、資源）が必要である。地球

環境、化学物質のリスク削減などのテーマでは、開発リスクが大きいので更

なる国の補助金が必要と考える。関連のある国のＰＪに参加できる仕組み作

り、呼びかけをしてほしい。 

 本プロジェクトは全体として一つの決着を見ており、このプロジェクトから

出てきた新たな大きな課題はあるとは考えにくい。個々のテーマを発展させ

ていく段階にある。 

 本プロジェクトで得られた有用な知見・技術・ノウハウ等を、継続して今後

の技術開発に生かしていくことが必要である。たとえば「石炭の液化」のよ

うに一度、技術開発が中断すると、再度その技術が見直されたとき、1 から

スタートしなければならず、効率がきわめて悪くなる。 

 以下の２項目に関し、研究開発の継続を望む。１）問題点や現象解決のため

の基礎研究これだけの研究を実施したことから、新たな疑問点や興味ある現

象が見つかっていると考える。今回の研究成果を充分に解析した上で、超臨

界流体場の解明・実用化に向けた基礎研究を継続する必要がある。２）実用

化研究実装置化事例は、超臨界流体技術を普及させる起爆剤となる。今回の

研究開発により実装置化の可能性が高いと判断された技術に関しては、補助

金等による実装置化に向けての支援が望まれる。また、担当企業の主体的な

開発が望まれる。 

 現在の成果を拡大し、実用化できるような新しい超臨界工業プロセスまで発

展していくことは重要である。次段階の研究開発を進めることは必要。 

 実用化の可能性がある有機合成プロセスがいくつか見出されているので、こ

れらに関しては継続して研究開発を進めるべきであると考えている。 

以下の２項目に関し、研究開発の継続が必要である。 

まず、超臨界流体場の解明・実用化に向けた基礎研究を継続し、超臨界流体

データベースの拡充に引き続き努めていただきたい。欧米でも認知されること

が望まれる。 

また、今回の研究開発により実装置化の可能性が高いと判断された技術に関

しては、実用化補助金或いは民間の資金により、実用化に向けてさらに研究が

進展することが期待される。実用技術にするためにはさらに大きな資源投入（期

間、資源）が必要である。地球環境、化学物質のリスク削減などのテーマでは、

開発リスクが大きいので更なる国の補助金が必要と考える。 

継続のためにこそ産学官の連携が重要である。 
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 超臨界流体データベースは今後研究開発や実用化を進める際に非常に有用

であるので、引き続き拡充に努めていただきたい。 

 データベースおよびプロセスシミュレータの継続的な充実化、メンテナンス

の他、新たな産学連携共同研究が行われることが必要であり、更に欧米でも

認知されることが望まれる。 

 物質合成に関する開発研究の成果を引き継ぎ、実用化補助金或いは民間の資

金により、実用化に向けてさらに研究が進展することが期待される。巨額の

研究資金が投入された分野だけに継続することが大切である。特に必要なこ

とは企業の側からの積極的な投資による実用化の実現である。少なくてもい

いから、技術化成功例をつくる努力の継続が望まれる。 

 

＜その他の意見＞ 

 ＨＰ上でデータを公開しているが、データの更新や最新情報の入力が必要不

可欠である。そのような実施体制は考慮されているのか。 

 より付加価値が高い製品をこの超臨界プロセスで作り出し、コスト面での強

化を図る。 

 超臨界水酸化反応可視システムや腐食データベースを用いて、超臨界水酸化

反応プロセスの実用化に向けた更なる努力が望まれる。 

 継続のためにこそ産学官の連携が重要である。 
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１．２ 各論 

１） 事業の位置付け・必要性について 

 

＜肯定的意見＞ 

○ 各事業体（大学,国研、企業）単独では手がつかない、基本的なインフラ構

築と、地球環境,化学物質リスク削減などチャレンジングな将来技術を他国

に先駆けて国家 PJ として取り上げる意味は大きい。応用分野も多岐にわた

る可能性のある技術である。各分野の研究者を幅広く集中的に組織すること

は大きな意味があり、NEDO の旗振りが必要な PJ である。 

○ プロジェクト開始時での超臨界の科学としての夢と実際の産業界での利用

の大きな差を考えると、このプロジェクトは NEDO プロジェクトとして進め

るのにふさわしい事業であった。 

○ 国際的な環境負荷の低減問題を考えると、省エネルギーとリスク削減に対す

る超臨界流体の研究からのアプローチは妥当であったと判断できる。 

○ 本技術開発にかかるコスト（特に設備費）の高さと実用化までかかる時間を

考慮すると、1民間企業や大学の研究費のみでは実行が難しいと考えられる。 

○ 未開拓反応条件場でのプロセス開発あるいは基礎科学情報の収集・体系化は、

国際競争力の向上に必要不可欠なテーマである。特に、その場が高温・高圧

という、簡単には実験ができない条件であり、NEDO の関与が必要不可欠であ

る。 

○ 種々の研究機関や企業において、それぞれが興味をもつテーマを個別に研究

していたものを、ＮＥＤＯが関与した大型テーマとして体系的に開発を進め

た意義は大きい。 

○ 超臨界流体プロセスの研究開発は性質上設備投資額が高く、民間活動のみで

プロジェクト開始時での超臨界の科学としての夢と実際の産業界での利用の大

きな差を考えると、このプロジェクトはＮＥＤＯプロジェクトとして進めるのに

ふさわしい事業であった。まず、本研究開発は性質上設備投資額が高く、民間活

動のみでは資金力が足りない。ＮＥＤＯの関与が必要不可欠である。また、応用

分野も多岐にわたる可能性のある技術であり、各分野の研究者を幅広く集中的に

組織することは大きな意味があり、ＮＥＤＯの旗振りが必要なプロジェクトであ

った。 

なお、本プロジェクトが実用化研究に過度に偏ることなく、基礎基盤技術の構

築に主眼を置いて研究を進めたのは適切であった。 

ただし、敢えて超臨界流体技術と環境負荷低減を結びつけるテーマ設定には、

研究開発の自由度を制約する懸念がある。超臨界流体技術の研究開発に関しては、

従来技術では達成できなかった反応の実現や有用物質の生成を、第一の事業目的

にすべきであったと考える。 
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は資金力が足りない。NEDO の援助は必要である。今後の展開への影響を含み、

もたらした効果は十分である。化学工学のホットな分野であり、日本のこの

分野における国際競争力の維持と向上には不可欠な事業である。物質、化学、

環境、エネルギーなど広い分野への波及効果が期待される。 

○ 環境負荷低減を目的とした超臨界流体利用技術を開発することは、民間ある

いは大学単独で成し遂げられるものではない。国家的プロジェクトして NEDO

が取り上げたのは妥当であったと判断している。 

○ 本プロジェクトが実用化研究に過度に偏ることなく、基礎基盤技術の構築に

主眼を置いて研究を進めたのは適切であったと考えている。 

○ NEDO の事業としての妥当性：世界的にも熾烈な競争下にある超臨界流体プロ

セス開発において、その基礎研究のレベルが高い我が国が継続的にその地位

を維持し、国際競争力を強化するには１研究機関、１研究室で行うことは不

可能であり、本プロジェクトの公共性は極めて高い。 

○ 事業目的の妥当性：超臨界流体データベースやプロセスシミュレータは世界

にも類をみないものであり、この基礎基盤技術と工学基盤技術の波及効果は

国内外において極めて大きい。環境に優しい溶媒である水や CO2 の可能性を

追求する本プロジェクトの事業目的の妥当性は極めて高い。 

○ 事業としての妥当性：・本国家プロジェクトは当該施策・制度の選定基準等

に適合している。・NEDO の関与が適当な開発研究である。 

○ 目的の妥当性：・国家の社会経済情勢、世界情勢に適合した事業目的であっ

たと評価できる。・エネルギー需給動向、市場動向、政策動向、国際貢献の

可能性等から見て、事業の目的は妥当であったと判断できる。 

 

＜問題点・改善すべき点＞ 

● 個々のテーマでは事業目的を意識されているが、プロジェクト全体としての

事業目的と成果との相関性が分かりにくい。 

● 研究のスタートが、社会の本技術に関する期待やニーズがやや下火になって

からであり、少し遅かった（少なくとも 3-5 年）感がする。 

● 予算規模と効果に関しては、今後、この成果をどの様に生かすかにかかって

いると考える。今回の成果だけをもって、費用対効果を判断すべきではない。

しかし、逆に言えば、このままの形で事業を終了してしまえば、せっかくの

研究成果が十二分に生かされない可能性が生じる。 

● 環境負荷低減は重要課題である。しかし、環境負荷低減は、新しく開発され

る全ての技術に、必然的に要求される項目であり、敢えて、超臨界流体技術

と環境負荷低減を結びつけるテーマ設定には、研究開発の自由度を制約する

懸念がある。超臨界流体技術の研究開発に関しては、従来技術では達成でき

なかった反応の実現や有用物質の生成を、第一の事業目的にすべきであった

と考える。 
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● 地球温暖化防止新技術プログラムとの直接関係は不透明である。炭酸ガス自

身が転換していることはあまりない。高速反応による時間短縮で炭酸ガス排

出量が減るが、高温高圧に伴う炭酸ガスの排出が増える。化学物質総合評価

管理プログラムとの関係は良く分かる。 

● 事業としての妥当性：投じた予算との比較において十分であったかどうか疑

わしい。 

● 目的の妥当性：内外の技術開発動向、国際競争力の状況把握が万全であった

との印象は持ちにくい。 

 

＜その他の意見＞ 

 ４０億という大きな投資がなされており、費用対効果を追求する必要がある。

事後の成果フォローをしっかりすべきである. 

 プロジェクト全体の運営状況を経費の点からも検討できるように、経費(人

件費も含めた)の概要も分かるようにしていただきたい。 

 超臨界流体利用技術全てが省エネルギーに結びつくのではなく、一部のプロ

セスにおいてその効果が現れているのだろうと考えている。したがって、「省

エネルギー」の語句については慎重に使用するべきであると考えている。 

 諸外国は本プロジェクトをどのように見ているのか。 

 事業としての妥当性：全体目標の達成のために大学と大学、企業と企業の連

携がもっと密接である必要は無いだろうか。そのためにはリーダーシップで

あり、リーダーの総合力と先見性であろう。 

 目的の妥当性：大学のリーダーシップと企業の果敢なリスクを恐れぬ挑戦の

精神がなければ、目的が美しく妥当性をもっていても、実際の具体的成果が

出にくくなる。 
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２） 研究開発マネジメントについて 

 

＜肯定的意見＞ 

○ 拠点集中研究の実施、プロジェクトリーダーをはじめとしたしっかりとした

マネジメント体制の構築,柔軟なマネンジメント対応が図られており大きな

成果につながった.産官学と、基礎基盤から広範囲の分野の研究までの協力

体制すなわち縦糸と横糸の協力が見事であり、足し算以上の総合力が発揮さ

れた。 

○ 各研究開発テーマの目標設定、研究開発計画は概ね良好である。研究開発実

施者の事業体制、連携、実用化へのシナリオなどは概ね良好である。中間評

価後の計画の見直しと対応には評価できることが多い。 

○ 多岐にわたる研究テーマ、組織、人員をよくとりまとめ、5 年間という比較

的短期間にこれだけの成果を得たことは高く評価できる。 

○ ４つの主要分野テーマを立案し、かつ相互の連携を取りながら研究開発を進

めた体制、大学・企業・産総研の連携、専門性を有する大学への基礎的なテ

ーマの再委託、と言う一連のマネジメント手法は評価できる。 

○ ４つの主要分野テーマは適切な設定であった。 

○ 個別テーマの研究を集中研究体制で実施することで、多方面の角度からの評

価検討が可能となり、効率的な開発に役立ったと判断する。 

○ 大学・企業・産総研の各実施者の選定も、その分野に精通している機関・研

究者であったと評価される。 

○ 開発目標、予算分配は妥当である。真に技術力と事業化能力を有する企業を

実施者として選定した。中間評価などへの対応も適切であった。腐食問題、

シミュレータ構築などの対応は評価すべき。 

○ 研究開発目標及び研究開発計画の設定は概ね妥当であったと判断している。 

研究開発目標及び研究開発計画は、目標達成度を測定・判断するための適切な

指標が設定されており、概ね妥当であったと判断される。拠点集中研方式により、

プロジェクトリーダーの下に４幹事会を設定して多岐にわたる研究テーマ、組織、

人員をよくとりまとめ、5 年間という比較的短期間にこれだけの成果を得たこと

は高く評価できる。中間見直しもかなりしっかりなされたが、実用化の判断が明

確となるような最終目標(例えばコスト)の再設定をしても良かったのではない

か。 

ただしテーマによっては、内外の技術動向調査、市場動向調査等が弱く、戦略

的な目標設定が十分ではないものもあった。予算配分のアクセントの付け方がは

っきりしない。大きな資金投与をもっと集中したならば、実用化に近い成功事例

をより前進させることができたのではないか。もう少し成功事例を増やして欲し

かった。 
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○ プロジェクトリーダーの下に４幹事会を設定して研究を推進したこと、なら

びにデータベースの構築という共通目標を立てて連携を深めたことは十分

評価できる。 

○ 異なる企業を含む産学がひとつの研究室に集まって研究を進めた東工大の

集中研方式は非常に良い試みであったと評価している。 

○ 研究開発目標の妥当性：具体的であり、その妥当性は評価できる。 

○ 研究開発計画の妥当性：基礎基盤技術と工学基盤技術からなる共通基盤技術

より、超臨界流体プロセスの技術開発を目指している。 

○ 研究開発実施者の事業体制の妥当性：総合調査研究委員会、業務委員会、幹

事会などの各委員会等の役割と構成の妥当性は高く、専任されたプロジェク

トリーダーが活躍でき、基礎基盤と各幹事会との連携なども評価できる。 

○ 情勢変化への対応等：中間評価を受け、より実用化に資する基盤技術研究に

振り向けるなどの情勢変化への対応は極めて迅速である。 

○ 研究開発目標の妥当性：・目標達成度を測定・判断するための適切な指標が

設定されていた。 

○ 研究開発計画の妥当性：・十分とは思えないが目標達成に必要な要素技術を

取り上げていた。・研究開発フローにおける要素技術間の関係、順序はおお

むね良好と判断できるケースもある。有機合成プロセス技術はその例といえ

る。・継続プロジェクトや長期プロジェクトの場合、技術蓄積を、実用化の

観点から絞り込んだ形跡は伺える。 

○ 研究開発実施者の事業体制の妥当性：・全体を統括するプロジェクトリーダ

ー等が選任され、財政的には十分に活躍できる環境が整備されていた。・実

用化シナリオに基づき、成果の受け取り手（活用・実用化の想定者）に対し

て、成果を普及し関与を求める体制を整えていた。 

○ 情勢変化への対応等：・進捗状況を常に把握し、計画見直しを適切に実施し

ていた。 

 

＜問題点・改善すべき点＞ 

● 中間見直しもかなりしっかりなされたが、実用化の判断が明確となるような

最終目標(例えばコスト)の再設定をしても良かったのではないか。 

● プログラム全体の流れと、基礎基盤技術研究開発テーマとのマッチングが悪

い。データベースの構築は重要であるが、このプログラムと独立して実施し

た方が良かった。 

● 集中研究体制には、メリットとデメリットがある。デメリットとして、企業

が研究者を派遣した場合、あとはお任せとなり企業側の積極性や責任感が欠

けてしまう懸念がある。特に、実用化の点では大学や産総研の研究とは異な

る要素も要求され、そのような観点からは企業内での研究が適している部分

もあるように考える。集中研究のデメリットを補うマネジメントのあり方を
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検討する必要がある。 

● 実用化の観点からは、分離精製や熱交換を含めたトータルシステムとしての

研究項目や目標の設定が必要。目標が個別の反応成績等、一部に限定されす

ぎていたところがある。 

● 各グループ間の連携と競争については、まだまだ改善する必要があると考え

ている。 

● 研究開発目標の妥当性：・内外の技術動向調査、市場動向調査等が弱く、戦

略的な目標設定が十分ではない。・具体的かつ明確な開発目標を可能な限り定

量的に設定していない分担テーマもあった。具体的には、「エネルギー・物質

変換プロセス技術」関係は目的と成果の比較総括が不十分で見通しが甘い。 

● 研究開発計画の妥当性：・予算配分のアクセントの付け方がはっきりしな

い。・研究開発フローにおける要素技術間の関係、順序はおおむね良好と判断

できるが、実用化という崇高な目標から判断すれば、十分ではない。・継続プ

ロジェクトや長期プロジェクトの場合、技術蓄積を、実用化の観点から絞り

込んだうえで活用が図られているかどうか疑わしい。大きな資金投与をもっ

と集中したならば、実用化に近い成功事例をより前進させることができたの

ではないか。 

● 研究開発実施者の事業体制の妥当性：・適切な研究開発チーム構成での実施

体制であったかどうかは実用化に近い成功事例によって判断される。もう少

し成功事例を増やして欲しかった。・目標達成及び効率的実施のために必要な、

実施者間の連携 and／or 競争が十分に行われる体制となっているか。 

● 情勢変化への対応等：・計画見直しがあって成果に至ったと思われるが、そ

れが十分であったろうか。 

 

＜その他の意見＞ 

 個別テーマの件数が、報告書の中でも不一致で（報告書では当初１８件。中

間目標では１６件と読める。幹事長さんのまとめでは１５件？。中間以降で

も８件とか１１件と読める。）、成果評価のベースが分かりにくい。事業の位

置付け・必要性の中での実施の効果（費用対効果）で本技術の年次別の市場

シェアー見積が過大である。薔薇色過ぎる期待を抱かせてはいないか？設定

された 4テーマの難易度には大きな違いがある。例えば有機合成プロセスは

難度が高く、実用化にいたるまでの道筋は長く、壁は高い。この点も考慮し

た評価が必要である。 

 集中研方式は評価できるが、もっとリーダーが自由にボスドクなどの研究者

を採用できるようにしたい。その時には地域性の混合があればプロジェクト

の社会性が明らかにできる。 

 国内の研究機関だけではなく、場合によっては海外の研究者への研究の委託

など柔軟な組織の運営が望まれる（国家プロジェクトとしての制約はあると
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思うが）。 

 シナリオ策定の指導内容は濃密で完璧に近い。しかし、その煩雑すぎる形式

に埋没して、シャープな成果達成へのエネルギーが減るということは無いで

あろうか。国民にわかりやすい成果がすべてであり、形式の緩和が必要では

ないだろうか。設定資金額にも大いに依存するが、新技術への種を蒔くこと

が大切なので。 
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３） 研究開発成果について 

 

＜肯定的意見＞ 

○ 基礎基盤については、データベース、シミュレーションモデル作成等、世界

初の大変有効なツール作りに成功した。一方その他のテーマについても実用

化研究に進めそうなテーマの数が多く、研究の生産性は高い。開発したプロ

セスシミュレータを使って定量的なコスト評価もなされている。 

○ 成果と目標値が定量的にかかれていないが、個々のテーマの研究開発成果か

ら考えて、目標を達成していると考えられた。個別テーマで国際的高水準な

成果が得られているものが多い。特許・論文による成果の普及は十分になさ

れていると判断できる。 

○ 研究成果は分野ごとに若干ばらつき（論文になりやすいか否かの違いも大き

いと思うが）はあるが、中間発表以降、外部に対して十分な発表を行ってい

る点は高く評価できる。さらに、今後、多くの論文発表などが期待できるで

あろう。 

○ 設定された目標値はおおむね達成していると認める。 

○ 論文・特許数、さらには論文のアクセプト先から鑑み、研究成果は高いレベ

ルにあり、外に向かっての成果の発信は充分に評価できる。 

○ 基礎基盤技術において、実用化をサポートする有益な成果が得られており、

かつＨＰ上でのデータ公開、さらには適切な検索システムを構築している。 

○ 材料プロセッシングの分野で、実用化に近い成果が得られている。 

○ 全体としての目標達成は９割程度。世界初あるいは世界最高水準の研究が多

く、新たな技術領域を開拓することが期待できる。基盤技術であり、汎用性

がある。特許、論文の発表も十分である。 

設定された目標値はおおむね達成していると認められる。世界初あるいは世界

最高水準の研究もあり、新たな技術領域を開拓することが期待できる。目標未達

成のものも、達成までの課題を把握し、解決の方針が明確になっていると判断さ

れる。特許や論文発表も全体として適切に行われている。また、一般向けの情報

発信として世界初の有効なツールであるデータベースの構築と公開を行ったこ

とは高く評価できる。 
ただし、超臨界技術が実用性を持ち得る可能性を示したこと、また開発目標を

クリアしているテーマが多いことは事実であるが、目標そのものが必ずしも客観

性を持ち、実用性を考慮しているわけではないことが問題である。基礎研究指向

なのか、実用開発を目指しているのか、目標をもっと明確にする必要があったと

思われる。 
また、ネガティブデータもプロジェクトの成果である。報告書にも堂々と結果

を記載していただきたい。 
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○ 基礎基盤の構築に関しては目標を 80％以上達成していると考えている。 

○ 世界初の成果がいくつか得られており、特許や論文発表も全体として適切に

行われている。 

○ 一般向けの情報発信としてデータベースの構築と公開を行ったことは高く

評価できる。 

○ 目標の達成度：各プロジェクトにより成果はばらついているが、基礎基盤技

術の達成度は 90%である。全体としては 8２%である。 

○ 成果の意義：超臨界流体データベースは、超臨界流体に関して世界最高水準

である。プロセスシミュレータと組合せて新たな技術領域の開拓に利用でき

る。 

○ 特許の取得：国内外の特許を 101 件取得している。中間評価以降は 90 件で

ある。 

○ 論文発表・成果の普及：論文数は 191 件であり、インパクトファクターの高

い論文も多い。口頭発表は 537 件、新聞等も 47 件である。 

○ 目標の達成度：・成果は目標値をクリアしているかどうかのボーダーライン

上で、今後の成果如何による。・全体としての目標達成は強くないが、優れ

た成果の部分もある。「有機合成プロセス技術」のテーマにはそれが認めら

れる。・目標未達成の場合、目標達成までの課題を把握し、課題解決の方針

が明確になっていると思う。「エネルギー・物質変換プロセス技術」関係は

一部不明。 

○ 成果の意義：・成果は市場の拡大或いは市場の創造につながることが期待で

きる部分もある。・成果は、世界初あるいは世界最高水準のものもある。・成

果は、新たな技術領域を開拓することが期待できる。 

○ 特許の取得：・特許等（特許、著作権等）は事業戦略に沿って適切に出願さ

れている。  

○ 論文発表・成果の普及：・論文の発表は、研究内容を踏まえ適切に行われて

いる。・成果の受け取り手（活用・実用化の想定者）に対して、適切に成果

を普及している。 

 

＜問題点・改善すべき点＞ 

● 開発目標をクリアしているテーマが多いことは事実であるが、目標そのもの

が必ずしも客観性を持ち、実用性を考慮しているわけではないことが問題で

ある。ＳＣＦ技術が実用性を持ち得る可能性を示した意味でその意義は大き

いが、例えば本ＰＪで追求した有機合成プロセス技術の個別テーマは、実際

に実用化研究に入るにはコストパフォーマンスの観点からは魅力に欠ける、

というのが正直な感想である。各テーマの難易度の差を考慮した最終イメー

ジにつき意思統一が出来ていたのだろうか？ 

● このプログラムで得られた成果からは、新たな技術領域を開拓することが期
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待できるとは言いにくい。 

● プログラム全体の研究開発成果の経済波及効果を数値として示していないの

で、成果が投入された予算に見合っているかどうかが判断できない。 

● 目標をやや下回った点の原因や今後の対応、実装置化への課題と対策を一層

明確にする必要がある。 

● 基礎研究指向なのか、実用開発を目指しているのか、目標をもっと明確にす

る必要がある。 

● ・中間評価以降の発表論文数が不十分であったテーマもある。・基礎基盤形成

に重点を置いたことは理解できるが、少しは実用化に関する成果が得られて

も良かったのでないかと考えている。 

● 予算規模から判断すれば、評価ポイントの対象での成果は量的にもう少し多

くてもいいのではないかと思う。 

 

＜その他の意見＞ 

 ネガティブデータもＰＪの成果である。報告書にも堂々と結果を記載してい

ただきたい。 

 口頭発表や新聞（記事の信頼性に問題のある場合も多い）は研究成果に含め

る必要はないと思われる。入れるとすれば参考資料程度に。 

 これだけの大型研究であることから、論文や成果報告書、あるいはＨＰ上で

のデータ公開等の成果普及に関する取り組み以外に、本音で語るセミナーの

実施や技術相談等を受け入れる組織体制の確立を望む。 

 真のグリーン・ケミストリーを目指すなら、LCA 分析は必要かもしれない。 

 投入された予算に見合った成果が得られたかについては判断に苦しむとこ

ろである。 

 中間評価までのプロジェクトのいくつかが、その後独自に実用化されている。 

 論文数、特許数はあくまで参考パラメータである。新技術の開発と実用化の

成功例の構築がすべてである。本件では成功例もあるが、その数が多くは無

い。 
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４） 実用化、事業化の見通しについて 

 

＜肯定的意見＞ 

○ コスト試算が実施されているテーマも多数あり、実用化に到るまでの技術面

での課題、シナリオも明確に示されている。既に本 PJ を卒業し、改良を加

えて実用化を進めているテーマも見うけられる。 

○ 有機合成プロセス、材料プロセス、エネルギー・環境変換のテーマの成果は

産業技術としての見極めが出てきおり、事業化あるいは事業化までのシナリ

オが明確になっている。また、波及効果も期待できる。 

○ プロジェクト間で技術の完成度に差が認められ、実用化・事業化までまだか

なりの長期を要するものもあると考えられるが、全体としては概ね、今後の

展開によっては実用化できる可能性の高い要素技術が多いと判断される。 

○ 材料プロセッシングの分野で、実用可能性が高いと判断される成果が得られ

ている。 

○ 基礎基盤技術に関しては、実装置化への波及効果が大きい。 

○ 基盤技術として大きく発展した。周辺技術への波及効果も大きい。 

○ 実用化あるいは事業化の可能性が感じられる成果がいくつか得られている。 

○ 関連分野への技術的波及効果のある成果が得られている。 

○ 成果の実用化可能性：公開された超臨界流体データベースへのアクセス数が

極めて多く、またシミュレータも各プロジェクトで積極的に利用されている。

超臨界水酸化反応を利用したプロジェクトも数年後の実用化を目指してい

る。 

○ 事業化までのシナリオ：共通基盤技術はコストダウンおよび事業化までの期

間の短縮に利用できる。超臨界流体利用箇所を含むプロセス全体の設計まで

行っているプロジェクトもある。 

全体としては概ね、今後の展開によっては実用化できる可能性の高い要素技術が

多いと判断される。すなわち、コスト試算が実施されているテーマも多数あり、実

用化に到るまでの技術面での課題、シナリオも明確に示されている。既に本プロジ

ェクトを卒業し、改良を加えて実用化を進めているテーマも見うけられる。関連分

野への技術的波及効果及び経済的・社会的波及効果を期待できる成果もある。 
一方、課題の解決方針が提示されているものの、その対策の見通しが必ずしも充

分とは言えないテーマもあり、担当企業や関連研究機関での実用化研究や支援研究

の継続が望まれる。そのため、本プロジェクトでの成果を受けて実用化、事業化す

るための組織が必要である。超臨界流体研究に関する人材育成等を促進することも

望まれる。 

なお、世界的にみるとデータベースやシミュレータは事業化されている例が多 

い。今回のデータベースやシミュレータも事業化できるものと考えられる。 
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○ 波及効果：データベースおよびシミュレータの利用は多方面に渡る。我が国

から発信された基盤技術として、認知される可能性が高い。 

○ 成果の実用化可能性：・産業技術としての見極め（適用可能性の明確化）が

できているものもある。・実用化に向けて課題が明確になっているものもあ

る。 

○ 事業化までのシナリオ：・コストダウン、導入普及、事業化までの期間、事

業化とそれに伴う経済効果等の見通しに肉薄したものもある。 

○  波及効果：・成果は関連分野への技術的波及効果及び経済的・社会的波及

効果を期待できるものもある。・プロジェクトの実施自体が当該分野の研究

開発や人材育成等を促進するなどの波及効果を生じている場合もある。 

 

＜問題点・改善すべき点＞ 

● 世界的にみるとデータベースやシミュレーターは事業化されている例が多

い。今回のデータベースやシミュレータも事業化できるものと考えられる。 

● １）課題の解決方針が提示されているものの、その対策の見通しが必ずしも

充分とは言えないテーマもあり、担当企業や関連研究機関での実用化研究や

支援研究の継続が望まれる。２）実装置化における経済性・市場性評価が不

十分なテーマが見受けられる。 

● 本プロジェクト以外の影響要素も多く、明確な事業化プランを確定しにくい

ので、事業化までの期間、事業化とそれに伴う経済効果等の見通しは良く分

からない。 

● 実用化あるいは事業化にしぼってみると、成果は十分ではなかったと判断し

ている。 

● 強力なリーダーと若手人材の組み合わせに成功事例がみられる。これは企業

の上層部に新技術に十分適応可能な人材育成・登用がなされていない可能性

がある。開発研究の場合、企業の側はもっと高度化された人材の登用に英断

をくだすべきである。 

 

＜その他の意見＞ 

 実用化例が増えるほど SCF の利用が加速され、市場及び分野拡大の期待が大

きい. 

 本プロジェクトでの成果を受けて実用化、事業化するための組織が必要であ

る。超臨界流体研究に関する人材育成等を促進することも望まれる。 

 上述の意味で NEDO のリーダーシップ、人材育成プランの継続は重要であろ

う。 
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２．個別テーマに関する評価結果 

２．１ 基礎基盤技術 

1) 成果に関する評価 

 

＜肯定的意見＞ 

○ 作成されたデータベース,各種シミュレーションは世界初のものが多く、今

後の SCF 技術の実用化に間違いなく役立つ優れた基盤技術である。プロセス

シミュレータの開発は、実用化研究に進むための判断,開発要素の摘出に効

果を発揮した. 

○ 物性測定、データベースの構築、シミュレータの製作は重要であり、大変な

努力が必要である。それを考えると、このテーマの成果は目標をクリアして

いると考えられる。 

○ 構築されたデータベースは、この分野の研究者にとってきわめて有用なもの

であり、国際的にも高く評価できる。安全性のデータは特に貴重である。 

○ データベース・装置材料・高圧酸素供給・プロセスシミュレータの各研究項

目において、有益かつ新規性のある成果が得られている。超臨界流体技術の

実用化に向けて、極めて有用な情報の提供・プロセス化の支援に役立つ成果

と認められる。 

○ 利用者側に使いやすい検索システムが構築された。 

○ 材料の選定がわかりやすい形に図表化されている。 

○ シミュレータ、データベース、高圧酸素提供技術、腐食研究など共に新しい

成果であり、今後も十分応用できる。 

○ 超臨界流体データベースの構築は世界初であり、各研究組織が横断的に連携

して作成した点において高く評価できる。 

○ 腐食データベース及びプロセスシミュレータの構築は世界初であり、今後広

く活用される可能性があるので評価ができる。 

○ 一定の条件下であるが安価な SUS316 鋼が超臨界水の使用に耐え得ることを

見出したのは評価できる。 

○ 計画と比較した目標の達成度：目標達成度はほぼ 90％である。 

超臨界流体データベース及びプロセスシミュレータの構築は世界初であり、本

技術の実用化に向けて、極めて有用な情報の提供・プロセス化の支援に役立つ成

果と認められる。特に、高圧酸素供給、材料腐食、安全性などの研究成果は、今

後広く活用される可能性があり評価できる。 

一方、データベースの項目の数や種類の点では優れた成果であるが、データベ

ータの利用者の数では世界最高水準にあるとは判断しにくい。また、データの更

新が必須であり、プロジェクト終了後のデータベース管理に関する責任機関の設

置が必要である。 
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○ 個別テーマから見た成果の意義：In-situ で測定できる高圧 NMR 測定セルを

開発し、超臨界水の酸・塩基触媒発現機構を世界で始めて実証した。 

世界初の超臨界流体データベースは基礎基盤技術と共に工学基盤技術をも

含むデータベースであり、既存データをできるだけ精査した超臨界 DB、構造

材料 WG が構築した材料腐食 DB、高圧ガス DB、材料プロセッシング WG が構

築した高分子シミュレーションや工業所有権 DB 及び化学工学会超臨界流体

部会がまとめた研究成果から成っており、世界最高水準である。 

超臨界流体プロセスシミュレータは基礎物性である物性定数作成部、プロセ

スシミュレータ部、コスト評価部から成っており、イニシャルコストの概略

推算ができる。成果が行き渡るように、また国際化も視野にいれ、Web 技術

を駆使し CAPE-Open にも対応できるシステムを使用している。 

高圧酸素供給システムは超臨界水酸化プロセスの普及に極めて有用である。 

○ 評価のランキングは以下の順番に低下している。（１）「有機合成プロセス技

術」（２）「材料プロセッシング技術」（３）「基礎基盤技術」（４）「エネルギ

ー・物質変換プロセス」 

 

＜問題点・改善すべき点＞ 

● 得られたデータの範囲は限定的であり、継続的なデータ収集、シミュレーシ

ョンの検証が今後も必要である. 実効性の発揮のためにハード,ソフトとも

に、フォロー部隊の一段の関与が必須である. 

● データベースの項目の数や種類の点では、優れた成果であるが、データベー

タの利用者の数では世界最高水準にあるとは判断しにくい。独創性、新規性、

先進性、汎用性などの点で評価できるものは少ない。 

● 装置材料の腐食の検討では、「プラスチック廃棄物のリサイクルプロセスの開

発」との連携が十分であったか説明が不足していた。酸や塩素が反応器内部

で生成する場合、特に十分な装置材料の腐食の検討が必要であると考えられ

る。 

● データベース化においては、データの更新が必須であり、プロジェクト終了

後のデータベース管理に関する責任機関の設置が必要 

● 基礎基盤技術を国内外の学会でより多く紹介することが望まれる。 

● 「基礎基盤技術」は成功例を増やさないと評価の判断がむつかしい。国際化

より国内化が先だと思う。 

● 目標に照らし合わせたとき、「エネルギー・物質変換プロセス」の成果に問題

がある。 

 

＜その他の意見＞ 

 「未利用重質資源転換プロセス」は内容的には、「エネルギー・物質変換技

術の応用」に含めた方が、よかったのではないかと考えられる。 
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 装置材料の選定に関しては、今回の成果だけにとどまらず、さらに評価対象

条件（例：共存物質（塩や有機物）の影響）を拡大し、より有用なデータを

蓄積してほしい。 

 引き続きデータベースの充実を図ることは必要である。 

 Google で超臨界流体データベースの検索を試みたが URL の表示のみで、デー

タベースの存在を確認することは容易でなかった。検索画面上に何らかのタ

イトルと簡単な内容を載せる工夫ができないでしょうか？ 

 極性の強い成分を含む混合物の高圧液液平衡計算に、精度の良いESRKとGEPR

を用いている。データベース中のデータの信頼性に関し、情報の蓄積と更新

の際に絶えず注意を払うべきである。欧米での認知を得るための英語版も必

要であり、また共通技術基盤を用いた研究者の育成も重要である。 

 項目の立て方と数に欲張りは無かったであろうか。 
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２）実用化の見通しに関する評価 

 

＜肯定的意見＞ 

○ シミュレータや試験装置などが上市される可能性も大きいが、基盤研究とし

て SCF 技術の実用化を助けるデータ、システムとしての有用性が大変高い。 

○ 実用化への見通しが示されていないが、データベースやシミュレーションは

実用化の可能性があると考えられる。 

○ 本プロジェクトは、全体としてほぼ実用化に近いレベルに技術開発が進んで

いると判断される。 

○ 利用しやすい形式にまとめられている（基礎基盤技術として実用化に結びつ

く形式となっている）。 

○ 高圧酸素の取り扱いに関するテーマは、工業化に直結する重要技術であり極

めて有益な情報となる。 

○ 高圧酸素提供技術、腐食研究の成果は実用化の可能性がある。 

○ データベースはすでに公開されており、今後はデータの拡充や英文版の作成

などによって実用化研究に大きく寄与するものと考えている。 

○ 公開・実用化されている超臨界流体データベースのアクセス数は７ヶ月間で

36,431 件もある。またプロセスシミュレータも本プロジェクト内外で利用さ

れ、一般の人にもその使用が可能である。 

○ 高温高圧仕様の in-situ 測定装置が実用化される可能性が高い。 

 

＜問題点・改善すべき点＞ 

● 超臨界流体研究の価値創造と広がりの発掘が少ない。 

● データベースに関して、利用者側の要望を吸い上げ、改善を加えることが望

まれる。 

● 高圧酸素供給システムについて設計指針や安全評価データ等が得られている

が、安全性を考えると不安をぬぐえない。実用化のテーマとして取り上げる

べきか疑問に感じるところである。 

 

シミュレータや試験装置などが上市される可能性も大きいが、基盤研究とし

て超臨界流体技術の実用化を助けるデータ、システムとしての有用性が大変高

い。データベースはすでに公開されており、今後はデータの拡充や英文版の作

成などによって実用化研究に大きく寄与するものと考えている。特に、高圧酸

素供給技術、腐食研究、高温高圧仕様の in-situ 測定装置などの成果は実用化

の可能性が高い。 

なお、データベースに関して、利用者側の要望を吸い上げ、改善を加えるこ

とが望まれる。 
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＜その他の意見＞ 

 我が国は欧米からのソフトウエアに目を向ける傾向があり、その対応も必要

である。 

 データの活用は今後の大きな課題で、成否の判断は難しい。 
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３) 今後の研究開発の方向性等に関する提言 

 

＜今後に対する提言＞ 

 世の中の汎用ツールとするためには、データの継続的収集も含め評価を得る

ための努力を積み重ねる必要がある. 

 このテーマでの実用化は難しいので、社会への超臨界流体の普及活動に力点

を置きたい。 

 データベースの評価および維持管理を長期的に図る体制づくりが望まれる。 

 １）データベースの更新・維持管理体制の確立２）腐食評価領域の拡大（塩、

金属イオン、有機物の影響等）３）多成分系の相平衡や物性推算の確立 

 超臨界流体プロセスに関わる設備は高価であり、引き続き安価かつ安全な装

置材料の開発を推進して欲しい。データベース、シミュレータを引き続き改

善する。 

 データベースの拡充と普及は今後も継続して行っていただきたい。 

 データベースとシミュレータの更なる充実と管理、運営を続行すべきであり、

外部組織との意見交換も必要である。 

 

＜その他の意見＞ 

 超臨界酸化システムを NEDO の事業として継続して行うことについては、あ

まり賛成できない。 

 

世の中の汎用ツールとするためには、データの継続的収集も含め、評価を得る 

ための努力を積み重ねる必要がある。そのためには、データベースの評価および

維持管理を長期的に図る体制づくりが望まれる。外部組織との意見交換も必要で

ある。 

また、超臨界流体プロセスに関わる設備は高価であるので、引き続き安価かつ

安全な装置材料の開発を推進して欲しい。 
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２．２ 有機合成プロセス技術 
1) 成果に関する評価 

 

＜肯定的意見＞ 

○ 目標値をクリアしたものは半数であるが、他のテーマも実用化の可能性のあ

る別の解決策を見出しており、ほぼ満足する結果を得た。反応探索に加え実

用化を意識してプロセス検討に踏み込み、精製工程の改良などを折り込んだ

ことによりＳＣＦ技術もコスト面からも実用性を持ち得るという結果を示

すことが出来た。基礎基盤テーマで開発したプロセスシミュレータの開発も

この面で大きな役割を果たした。 

○ 目標は十分に達成されていると判断できる。高水準、独創性、新規性、先進

性、汎用性の点ですぐれた成果が得られている。 

○ 基礎反応への適用例としては十分な成果が得られている。 

○ １）個々の目標値をおおむね満足している。２）超臨界流体場における触媒

反応に関し、新規性の高い研究成果が得られている。３）他の反応系への横

展開を図れる可能性を示した。 

○ 世界最高水準の研究が多く、超臨界相反応のメリットをよく引き出した合成

反応が多いことを評価する。超臨界流体を導入する合理性をよく説明できる。 

○ 国際的に見て優れた成果を上げており、目標値は概ねクリアしている。 

○ 2,6-ジメチルナフタレンの合成については、2,6-体と 2,7-体の 2.6：1 混合

物から誘導される PEN 樹脂が相応の物性をもつことを確認しており、成果と

して評価できる。 

○ o-クロロニトロベンゼンの水素化による o-クロロアニリンの合成反応は超

臨界二酸化炭素の比較的温和な条件下において高収率で進行しており、工業

分野での利用も期待されるので有用なプロセスになるものと期待している。 

目標値をクリアしたものは半数であるが、他のテーマも実用化の可能性のある

別の解決策を見出しており、ほぼ満足する結果を得た。実用化を意識してプロセ

ス検討に踏み込み、超臨界流体技術がコスト面からも実用性を持ち得るという結

果を示すことが出来た。基礎基盤テーマで開発したプロセスシミュレータの開発

もこの面で大きな役割を果たした。 

ただし、高温・高圧領域での安定した反応と言う観点だけではなく、超臨界流

体の特徴・特異性（温度・圧力を制御することで、密度や溶解度等の物性を大き

く変化させられる等）を充分に評価あるいは利用する観点からのデータ採取や解

析が望まれる。反応基礎論の立場から見解が統一化されるともっとよい。 

なお、実用化の可能性の議論にはトータルコストの見込みが必要であり、一般

的に設備コストの高いと予想される超臨界流体技術では変動費部分だけを目標値

に掲げることは問題がある。 
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○ 計画と比較した目標の達成度：目標達成度はほぼ 70％である。 

○ 個別テーマから見た成果の意義：超臨界水水和反応器での高圧相分離による

IPA の効率的分離のコンセプトは強酸、強酸性触媒を極力用いず、グリーン

ケミストリーからも望まれる技術である。 

分光学的手法を用いて、触媒面の挙動や触媒との分子間相互作用を求める方

法は当初想定していなかった成果を得る可能性がある。また、特許およびイ

ンパクトファクターの高い論文が多い。 

○ もっと成功例が多いことを期待していたが、かなりな成果で、評価できる。 

○ 「有機合成プロセス技術」については高く評価する。 

 

＜問題点・改善すべき点＞ 

● 実用化の可能性の議論にはトータルコストの見込みが必要である.一般的に

設備コストの高いと予想される SCF 技術では変動費部分だけを目標値に掲げ

ることは問題がある. 

● 世界水準との比較が分かりにくい。 

● 対象として取り上げられた反応が比較的簡単なものであり、一つぐらい生物

活性物質などより付加価値の高い化合物の合成をターゲットにすべきであっ

たのではないか。 

● １）高温・高圧領域での安定した反応と言う観点だけではなく、超臨界流体

の特徴・特異性（温度・圧力を制御することで、密度や溶解度等の物性を大

きく変化させられる等）を充分に評価あるいは利用する観点からのデータ採

取や解析が望まれる。２）高温高圧だから現れた特徴なのか、あるいは超臨

界領域の特性を生かしたからこそ現れた特徴なのか、この点からの解析評価

が必要なのでは。 

● 超臨界メタノールを使った二つの課題について、触媒によるメタノールの分

解及びエーテルの生成の可能性を検討する必要がある。超臨界メタノールを

利用する反応は今まで極めて少ないので、新規性、インパクトが十分あるこ

とを否定していない。 

● 超臨界水は通常にはない特異な性質を有すると期待されていたが、そのこと

を示す成果があまり見当たらない。 

● 超臨界水の厳しい条件を考えると、プロピレンの水和反応における 20％の転

化率は不十分であると思われる。 

● 2-メチルナフタレンのメチル化反応において、転化率及び 2,6-／2,7-体生成

比の向上についてさらなる改善が期待する。 

● 反応基礎論の立場から見解が統一化されるともっとよい。 

 

＜その他の意見＞ 

 超臨界流体ゆえの課題あるいは欠点を臆することなく報告して頂きたい。 
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 超臨界水反応はファインケミカル分野も含め多くの分野に利用できる可能

性が高い。 

 ここにもっと資金注入すべきだった。装置というより人的投資をすべき部分

であったと思う。 
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２) 実用化の見通しに関する評価 

 

＜肯定的意見＞ 

○ PJ に参加した各企業は、自社の事業分野でＳＣＦ技術での新プロセスの実用

化の可能性を見出すことが出来た。今後開発研究が必要であるがある条件が

満たされれば実用化が期待される。 

○ 選択水素化、メチル化反応など実用性の可能性が強い成果が得られている。 

○ 機能性化学物質の多品種少量生産には向いており、十分実用化できる可能性

はあると予想される。 

○ 実用化に向けての課題が検討され、その対策が示されている。 

○ 約半分のテーマは実用可能性がある。 

○ 芳香族ニトロ化合物の水素化及び2-メチルナフタレンの6位メチル化で得ら

れる生成物はいずれも合成中間体として有用であり、反応条件もそれ程厳し

くないので、実用化の可能性がある。 

○ プロピレン水和反応によるイソプロピルアルコールの合成反応では、既存法

に比べて、エネルギー原単位と硫酸の使用量が各々30%以上と 99%削減できる。 

○ ある。期待している。 

 

＜問題点・改善すべき点＞ 

● 実用化に到るまでに解決すべき研究課題が多く、コストパフォーマンスを考

えると今すぐ実用化研究に邁進したくなるようなテーマは見出せなかった。 

● 既存のプロセスでもグリーンケミストリーの観点からいろいろ改善が進むと

考えられる。本技術を用いる場合のコスト・生産性などについて既存プロセ

スとの比較・検討を十分行う必要がある。 

● １）提示された実用化に向けての課題には、ある程度事前に予測できた課題

も含まれており、当初の実験計画への盛り込みを図るべきだったと考える。

２）設備費に関する評価が不十分なテーマもある。 

● 水和反応では硫酸濃度は十分低いが、装置に対する影響はどの程度？ 

本プロジェクトに参加した各企業は、自社の事業分野で超臨界流体技術によ

る新プロセスの実用化の可能性を見出すことが出来た。今後開発研究が必要で

あるが、条件が満たされれば実用化が期待される。化学プロセスにおいては、

溶媒と製品の分離、精製、リサイクルは全プロセスのコストに大きく影響する。

超臨界流体技術を有効利用した簡易な分離方法を見出したことは重要である。 

しかしながら、実用化に到るまでに解決すべき研究課題が多く、コストパフ

ォーマンスを考えると今すぐ実用化研究に邁進したくなるようなテーマは見出

せなかった。本技術を用いる場合のコスト・生産性などについて既存プロセス

との比較・検討を十分行う必要がある。 
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● プロピレンの水和反応の実用化はかなり難しいと考えている。高温高圧に耐

えうる反応装置や材料の開発が優先される検討事項であろうと考えている。 

● もっと大々的にやらせる機会であったと思う。 

 

＜その他の意見＞ 

 溶媒と製品の分離、精製、リサイクルは全プロセスのコストを大きく影響す

る。簡易な分離方法は重要である。 

 2-メチルナフタレンのメチル化反応では、2.6-/2.7-の生成比、2-メチルナ

フタレンの転化率とも目標を達成し、分離を含むプロセスも評価できる。 
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３) 今後の研究開発の方向性等に関する提言 

 

＜今後に対する提言＞ 

 テーマが実りある成果を得た要因に基礎基盤部隊を中心とした PJ の総合力

があげられる。既にやられているとは思うが、今後、開発研究を成功させる

ためには PJ メンバーの引き続くアフターフォローが有益である。 

 実用化、事業化への追跡とフォローが必要。 

 １）実用化に向けての方策が示されており、今回の研究成果を発展させてほ

しい。２）実用化と言う観点だけにしばられることなく、今回の一連の研究

開発の過程で、新たに現れた課題あるいは興味深い現象を整理し、重要基礎

研究課題として、大学等での支援研究が望まれる。 

 高い STY の実現は高温、高圧、分離工程に伴うコストの削減に不可欠である。 

 有機合成反応技術の研究：基礎研究のイメージが強い、実用化視点での検討

が必要。 

 水和反応：硫酸不使用、平衡転化率の制約の突破 

 新日鉄化学と日本触媒のテーマ：メタノールの安定性、触媒寿命の延長 

 ハロニトロベンゼンの水素化：貴金属以外の触媒の検討 

 o-クロロアニリン及び 2,6-ジメチルナフタレンの合成については今後も実

用化研究を続け、その成果を基盤として様々な有機合成プロセスに展開を図

ることが望ましい。 

 超臨界水を利用する水和反応プロセスの適用拡大には基盤技術の積極的な

利用が望まれ、またパイロットプラントを用いた実証試験が必要である。 

 実用化にむけた開発研究の継続を望む。 

 

＜その他の意見＞ 

 触媒として少量の酸を用いることにより、反応器の耐久性などに与える悪影

響はないのか検討の余地があるように思われる。 

 

実用化に向けての方策が示されており、今回の研究成果を発展させてほしい。

その際、実用化と言う観点だけにしばられることなく、今回の一連の研究開発

の過程で、新たに現れた課題あるいは興味深い現象を整理し、重要基礎研究課

題として、大学等での支援研究が望まれる。 

テーマが実りある成果を得た要因に基礎基盤部隊を中心としたプロジェクト

の総合力があげられる。今後、開発研究を成功させるためにはメンバーの引き

続くアフターフォローが有益である。 
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２．３ 材料プロセッシング技術 
1) 成果に関する評価 

 

＜肯定的意見＞ 

○ 当初の個別テーマのうち、途中で実用化研究に移行したものが多く実りある

課題設定、成果があった。また中間評価以降の研究テーマであった高倍率微

細発泡体技術では、広い用途に対応できる試験評価システムを構築した。樹

脂の用途開発にはこのようなシステムは必須であり、物性データ収集、物性

評価・推算技術の開発と共に大きな成果をあげた。 

○ テーマの成果は目標を十分クリアしていると判断できる。 

○ 高分子成形機の実用機での成形性評価システムは世界最高水準である。この

独創性、先進性、汎用性を今後に役立てて頂きたい。 

○ 今後の省エネ、省資源を考えると、材料の軽量化は将来とも重要性は増すと

考えられる。それには材料中への極微細な気体の導入は不可欠な問題である。 

○ 地味なテーマであるが、技術的に重要なポイントをよく抑え、ほぼ当初の目

的を達成したように見受けられた。 

○ 新規な材料が開発され、かつ実用化に近い成果が得られた 

○ 多岐な材料分野へ超臨界の特徴を生かし、新しい製造方法を確立した。 

○ 連続式超臨界流体・ポリマー押出し・発泡挙動解析評価装置の開発ならびに

樹脂物性データベースの開発に関しては評価できる。 

○ 計画と比較した目標の達成度：目標達成度はほぼ 80％である。 

○ 個別テーマから見た成果の意義：SCF 樹脂データベース、シミュレーション

ソフト及びオンライン計測が一体化した諸挙動解析評価装置の開発は独創

性がある。 

Sanche-Lacomb 式を共通的に用いた超臨界流体＋ポリマー系の物性推算法

及び OCDA を発展利用したミクロシミュレーションは世界最高水準である。 

○ まあまあ評価される。 

 

テーマの成果は目標を十分クリアしていると判断できる。高分子成形機の実用

機での成形性評価システムは世界最高水準である。この独創性、先進性、汎用性

を今後に役立てて頂きたい。また、当初の個別テーマのうち、途中で実用化研究

に移行したものが多く、実りある課題設定、成果があった。 

ただし、既存技術・製品との競争力（品質とコスト）の定量的比較評価が不十

分と思われる。当初予想した市場規模との差が見えにくいが、逆に当初予想しな

かった用途への展開もあるのではないか。 
また、超臨界流体を用いる高分子の発泡はよく研究されてきた分野であり、本

研究の進歩はどこなのか、もう少し新しい展開が欲しかった。 



 

1-31 

＜問題点・改善すべき点＞ 

● プロセッシングの他に機能のテーマも実施しているが、プログラム全体から

みるともっとプロセッシングを重視してもよかった。 

● 既存技術・製品との競争力（品質とコスト）の定量的比較評価が不十分 

● 開発担当者（例：日本製鋼所）は、開発技術のユーザーなのか。ユーザーで

はない（装置・技術の売り主）ならば、ユーザー（製品を販売する側・市場

価値を正確に判断できる側）の評価ならびにそのフィードバックが必要。 

● 超臨界炭酸ガスを用いる高分子の発泡はよく研究されてきた分野であり、本

研究の進歩はどこなのか、もっと説明して欲しい。 

● 材料プロセッシング技術の開発については、もう少し新しい展開が欲しかっ

た。 

● 細孔のサイズ制御と材料性能の関係を解明していただきたい。 

 

＜その他の意見＞ 

 コストに関する情報が無いが、コストパフォーマンスは十分なのであろう

か？当初予想した市場規模との差が見えにくい。逆に当初予想しなかった用

途への展開もあるのでは。 

 SCF 樹脂データベースは超臨界流体データベースに組み込まれている。 

 重要な分野である。もっと発展させて欲しい。 
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２) 実用化の見通しに関する評価 

 

＜肯定的意見＞ 

○ 既に実用化またはその手前にある技術が本 PJ から数多く生まれている。ま

た高分子微細発泡体では、技術的な可能性が実証され、またユーザー対応可

能なシステムが開発されたので、実用化に一歩近づいたと判断できる。 

○ 高分子材料への微細発泡導入技術としての実用化は十分に可能性があると

判断できる。 

○ ユーザのニーズを的確に把握し、新しい製品の需要を開拓していけば、かな

り有望であると予想される。 

○ 実用化に近いと判断する 

○ 市場規模の差があるが、幾つかの技術は実用化に有望である。 

○ 連続式超臨界流体・ポリマー押出し・発泡挙動解析評価装置については実用

化の可能性があり、評価できる。 

○ 超臨界流体・ポリマー押出装置は実用化の可能性が高い。SCF 樹脂データベ

ースはすでに公開されている。 

○ 可能性があると思う。 

 

＜問題点・改善すべき点＞ 

● １）実用化に向けて残された課題に対する具体的対策の検討。２）ユーザー

側の評価。３）開発技術の経済性評価や市場予測（シェアーの予測）根拠が

不十分 

● 超微細発泡成形技術は実用化につながりやすいテーマと考えていたが、実用

化に至った成果が見られなかったのは残念である。 

● これまでの成果は評価できるので、これからが大事。 

 

＜その他の意見＞ 

（無し） 

 

既に実用化またはその手前にある技術が本プロジェクトから数多く生まれて

いる。従って、ユーザーのニーズを的確に把握し、新しい製品の需要を開拓して

いけば、かなり有望であると予想される。 

今後は、実用化に向けて残された課題に対する具体的対策の検討、ユーザー側

の評価及び開発技術の経済性評価や市場予測の検討が必要である。これまでの成

果は評価できるので、これからが大事である。 
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３) 今後の研究開発の方向性等に関する提言 

 

＜今後に対する提言＞ 

 もっと多くの高分子成形方法に、超臨界流体の応用技術を展開していただき

たい。 

 生分解性プラスチックの用途が急速に広まっているため、その分野への応用

が期待できると思われる。 

 製品を利用・販売する側の評価を取り入れること 

 研究対象範囲は広すぎて、もっと集中すれば、ブレークスルーしやすい。 

 今後このテーマで継続するのであれば、より実用化に向けた具体的な研究が

必要になろう。 

 シミュレータを内蔵する連続式超臨界流体・ポリマー押出し発泡挙動解析装

置を活用し、新規ポリマー開発を目指すことが望まれる。 

 実用化を強力に推進して欲しい。 

 

＜その他の意見＞ 

 多様化している材料に対応するには、プロセスシミュレータにグループ寄与

法を組み込むことも有用である。 

 

もっと多くの高分子成形方法に、超臨界流体の応用技術を展開していただき

たい。生分解性プラスチックの用途が急速に広まっているため、その分野への

応用が期待できると思われる。 
今後は、製品を利用・販売する側の評価を取り入れることにより、より実用

化に向けた具体的な研究が必要になろう。多様化している材料に対応するには、

プロセスシミュレータにグループ寄与法を組み込むことも有用である。 
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２．４ エネルギー・物質変換技術 

1) 成果に関する評価 

 

＜肯定的意見＞ 

○ 超臨界水酸化では反応の可視化システムを世界ではじめて構築し、反応を追

跡できるようになった結果、反応器設計が可能となった。 

○ プラスチック廃棄物のリサイクルプロセスでは、有用なケミカルズの生成を

得るには到らなかったが、塩ビ樹脂の回収に目処を得ると共に、本テーマに

必須なスラリー搬送システムを実現した。また本 PJ を離れて実用化研究に

進んでいるテーマもある。 

○ 反応工学モデルとリサイクルプロセスの成果は目標を達成していると判断

できる。独創性、汎用性の点で優れた成果である。この課題は将来とも重要

であり、この成果が利用されることを期待する。 

○ スラリーの高圧供給系の技術開発は地味であるが、工学的に本研究の成果は

きわめて利用価値が高いと考えられる。 

○ 目標値はおおむね達成している。固体反応モデルやスラリー輸送に関して、

新規かつ有用な知見が得られている。 

○ 個別テーマの成果は目標値をクリアしている。SCWO、廃プラのリサイクルは

ともに環境及びエネルギーのホットな分野であり、社会的な注目度が高い。 

○ 軟質ポリ塩化ビニルのリサイクルプロセスにおいて可塑剤除去後に有用モ

ノマーを回収する方策を研究面で確立したことは評価できる。 

○ 固体状有機物質の酸化分解プロセスのシミュレーションツールを開発した

ことは評価できる。 

○ 計画と比較した目標の達成度：目標達成度はほぼ 85%である。 

○ 個別テーマから見た成果の意義：Ｘ線透過法による超臨界水酸化反応可視シ

ステムは世界で始めての装置である。 

反応工学モデルとリサイクルプロセスの成果は目標を達成していると判断でき 

る。この課題は将来とも重要であり、この成果が利用されることを期待する。ま

た、スラリーの高圧供給系の技術開発は地味であるが、工学的に本研究の成果は

きわめて利用価値が高いと考えられる。 

既に市場に競合技術が存在する分野では、提案された反応モデルは既往の固気

反応モデルなどと比較して超臨界水中での挙動を的確に再現しており、それをモ

デル化したところに既存研究とは違う考え方のオリジナリティがあると思われ

る。 

ただし提案された反応工学モデルは、炭素以外のさまざまな物質への適用の拡

大が今後の課題であり、超臨界水酸化技術が普及・波及するためには改良研究を

含めて抜本的検討が望まれる。 



 

1-35 

開発した反応工学モデルは開発コストを低減し、実用化を加速させるために

有用である。 

腐食データベースは還元性環境における安価材料を見出し、コスト低減に有

用である。 

○ 多分、公開しがたい原子力廃棄物関係を対象にしたのだと思う。その勇気は

評価する。 

 

＜問題点・改善すべき点＞ 

● 競合技術の無い分野では成り立ち得るが、競争力の要求される分野で優位性

が出せる技術になり得るか？ 

● 研究水準、先進性の点で判断しにくい。 

● 研究タイトルの「エネルギー」からイメージされるものと研究内容が異なる。

「物質変換技術」だけの方がよかったのではないか。もし、このタイトルな

らば、プロセス全体のエネルギー解析(エクセルギー解析)も実施し、既存の

競合する技術などと比較すべきであったと考えられる。 

● 超臨界水酸化やリサイクルは、古くから研究開発が進められてきたテーマで

ある。しかし実用化が進んでいない。逆に言えば、難しい技術開発テーマで

ある。このようなテーマを対象とする場合、アイディアの創造、新規技術の

検討が必要と考えられるが、既存研究の延長から飛躍できていない様に思え

る。 

● 酸化分解やリサイクル技術に関しては、既に市場に競合技術が存在する。そ

の技術に打ち勝つためには何が必要となるか、事前検討が充分とは言えない

点が残る。 

● 開発技術の経済性・市場性評価が不十分 

● SCWO の理論的な解析は多く、実用面に関する説明はやや不足。 

● 「エネルギー・物質変換プロセス」の研究内容と成果に問題がある。どこま

で実用を視野に入れているのかはっきりしない。 

● 原子力廃棄物関係を対象にしたのだとすれば、恐れることなくこの問題と取

り組む必要がある。非公開の場にしてあったにもかかわらず、問題の本質を

語らなかったことは問題である。 

 

＜その他の意見＞ 

 提案された反応モデルが既往の固気反応モデルなどと比較して、その考え方

のオリジナリティの所在が明確ではない。 

 超臨界水酸化による有害廃棄物の無害化について実用化の可能性を探る研

究は必要と思われるが、実用化研究を積極的に推進することについては疑問

に思っている。 

 超臨界水状態方程式として IAPWS の蒸気圧を使用し，シミュレーションツー
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ルは超臨界流体データベースに組み込まれている。特許を多く取得している。 

 目標と成果の関係を判りやすく説明する義務がある。 
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２) 実用化の見通しに関する評価 

 

＜肯定的意見＞ 

○ 超臨界水酸化技術は既に実用化例がある。スラリー搬送システムも多数の受

注実績がある。 

○ 二つのテーマともシステムとしての実用化の可能性はあると判断できる。 

○ PCB の分解用などに適していると考えられる。この場合、物質は液体で粉砕

工程は必要ないため、エネルギーコストもかなり低下するであろう。 

○ 放射性廃棄物や一般産廃には不適切な廃棄物（例：毒性の強い廃棄物、有害

重金属類を含む廃棄物）と言った特殊な廃棄物への適用は期待できる 

○ SCWO の反応工学的な解析は世界トップレベルである。難分解性、高リスクの

廃棄物分解に有効である。 

○ 超臨界水酸化反応可視システムの実用化の可能性が高い。 

スラリー樹脂データベースはすでに公開されている。 

 

＜問題点・改善すべき点＞ 

● もっと広いニーズについての検討もほしい。 

● 既存廃棄物分野への適用性に関しては、その具体的見通しが示されていない 

● 実用化の可能性があるが、性質的にコストの試算は難しい。 

● 超臨界水酸化による有害廃棄物や難燃性有機廃棄物の処理技術の実用化は、

容器材質の腐食等を考えるとかなり厳しいのではないかと考えている。 

● 環境への影響をチェックした後に実用化を考えなければならない。化学反応、

核反応レベルの深い知識と融合させなければ問題解決には至らないのではな

いか。 

 

＜その他の意見＞ 

 廃プラの分解に関して、超臨界流体のメリットに関する説明は足りない。 

 プラスチック廃棄物のリサイクルプロセスが経済的に成り立つのか、あるい

は経済性を度外視しても進めるべき基礎研究であるのかについて、意見を伺

超臨界水酸化反応の反応工学的な解析は世界トップレベルであり、放射性廃棄物

や一般産廃には不適切な廃棄物（例：PCB 等の毒性の強い廃棄物、有害重金属類を

含む廃棄物）と言った特殊な廃棄物への適用は期待できる。 

しかしながら、超臨界水酸化による有害廃棄物や難燃性有機廃棄物の処理技術の

実用化には、容器材質の腐食等の技術的課題も存在する。これには本研究の材料腐

食に関する成果の活用が期待できるが、一方、環境への影響も検討することが望ま

れる。環境への影響をチェックした後に実用化を考えなければならないことを念頭

に置くべきである。 
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いたい。 
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３) 今後の研究開発の方向性等に関する提言 

 

＜今後に対する提言＞ 

 廃棄物処理としてはコストの高い技術であり、一般に普及させるためには、

有価物の回収等コスト低減の工夫が必要である。 

 この分野をさらに広げる必要がある。そのための基礎研究も必要。 

 これまでの研究成果を総括して、この分野での課題を改めて整理し、その対

策を検討して頂きたい。 

 SCWO：実用化できるような明確なビジョン（コスト試算を含む）を示すこと

は重要。廃プラ：競合技術との比較は不可欠。 

 超臨界水酸化に関する実用化研究の継続については、必要性を再度慎重に検

討した上で判断する必要があると考えている。 

 Ｘ線可視化装置を活用して、反応、流動の工学基盤技術をさらに充実するた

めの情報を得ることが望まれる。 

 環境への影響をチェックした後に実用化を考えなければならない。化学反応、

核反応レベルの深い知識と融合させなければ問題解決には至らないのでは

ないか。 

 

＜その他の意見＞ 

 植物由来の樹脂(生分解性)の用途・生産量が増大してきているが、将来的に

このようなコストのかかるリサイクル技術が必要か検討の余地があるもの

と思われる。 

 

 
 
 
 

これまでの研究成果を総括して、この分野での課題を改めて整理し、その対策

を検討することが必要である。例えば、超臨界水酸化反応技術は実用化できるよ

うなコスト試算を含む明確なビジョンを示すことが重要であり、また廃棄物処理

技術は競合技術との比較が不可欠である。 

特に、廃棄物処理としては現時点ではコストの高い技術であるが、一般に普及

させるためには、高コストに見合う利点を活かせる分野への適用や有価物の回収

等コスト低減の工夫が必要である。また、植物由来の樹脂(生分解性)の用途・生

産量が増大してきているが、リサイクル技術も依然として必要である。本研究を

さらに深化させ、より少ないエネルギーで物質分離できるリサイクル技術を開発

することが望ましい。 
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３．評点結果 

３．１ プロジェクト全体に関する評点 

2.8

2.0

2.3

2.1

0.0 1.0 2.0 3.0

平均値

１．事業の位置付け・必要性

２．研究開発マネジメント

３．研究開発成果

４．実用化、事業化の見通し

 

（注）A=3，B=2，C=1，D=0 として事務局が数値に換算し、平均値を算出。 
 
 ＜判定基準＞ 
(1)事業の位置付け・必要性について (3)研究開発成果について 
・非常に重要          →A
・重要             →B
・概ね妥当           →C
・妥当性がない、又は失われた  →D

・非常によい         →A 
・よい            →B 
・概ね妥当          →C 
・妥当とはいえない      →D

(2)研究開発マネジメントについて (4)実用化、事業化の見通しについて 
・非常によい          →A
・よい             →B
・概ね適切           →C
・適切とはいえない       →D

・明確に実現可能なプランあり →A 
・実現可能なプランあり    →B 
・概ね実現可能なプランあり  →C 
・見通しが不明        →D

 

評価項目 平均値 素点（注） 

１．事業の位置づけ・必要性 2.8 A A B A A A A A B

２．研究開発マネジメント 2.0 B B B B B B B A C

３．研究開発成果 2.3 B B A B B A A A C

４．実用化、事業化の見通し 2.1 B B A B B B B B B
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３．２ 個別テーマに関する評点 

2.3

2.0

2.4

2.0

2.3

2.1

1.8

1.6

0.0 1.0 2.0 3.0

平均値

１．基盤構築推進　　　　　　　　
（１）研究開発成果

　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　
（２）実用化の見通し

２．有機合成プロセス技術　　　
（１）研究開発成果

　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　
（２）実用化、事業化の見通し

３．材料プロセッシング技術　　
（１）研究開発成果

　　　　　　　　　　　　　　　　　　
（２）実用化、事業化の見通し　

4．エネルギー・物質変換技術　
（１）研究開発成果

　　　　　　　　　　　　　　　　　　
（２）実用化、事業化の見通し

 
 

（注）A=3，B=2，C=1，D=0 として事務局が数値に換算し、平均値を算出。 
 
 
 

個別テーマ 平均値 素点（注） 

１．基盤構築推進           
（１）研究開発成果 2.3 B B C A A A A A C
（２）実用化の見通し 2.0 B B D B A A B A C
２．有機合成プロセス技術           
（１）研究開発成果 2.4 B B A B B A A B A
（２）実用化、事業化の見通し 2.0 B C A C C A B  B A
３．材料プロセッシング技術          
（１）研究開発成果 2.3 B B A B A B B A B
（２）実用化、事業化の見通し 2.1 B A A B A B C B C
４．エネルギー・物質変換技術          
（１）研究開発成果 1.8 B B B B C B B A D
（２）実用化、事業化の見通し 1.6 B C A B C B D B C
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 ＜判定基準＞ 

(１)研究開発成果について 
・非常によい         →A 
・よい            →B 
・概ね妥当          →C 
・妥当とはいえない      →D
(２)実用化、事業化の見通しについて 
・明確に実現可能なプランあり →A 
・実現可能なプランあり    →B 
・概ね実現可能なプランあり  →C 
・見通しが不明        →D



 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

第２章 評価対象プロジェクト 
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１．事業原簿 
次ページに当該事業の推進部室及び研究実施者から提出された事業原簿を示す。 
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概 要 

fy H12 H13 H14 H15 H16 総額

当初 985 1300 1300 965 586 5136

 研究開発予算 

会計･勘定(百万

円) 

石油特別会計 

実績 915 1184 1190 881 585 4755

経済産業省担当原課 製造産業局：化学課   産業技術環境局：研究開発課 

運営機関 独立行政法人新エネルギー･産業技術総合開発機構 

プロジェクトリーダ 新井邦夫(東北大学教授) 

 開発体制 

委託先(＊委託先が

管理法人の場合は参

加企業数も記載) 

(財)化学技術戦略推進機構(8 社、11 大学、2公的機関)  

作成日 2005.11.28. 

制度･施策名 (プログ

ラム名) 

｢化学物質総合評価管理プログラム｣、｢地球温暖化防止新技術プログラム｣ 

事業(ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ)名 超臨界流体利用環境負荷低減 

技術研究開発 
プロジェクト番号 P00003 

担当推進部/担当者 ﾊﾞｲｵﾃｸﾉﾛｼﾞｰ・医療技術開発部 化学物質管理グループ/主査 河中裕文 

0.事業の概要 

本事業は、超臨界流体の特性を利用することにより革新が期待される有機

合成プロセス技術、材料プロセッシング技術、エネルギー・物質変換技術分

野において幾つかの代表的プロセスを設定し、それらプロセスの開発を通し

て実用化に資する共通基盤技術の構築を行う。 

 

 

Ⅰ.事業の位置付け･

必要性について 

水や CO２の超臨界場における種々の現象を用いることにより、製造工程の

短縮と生産性の向上、有機溶媒や酸、アルカリ等の薬剤の大幅な削減、廃棄

物や未利用資源の有効利用等、省エネルギー、省資源、環境負荷低減が期待

される。 

本事業は科学的成果と産業技術を融合し、シーズとニーズを有機的に結び

つけることにより実用化を加速し、真に汎用性・波及性の高い共通基盤技術

の構築を目的とし、次世代産業プロセスの開発拠点形成の重要な核の一つと

して位置付けられる。 

Ⅱ.研究開発マネジメントについて 

事業の目標 超臨界流体中での未知現象の発見・解明・実用化を支援しうる共通基盤技術

の構築。 

主な実施事項 H12 H13 H14 H15 H16 H17

 

事業の計画内容 

1. 有機合成プロセス技術の研究 

2. 材料プロセッシング技術の研究 

3. エネルギー・物質変換技術の研究 

4. 基礎基盤技術の開発 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事 

後 

評 

価 



 

 ii

情勢変化への対

応 

中間評価まで：基本計画の変更なし 

 

中間評価以降：社会情勢の変化や技術動向を勘案して、中途で以下のような

対応、計画変更を行った。 

平成 12 年度から実施されてきた上記 4 テーマは平成 14 年度の中間評価によ

り、実用化の点で問題があるもののほぼ良好な内容であるとの評価を受け終了

した。中間評価の時点までに実施した研究開発テーマは、新規プロセスとして

は範囲が広すぎ、実用化の視点が不足している等の指摘を受け、中間評価以降

は、テーマの絞り込み、より実用化に資する基盤技術研究の強化が行われた。

また、本事業は、H14 年度から、新たに、「化学物質総合評価管理プログラム」

「革新的温暖化対策技術プログラム」に位置付けられ、「化学物質総合評価管理

プログラム」のリスク削減技術の位置づけを、より明確にする観点からの改訂

も同時に行われた。具体的には、「有機合成プロセス技術」、「材料プロセッシン

グ技術」、「エネルギー・物質変換技術」「基礎基盤技術」の 4 つ研究項目につい

ては、これまで通り進めていくこととした。しかし、中間評価結果の反映と、

リスク削減技術の観点をより明確にする目的で、18 サブテーマを集約し、8 サ

ブテーマに集約するとともに、各サブテーマの研究目標を実用化を意識した目

標値として数値化する等の見直しを行った。また、基礎基盤技術のより広い波

及・普及を目指すため、超臨界データベースの構築・公開を主眼においた。研

究開発のマネジメントに関しては、本プロジェクト全体を統括するプロジェク

トリーダー(PL)を指名するとともに、委託先機関に、幹事会委員長、企業出向

研究者、企業側代表者等からなる総合調査研究委員会の他、各テーマの幹事会

を設置し、年 3 ～4 回程度の進捗状況報告の中で研究開発の方向性、研究成果

に関する審議等を行い、研究開発の効率化を図った。また、新たに基盤構築推

進幹事会を設け、超臨界データベースの構築・公開を主眼に置いた体制とし

た。さらに、特許創出、実用化に係る検討会などを随時追加実施し、 大限の

成果が出せるようマネジメントした他、総括成果報告会等を開催し、本研究開

発事業の成果に関する情報発信も積極的に行い、本技術の普及・波及に向けた

取り組みも行った。その結果、中間評価以降に多数の特許が出願されるととも

に、データベースの公開も達成でき、さらに参加企業から、成果の一部を活用

して実用化した例や、本事業終了後も参加企業が事業化に向けて継続的に研究

開発を行っている例等が現れた。 

 



 

 iii

Ⅲ.研究開発成果に

ついて 

 

Ⅲ．研究開発成果について 

1.事業全体の成果 

本研究開発テーマの中には実用化プロセスに資する技術として目覚ましい成

果が出ているものも多く、数多くの特許が出願されている。具体的には、成果

の一部を用いて既に上市した技術、上市を行う段階にある技術、欧米諸国等へ

特許出願している技術、他企業へのライセンス供与を検討している技術、自社

開発により継続的に研究開発を行っている技術等がほとんどであり、研究開発

テーマの中には５年以内で市場導入、５～10 年程度で、経済状況、及びマー

ケット状況により実用化プロセスとして発展すると予想される研究成果もあっ

た。一方、大学等の基盤技術研究では、既存プロセスより、更に省エネルギー

効果やリスク削減効果を実現させる革新的なプロセス技術に寄与できる研究結

果が得られ、産業競争力強化の観点から極めて多くの知見やデータが得られ

た。さらに、これらの工学的基盤データを、産業、研究で利用できる超臨界

データベースにまとめ、一般に広く公開することで、今後の本分野の継続的な

研究開発に役立てることができた。これらの研究成果は数百報におよぶ学術論

文や国内及び海外シンポジウム等で報告され、今後の周辺技術開発に対しても

極めて多大な貢献をすることができた。 

 

以下に各研究開発テーマの成果概要を簡潔に記載する。 

 

[1] 有機合成プロセス技術の研究 

超臨界二酸化炭素、超臨界メタノール、超臨界水を反応場として用いた高効

率、高選択的な環境調和型の合成化学技術に関する研究開発が行われた。これ

らの開発テーマでは、超臨界流体反応場に適した触媒設計、合成反応条件の適

正化、高効率、高選択性が発現する反応メカニズム等の研究が行われ、有機溶

媒を使用しない新プロセス、あるいは酸触媒の大幅削減に成功したプロセス、

また、反応プロセスのシンプル化などの提案が出されるなど、基本計画目標を

ほぼ達成すると同時に、省エネルギー効果やリスク削減効果に貢献する成果が

得られた。 

 

(ｲ) 超臨界二酸化炭素反応場を利用した水素化反応技術開発(三井化学)： 

超臨界二酸化炭素反応場を利用した芳香族ハロニトロ化合物の水素化反応に

おいて、主反応であるニトロ基の水素化が選択的に進行する一方で、副反応で

ある脱クロル化反応が抑制されることを見出した。目的物のο-クロロアニリン

の収率は、バッチ反応及び流通法で 大99.7%が得られ、開発目標(目標値 転

化率95%、選択率90%以上)を達成した。また、流通法による連続製造プロセスに

おいて、蒸留工程が不要になるなどの効果により、従来法と同程度のエネル

ギー原単位になること、アニリンやトルエンなどの化学物質排出量が削減でき

ることが明らかになった。 

 

(ﾛ) 超臨界メタノールを利用した芳香族化合物の高選択的有機合成プロセ

スの開発 (新日鐵化学)： 

2－メチルナフタレンのメチル化反応において、ゼオライト系触媒を用い、

2,6-ジメチルナフタレンを超臨界メタノール中で高選択的に合成できることを

見出した。反応温度375℃で、目的物の2,6-ジメチルナフタレンと副生成物の

2,7-ジメチルナフタレンの2,6-/2,7-生成比=2.6（目標 2,6-/2,7-生成比=2.6

以上）、2-メチルナフタレンの転化率42%（目標値 転化率30%以上）が得ら

れ、目標をほぼ達成した。また、従来法に比べて、経済性が優位であること、

エネルギー原単位を削減できること、o-キシレンやブタジエンなどの化学物質

排出量が削減効果が期待できることが明らかになった。 
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(ﾊ) 超臨界メタノールを利用した官能基選択的メチル化技術の開発 (日本

触媒)： 

2－アミノアルコールのN-メチル化反応において、超臨界メタノール反応場を

利用した固体触媒反応プロセスを用いることにより、気相や液相条件では得ら

れない高選択的反応が得られることを見出した。また、連続流通式固定床超臨

界反応において、Cs-P-Si触媒を用いて、反応温度、圧力の適正化を行い、超臨

界メタノール中での2－アミノアルコールのN-メチル化反応において、目的物の

N,N-ジメチルアミノエタノール(DMA)の転化率100%、モノ＋ジメチル体合計選択

率94%、ワンパスでのジメチル体収率66%(目標 転化率100%、選択率90%、収率

90%)を得た。収率が低い原因は、副生水による反応阻害が生じたためと考察

し、触媒の撥水化、中間のリサイクル化等が今後の課題であることが明らかと

なった。 

 

(ﾆ) 超臨界水反応場を利用した水和反応プロセスの開発 (三井化学)： 

 プロピレン水和反応によるイソプロピルアルコール(IPA)の合成プロセスにお

いて、超臨界水反応場を利用した直接水和法により、臨界点近傍で高選択性が

発現することを見出した。連続プロセスを用い、温度290℃、圧力45MPa、硫酸

濃度50ppmの反応条件下で、IPA選択率96%（目標 選択率95%）等の反応成績が

得られ、目標を達成した。本プロセスの経済性を評価した結果、工程簡略化な

どにより、既存法に比べて、エネルギー原単位を30%以上削減でき、かつ硫酸の

使用量を99%削減できることを明らかにした。 

 

[2] 材料プロセッシング技術の研究 

 超臨界二酸化炭素の高分子可塑化や脱圧特性等を利用した環境調和型の新規

高分子材料の創成技術に関するテーマが設定された。本研究では、可塑化と脱

圧機構の解明とともに、超微細発泡成形技術等の高機能性を有する新規高分子

材料の創成技術に関するテーマを実施した。本研究テーマでは、従来の化学発

泡では実現が難しかった高倍率で微細な発泡製品を得るための、連続式超臨界

流体・ポリマー押出し・発泡挙動解析評価装置の開発に成功するなどの実用化

に資する成果が得られ、高倍率・微細発泡製品の市場拡大と新規成形加工プロ

セスの開発に適用できる波及効果の高い成果が得られた。 

 

(ｲ) 超臨界流体を利用した高分子材料の創成及び合成プロセスの開発(日本

製鋼所)： 

 従来、バッチ式でしか得ることができなかった高倍率で微細気泡を有する高

分子製品の製造に関して、超臨界二酸化炭素を安定供給する機構を備えた連続

式溶融押出プロセスに、超臨界流体を樹脂に混合した時の物性推算プログラム

や溶融粘度、溶解度及び発泡挙動の可視化計測機器等を組み込んだ連続式超臨

界流体・ポリマー押出し・発泡挙動解析評価装置を開発することに成功した。

このプロセスにより、気泡径 1μm以下、10μm 以下の相分離構造を確認するこ

とができた。また、物性情報のデータベース化とともに、超臨界二酸化炭素と

高分子材料の相互作用について、粘性低下機構や相分離発生・成長のメカニズ

ムも解明し、目標を達成した。経済性評価では、可塑化現象による押出機モー

ターの電流値低下によって、エネルギー原単位を 10%程度まで低減できること

が明らかとなった。 
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[3] エネルギー・物質変換技術の研究 

 超臨界水の持つ加水分解反応、水性ガス反応等を積極的に活用することに

よって、有害廃棄物の完全酸化による無害化に加え、新たに廃棄物、未利用資

源からのエネルギーや工業原料への新規な変換プロセスへの適用を目指して

テーマ設定がなされた。その結果、本成果の一部を用いて上市を計画している

技術など、目覚ましい成果が得られるとともに、シミュレーションツールを活

かした新規プロセス設計法の確立、有機廃液やプラスチック産業廃棄物等を分

解処理またはリサイクできる新規プロセスの提案など、多くの波及効果が得ら

れた。 

 (ｲ) 超臨界水酸化反応における反応工学モデルの開発(東芝)： 

超臨界水中の酸化反応において、反応挙動に不明な点が多かった固体状有機

物質の反応メカニズムを実験と解析で明らかにしたと同時に、固体状有機物質

を超臨界水中で酸化分解する実用化プロセスの反応器の解析や、設計に利用で

きるシミュレーションツールの開発に成功し、目標を達した。さらに、放射性

廃イオン交換樹脂の処理プロセスにて、焼却法と比較した場合で、エネルギー

原単位が50%低減できることを確認した。 

 

(ﾛ) プラスチック廃棄物の化学リサイクルプロセスの開発(日機装)： 

 軟質塩化ビニルの化学リサイクルプロセスとして、軟質塩化ビニルの原料

化、添加物の再利用、他の有用な工業原料材料への物質変換の可能性につい

て、検討した結果、亜臨界条件下で、軟質塩化ビニルに含まれる可塑剤を選択

的に抽出することにより、軟質塩化ビニルから塩化ビニル材料への原料化変換

プロセスが工業的に妥当であることを見出した。 

またプラスチック・スラリー搬送のためのデータベースを構築し、従来のよ

うに、その都度データを採りながら検討することなく、設計ができるように

なった。ポンプも往復動ポンプで濃度40%までの送液を確認した。 

新プロセスは、焼却法に比べて、30%近くの省エネルギー効果が得られること

が、明らかとなり、さらに焼却が不要になることで、塩素系の有害化学物質の

排出削減が期待できる。また、可塑剤モノマーの回収により、焼却・埋め立て

工程での排出抑制が可能などのリスク削減効果が得られることが明らかとなっ

た。 
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[4] 基礎基盤技術の研究 

 超臨界流体プロセスを構築する上で必要なミクロ物性、マクロ物性、流動、

伝熱、物質移動などの物性及び反応機構、溶媒効果、輸送現象などの工学的基

盤データを体系化する目的でテーマ設定がなされた。 終的には 40000 項目に

も及ぶ膨大なデータベースを完成させることができ、かつ広く一般に使用でき

るように WEB 上で公開し、目的を達成した。また、この膨大なデータベースを

産官学が利用でき、汎用性が高く、より実用的貢献度の高いものに順次更新

し、超臨界プロセスの普及促進に役立てる仕組みを構築することができた。 

 

(ｲ) 高圧酸素供給システムの安全技術の確立(大陽日酸)： 

安全性を考慮した高圧酸素供給システムが確立でき、実用化されつつある超

臨界水酸化(SCWO)処理プロセス等への応用展開をする上で、必要な設計指針が

明らかとなるとともに、高圧酸素雰囲気での安全性評価データ等をまとめた高

圧ガスデータベースを構築し、目標を達成した。 

 

(ﾛ) 超臨界水還元性環境における材料腐食評価(三菱マテリアル)： 

超臨界水を利用した重質油の軽質化・クリーン化プロセスの実用化に不可欠な

還元性の環境における材料の腐食性挙動を調査し、還元性雰囲気に適し、かつ

安価な装置材料の選定指針が明らかとなり、目標を達成した。 

 

(ﾊ) 産業、研究に資する超臨界流体データベースの構築(産業技術総合研究

所)： 

本プロジェクトで得られた研究成果を中心に、超臨界データベースを構築

し、WEB 上で広く公開することで、超臨界流体技術に係わる企業、大学、研究

機関等が、超臨界流体を利用する際の基礎基盤に関するデータ及び工学基盤

に関するデータを抽出・分類して、利用できることが可能となり、目標を達

成した。プロジェクト終了後は産業技術総合研究所・コンパクト化学プロセ

ス研究センターが中心となり、本超臨界流体データベースを積極的に活用

し、公開情報の収集、新規データの入力、ユーザの要望への対応などの運

用・管理が実施されている。今後、本超臨界流体データベースを、産官学が

利用でき、汎用性が高く、より実用的貢献度の高いものに順次更新し、超臨

界プロセスの普及促進に役立てる計画がたてられている。 

投稿論文 ｢査読付き｣77報、新聞報道12件 中間評価まで 

 特   許 ｢出願済｣27件 

投稿論文 ｢査読付き｣196報、新聞報道75件 中間評価以降 
特   許 ｢出願済｣116件(うち国際出願6件) 
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Ⅳ.実用化、事業化の

見通しについて 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中間評価まで：本事業に係わるテーマから本事業終了後５年以内に１～３

件、種々の産業分野での波及効果を含めて10 年以内には多数の実用化、事業

化が期待される。 

 

中間評価以降：本事業では、エネルギー及び有機溶媒多消費型の既存化学反

応プロセスを代替するため、より高い省エネルギー効果やリスク削減効果を

実現する新しい化学プロセスの開発といったチャレンジングな研究開発を実

施してきた。 

そのため、新規プロセスに転換させるために、実用化に資する工学的基盤

技術が短期間に開発されることが求められた。参画した約20 の研究体(企

業、大学、公的研究機関)は産学官の連携(集中研究体)を取りながら、国内外

に特許出願、論文、発表等を精力的に行い、当該研究機関ばかりでなく、多

方面の研究者、研究機関に対して貴重な研究情報及びデータ等を公表し、実

用化プロセス技術及び基盤技術の波及･普及に積極的に努めた。 

平成14年度の中間評価までは、基礎、基盤技術の確立を目ざした研究開発

が進められたため、溶媒物性、反応特性、新反応、新プロセス探索などの幅

広い共通基盤的な研究が中心となっており、これらの研究技術分野の発展に

大きく寄与し、学会、化学工業業界等に対して多大な影響を与えることと

なった。一方、中間評価以後においては、実用化の視点も考慮して、テーマ

の絞り込みが行われるなど、研究テーマの見直しが行われ、より一層実用化

に資する基礎基盤技術研究としてのテーマに選択集中され、中には成果の一

部を実用化できたテーマも現れた。その一方で、個々の研究開発テーマはい

ずれも 終的に実用化、工業化を目指して開発目標を数値化して設定してお

り、従来技術では極めて困難であった研究開発目標を達成したものも出た。 

しかしながら、マーケットの状況に影響されたり、原材料や周辺装置の高

騰や製品の価格低下等の諸要因により、実用化までの期間が当初の予想以上

に長くなるなどのテーマも散見された。 

既存の化学プロセスを超臨界流体を用いた新規プロセスに転換させるため

には、本事業において基盤技術や実用化技術が確立された後も、開発事業者

により継続的に、テーマ毎に抽出した課題を解決するとともに、製品品質の

確認等を含めたパイロットプラントによる実証試験が行われることが必要で

ある。また、本プロジェクトの成果を活用して、マーケットリサーチ等を行

いながら、他の事業の横展開等も必要であり、企業によるさらなる自主的開

発の継続の他、産官学連携による研究開発の一層の活性化、データベースの

継続的充実化などが求められる。 
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事前評価 実施していない Ⅴ.評価に関す

る事項 中間評価以降 平成 14 年度 中間評価実施   

作成時期 平成 12 年 3 月：通商産業省工業技術院によってプロジェクト基本

計画を策定。 

Ⅵ.基本計画に

関する事項 

変更履歴 平成 14 年 3 月：省庁再編に伴う経済産業省とＮＥＤＯ技術開発機

構の役割分担の見直し、プログラム／プロジェ

クト制度の導入を受けて、プロジェクト基本計

画中の研究開発の目的、内容、目標を統一的に

明記する等の改訂。 

平成 15 年 2 月：平成 14 年度のプロジェクト中間評価結果及び

「化学物質総合評価管理プログラム」のリスク

削減技術の位置付けをより明確にする観点から、

「（別紙）研究開発計画」の個別研究開発計画を

18 から 8 つへ集約するとともに、リスク削減技

術の観点から有用性が見込まれない「① 超臨界

流体プロセスの技術開発  (b) 材料プロセッシ

ング技術」中のサブテーマ「熱可塑性高分子の

超微細発泡成形技術」及び「(c) エネルギー・

物質変換技術」中のサブテーマ「超臨界水中水

素化反応等による重質資源の軽質化・クリーン

化技術」の 2 サブテーマを平成 14 年度で終了す

る等の改訂。 

平成 16 年 3 月：ＮＥＤＯ独立行政法人化に伴う、名称、根拠法等

の改訂。 
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  平成 16･02･03 産局第 13 号 

平成 16 年 2 月 3 日 

 

地球温暖化防止新技術プログラム基本計画 

 

 

1.目的 

地球温暖化問題は我々の社会に与える影響の大きさや深刻さから、喫緊に対応すべき課題

であり、大気中への温室効果ガス、特にその大宗を占める二酸化炭素の排出抑制が求められ

ている。そのため、エネルギーの消費を抜本的に改善する革新的技術開発及び二酸化炭素を

分離回収･固定化したり、有用物質に変換する技術開発を、総合的、効率的かつ加速的に推進

し、その導入･普及を促進することにより、環境･エネルギー･経済のバランスのとれた持続可

能な社会の構築を図る。 

 

2.政策的位置付け 

 

 科学技術基本計画(2001年3月閣議決定)における国家的･社会的課題に対応した研究開発の

重点化分野である環境分野、分野別推進戦略(2001年9月総合科学技術会議)における重点分野

である環境分野に位置付けられるものである。 

 また、産業技術戦略(2000 年 4 月工業技術院)における社会的ニーズ(環境と調和した経済

社会システムの構築)への対応、革新的、基盤的技術(エネルギー･環境技術)の涵養への対応

を図るものである。また、地球温暖化対策推進大綱(2002 年 3 月地球温暖化対策推進本部)に

おける講ずべき地球温暖化対策である革新的な環境･エネルギー技術の研究開発の強化に位置

付けられるものである。さらに、｢産業発掘戦略－技術革新｣(｢経済財政運営と構造改革に関

する基本方針 2002｣(2002 年 6 月閣議決定)に基づき 2002 年 12 月取り纏め)の環境分野におけ

る戦略目標(環境･エネルギー技術のチャレンジを産業競争力の源泉に(技術のグリーン化))に

対応するものである。 

 

3.目標 

 

2010 年時点において革新的エネルギー消費削減技術の導入･普及がなされ、京都議定書に

定められた削減目標のうち 0.6％分に寄与することを短期的な目標とする。また、より長期

的な視点に立脚して、更なる削減を可能とする省エネルギー型社会の構築に向けた革新的エ

ネルギー消費削減技術及び CO2 固定化･有効利用技術を確立する。これらの技術により、持続

的な経済成長を確保することを可能とするとともに、世界でトップクラスの温暖化対策技術

を有することによる国際競争力の確保を図る。 

 

 

4.研究開発内容 

 

Ⅰ.革新的エネルギー消費削減技術 

二酸化炭素の排出量を抑制するため、革新的なエネルギー消費削減技術を開発する。 

 

(1)自動車軽量化のためのアルミニウム合金高度加工･形成技術(運営費交付金) 

  ①概要 

エネルギー需給構造の高度化を図る観点から行うものであり、自動車の軽量化によ

る燃費向上を図るため、自動車材料に要求される高信頼性、高強度、軽量性等の性能

を持つ高度に安全性等に配慮したアルミニウム材料を開発する。具体的には、超微細

結晶化による高強度･高成形性アルミニウム板材の成形･加工技術の開発、鉄鋼系材料



 

 x

等とアルミニウム材料との接合技術、高強度で衝突吸収性の良い構造(セル構造)を持

つアルミニウム材料の創製･形成･加工技術を開発する。 

 

 

  ②技術目標及び達成時期 

2006 年度までに、乗用車におけるアルミニウム使用量を増加させるための技術課題、

具体的には自動車用構造において衝撃エネルギー吸収性能に優れた超軽量構造部材の

設計、製造技術ベークハード型高張力鋼板と同等の性能を持つアルミニウム板材開発

技術、アルミニウム材と異種素材との接合技術、ポーラスを確立する。 

  ③研究開発期間 

    2002 年度～2006 年度 

  ④中間･事後評価の時期 

  中間評価を2004年度、事後評価を2007年度に実施。 

  ⑤実施形態等 

民間企業、大学、公的研究機関等から、 適な研究体制を構築し実施。 

 

(2)環境調和型超微細粒鋼創製基盤技術の開発(運営費交付金) 

 ①概要 

 エネルギー需給構造の高度化を図る観点から行うものであり、自動車の軽量化によ

る燃費向上を図るため、従来鋼より優れた強度を有することから鋼材の薄肉化が可能

となる、結晶粒径が1μｍ程度の超微細粒鋼の自動車材料等への適用を目指し、成形･

加工･利用技術等の基盤技術の開発を行う。 

  ②技術目標及び達成時期 

 2006年までに、超微細粒鋼の実用化のための利用技術、成形･加工技術等の基盤要

素技術の確立を図る。具体的には、成形･加工技術として、超微細化を可能とする高

度大歪み加工技術や、革新的なロール･潤滑技術の開発、及び超微細粒の特質を失わ

せないより低温での接合を可能とする接合技術を開発する。 

  ③研究開発期間 

    2002 年度～2006 年度 

  ④中間･事後評価の実施時期 

 中間評価を 2004 年度に、事後評価を 2007 年度に実施。 

  ⑤実施形態 

 民間企業、大学、公的研究機関等から 適な研究体制を構築し実施。 

 

(3)自動車軽量化炭素繊維強化複合材料の研究開発(運営費交付金) 

①概要 

 エネルギー需給構造の高度化を図る観点から行うものであり、自動車の軽量化によ

る燃費向上を図るため、自動車材料に要求される高信頼性、高強度、軽量等の性能を

もつ高度に安全性等に配慮した炭素繊維強化複合材料を開発する。 

②技術目標及び達成時期 

 2007 年度までに、自動車に実装可能な炭素繊維材料の創製･成形･加工技術等を確立

する。 

  ③研究開発期間 

    2003 年度～2007 年度 

  ④中間･事後評価の実施時期 

 中間評価を 2005 年度に、事後評価を 2008 年度に実施。 

  ⑤実施形態 

 民間企業、大学、公的研究機関等から 適な研究体制を構築し実施。 
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(4)カーボンナノファイバー複合材料プロジェクト(フォーカス21)(運営費交付金) 

①概要 

 エネルギー需給構造の高度化を図る観点から行うものであり、自動車の軽量化によ

る燃費向上を図るため、剛性、熱伝導性、加工性等に優れた軽量化自動車部品の実現

に向けた、アルミニウム合金、マグネシウム合金と、カーボンナノファイバーとの複

合化技術とその成形加工技術を開発する。 

②技術目標及び達成時期 

 2005 年度までに、ブレーキ部品、足回り部品及びその他の部品等に適用可能な、ア

ルミニウム合金、マグネシウム合金とカーボンナノファイバーの複合材料の実用化技

術、成形加工技術を確立する。 

  ③研究開発期間 

    2003 年度～2005 年度 

  ④中間･事後評価の実施時期 

 事後評価を 2006 年度に実施。 

  ⑤実施形態 

 民間企業、大学、公的研究機関等から 適な研究体制を構築し実施。 

 

(5)省エネ型次世代 PDP プロジェクト(フォーカス 21)(運営費交付金) 

①概要 

エネルギー需給構造の高度化を図る観点から行うものであり、近年市場が急速に拡

大することが見込まれている大型ディスプレイ分野において、現行のプラズマディス

プレイ(PDP)の低消費電力化を図るため、発光パネルの高効率発光技術及び製造エネ

ルギーの革新的製造技術の開発を行う。 

  ②技術目標及び達成時期 

 2005年度までに、2003年時点と比較し、現在の1/3程度のエネルギー消費となる高

効率発光技術及び革新的製造技術を開発する。 

  ③研究開発期間 

    2003年度～2005年度 

  ④中間･事後評価の実施時期 

    事後評価を2006年度に実施。 

  ⑤実施形態 

    民間企業、大学、公的研究機関等から、 適な研究体制を構築し実施。 

 

(6)高分子有機 EL 発光材料プロジェクト(フォーカス 21)(運営費交付金) 

①概要 

エネルギー需給構造の高度化を図る観点から行うものであり、高分子発光材料の発光

効率、寿命等の高度化を実現する材料創製技術と有機 EL(電界発光)ディスプレイパネ

ル製造プロセスでの成形加工技術の一体的研究開発を行う。これにより省エネ型次世

代平面ディスプレイの一つとして期待されている有機 EL ディスプレイの早期実用化を

目指す。 

  ②技術目標及び達成時期 

 2005年度までに、携帯情報端末(PDA等)、移動体通信機器(カーナビゲーション)等

に使用可能な小型有機ELディスプレイ用高分子発光材料等を開発する。 

  ③研究開発期間 

    2003年度～2005年度 

④中間･事後評価の実施時期 

     事後評価を2006年度に実施 

⑤実施形態 

 民間企業、大学、公的研究機関等から、 適な研究体制を構築し実施。 
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(7)ディスプレイ用高強度ナノガラスプロジェクト(フォーカス 21)(運営費交付金) 

①概要 

エネルギー需給構造の高度化を図る観点から行うものであり、種々のディスプレイ

用基板ガラスの軽量化を実現させるために、超短パルスレーザー等を用いてガラス内

に異質相を形成させることにより、薄板化を可能とする超高強度薄板ガラスを開発す

る。ガラスの薄板化により、光透過率の上昇による消費電力の節減及びガラス製造に

かかるエネルギー消費量の抑制が図られる。 

  ②技術目標及び達成時期 

2005 年度までに、ガラス中に異質相を形成させることにより、従来では不可能で

あった薄板ガラスの高強度化を可能とする技術を開発する。 

  ③研究開発期間 

    2003年度～2005年度 

  ④中間･事後評価の実施時期 

    事後評価を2006年度に実施。 

⑤実施形態 

 民間企業、大学、公的研究機関等から、 適な研究体制を構築し実施。 

 

(8)カーボンナノチューブ FED プロジェクト(フォーカス 21)(運営費交付金) 

①概要 

エネルギー需給構造の高度化を図る観点から行うものであり、カーボンナノチュー

ブ(CNT)をフィールドエミッションディスプレイ(FED)用電子源として用いる際の電子

放出特性のバラツキを抑制する技術的なブレークスルーを達成し FED を実現するため、

均質電子源の開発、パネル化及びディスプレイ性能評価技術の開発を行う。これによ

り、中･大型(25～35 型)ディスプレイ市場を中心に省エネ効果が高く、高画質の CNT

た FED 製品化を図る。 

  ②技術目標及び達成時期 

2005 年度までに、CNT 用電子源として高輝度･高画質･低消費電力を実現するに十分

な特性を実現するとともに、パネル化及びディスプレイ性能評価技術の開発を行い、

CNT-FED を試作し評価する。 

  ③研究開発期間 

    2003年度～2005年度 

  ④中間･事後評価の実施時期 

    事後評価を2006年度に実施。 

  ⑤実施形態 

  民間企業、大学、公的研究機関等から、 適な研究体制を構築し実施。 

 

(9)光触媒利用高機能住宅用部材プロジェクト(フォーカス 21)(運営費交付金) 

  ①概要 

 エネルギー需給構造の高度化を図る観点から行うものであり、建築物におけるエネ

ルギー消費の抑制を図るため、光触媒を利用した住宅用放熱部材とともに、散水装置

を組み合わせた冷房負荷低減システムを開発する。また、室内環境汚染物質の浄化を

図るため、光触媒を利用した室内環境浄化部材を開発する。 

  ②技術目標及び達成時期 

    2005 年度までに、光触媒利用放熱部材(窓ガラス、外付けブラインド)と散水装置を

組み合せた冷房負荷低減システム及びホルムアルデヒド等の室内環境汚染物質を可視

光で分解することができる光触媒利用室内環境浄化部材を開発する。 

  ③研究開発期間 

    2003年度～2005年度 
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  ④中間･事後評価の実施時期 

    事後評価を2006年度に実施。 

  ⑤実施形態 

  民間企業、大学、公的研究機関等から、 適な研究体制を構築し実施。 

 

(10)極低電力情報端末用 LSI の研究開発  

  ①概要 

 エネルギー需給構造の高度化を図る観点から行うものであり、情報端末機器の電力

消費を抑制し、今後の極低電力マルチメディア情報端末を実現するため、消費電力が

mW 級の極低電力で動作する新しいデバイス構造を用いた LSI を開発する。 

 ②技術目標及び達成時期 

 2002 年度までに、0.5Ｖ程度の電源電圧で極低電力･高速動作を可能とする LSI を実

現するためのデバイス･プロセス及び回路設計に関する基盤技術の確立及び有用性の

検証を行う。 

③研究開発期間 

 1998 年度～2002 年度 

④中間･事後評価の実施時期 

 中間評価を 2001 年度に、事後評価を 2003 年度に実施。 

⑤実施形態 

 民間企業、大学、公的研究機関等から、 適な研究体制を構築し実施。 

 

(11)CO2排出抑制型新焼結プロセスの開発(運営費交付金) 

  ①概要                                  

 エネルギー需給構造の高度化を図る観点から行うものであり、鉄鋼業の製銑工程全

体におけるコークス消費量の低減により CO2 削減を図るため、既存の焼結プロセスを

ベースに粉鉄鉱石の塊成化と部分還元を同時に達成する焼結プロセスを開発するとと

もに、このプロセスで製造された部分還元焼結鉱を高炉で使用するための技術を確立

する。 

  ②技術目標及び達成時期 

 2004 年度までに、還元率 70％の部分還元焼結鉱の製造プロセス及びこれを高炉で

使用するための技術を確立する。 

  ③研究開発期間 

    2002 年度～2004 年度 

  ④中間･事後評価の時期 

  事後評価を2005年度に実施。 

  ⑤実施形態等 

    民間企業、大学、公的研究機関等から、 適な研究体制を構築し実施。 

 

(12)製造工程省略による省エネ型プラスチック製品製造技術開発(運営費交付金) 

  ①概要                         

エネルギー需給構造の高度化を図る観点から行うものであり、プラスチック製品製

造において 1/4 以上のエネルギー消費を占める樹脂のペレット化(造粒)工程を省略す

るため、重合工程で生成される樹脂パウダーから直接フィルム製品等の加工製品の成

形を可能とする、樹脂製造及び樹脂加工を一体化した、一貫省エネプロセス技術を開

発する。  

  ②技術目標及び達成時期 

 2004 年度までに、ペレット化を省略したプラスチック製品製造技術を実現するため

の、触媒技術、安定化剤添加技術及び成形技術を確立するとともに、関連する技術の

体系化を図る。 
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  ③研究開発期間 

    2002 年度～2004 年度 

  ④中間･事後評価の時期 

  事後評価を2005年度に実施。 

  ⑤実施形態等 

    民間企業、大学、公的研究機関等から、 適な研究体制を構築し実施。 

 

(13)内部熱交換による省エネ蒸留技術開発(運営費交付金) 

  ①概要                                   

 エネルギー需給構造の高度化を図る観点から行うものであり、石油化学工業におけ

る大幅な省エネルギー効果を実現するため、エネルギー消費のうち約 40％を占める蒸

留プロセスについて、蒸留塔を濃縮部と回収部に分割し、濃縮部における廃熱を回収

部において活用する技術の実用化を図る。 

  ②技術的目標及び達成時期 

 2005 年度までに、省エネルギー率 30％以上(現行実用蒸留塔比)を達成する蒸留塔

設計技術及び蒸留システム技術を確立する。 

  ③研究開発期間 

    2002 年度～2005 年度 

  ④中間･事後評価の時期 

  事後評価を2006年度に実施。 

  ⑤実施形態等 

民間企業、大学、公的研究機関等から、 適な研究体制を構築し実施。 

 

(14)次世代化学プロセス技術開発(運営費交付金) 

  ①概要                                           

 エネルギー需給構造の高度化を図る観点から行うものであり、製造工程の短縮又は

有害化学物質を使用･経由しない化学プロセスを実現し、省エネルギー、省資源及び

環境負荷低減を図るため、新規触媒反応等を利用した新規化学反応プロセス技術を開

発する。 

  ②技術目標及び達成時期 

 2003 年度までに、化学品の製造プロセスを抜本的に革新し、製造工程の短縮と性能

向上によって、省エネルギー、省資源及び環境負荷の低減を図る。 

  ③研究開発期間 

 1995 年度～2003 年度 

  ④中間･事後評価の実施時期 

 中間評価を 1999 年度に、事後評価を 2004 年度に実施。 

  ⑤実施形態等 

民間企業、大学、公的研究機関等から、 適な研究体制を構築し実施。 

 

(15)超臨界流体利用環境負荷低減技術研究開発(運営費交付金) 

  ①概要                                 

 エネルギー需給構造の高度化を図る観点から行うものであり、化学物質の製造に伴

う環境負荷の低減、省資源及び省エネルギーを目的として、製造工程中の有機溶剤の

使用廃止又は廃棄物等の工業原料への転換を実現するための超臨界流体を利用した新

規化学反応プロセス技術を開発する。 

  ②技術目標及び達成時期 

 2004 年度までに、超臨界流体を代表的な合成反応プロセス、環境保全･エネルギー

プロセス等に利用し、高効率で簡素な環境調和型化学プロセス技術を構築し、省エネ

ルギー及び環境負荷の低減を図る。 
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  ③研究開発期間 

 2000 年度～2004 年度 

  ④中間･事後評価の実施時期 

 中間評価を 2002 年度に、事後評価を 2005 年度に実施。 

  ⑤実施形態等 

民間企業、大学、公的研究機関等から、 適な研究体制を構築し実施。 

 

(16)高温空気燃焼対応高度燃焼制御技術開発(運営費交付金) 

  ①概要  

 エネルギー需給構造の高度化を図る観点から行うものであり、燃焼の高効率化によ

る省エネルギーと低 NOx 化を同時に実現する高温空気燃焼技術を各種燃焼加熱設備に

適用し、一層の高性能化を図る技術を開発する。 

  ②技術目標及び達成時期 

 2003 年度までに、燃焼の高効率化と低 NOx 化を同時に実現する高温空気燃焼技術の

各種燃焼加熱設備(微粉炭ボイラー、廃棄物焼却プロセス及び高温化学反応プロセス)

への適用のための設計手法やプラント性能推定技術を確立する。 

  ③研究開発期間 

    1999 年度～2003 年度 

  ④中間･事後評価の時期 

  中間評価を2001年度、事後評価を2004年度に実施。 

  ⑤実施形態等 

   民間企業、大学、公的研究機関等から、 適な研究体制を構築し実施。 

 

(17)省エネルギー型鋼構造接合技術の開発(運営費交付金) 

  ①概要 

 エネルギー需給構造の高度化を図る観点から行うものであり、溶接施工時における

エネルギー使用量を低減するため、鋼構造の接合における溶接技術について、溶接変

形が少なく溶接後の加熱矯正が不要な溶接材料及び施工技術を開発する。 

 また、併せて本接合技術の標準化に係る調査･研究を実施し、従来の溶接材料では

規定されていない変態温度及び溶接変形量の測定方法等を標準化(JIS)。 

  ②技術目標及び達成時期 

 2005 年度までに、溶接材料の変態膨張特性、溶接継ぎ手形状、溶接施工方法、溶接

条件、変形量の関係の実験的調査と理論解析に基づく溶接材料を開発するとともに、

開発した材料による溶接施工技術を確立するとともに標準化原案をまとめる。 

  ③研究開発期間 

    2003 年度～2005 年度 

  ④中間･事後評価の時期 

  事後評価を2006年度に実施。 

  ⑤実施形態等 

    民間企業、大学、公的研究機関等から、 適な研究体制を構築し実施。 

 

(18)インクジェット法による回路基板製造プロジェクト(フォーカス21)(運営費交付金) 

  ①概要 

 エネルギー需給構造高度化の観点から行うものであり、金属インク、絶縁物インク

等をインクジェットヘッドから基板に吐出して回路基板を製造する技術の開発を行う。

メッキ、レジスト塗布、露光、現像、エッチング等の一連の工程を行う従来法(エッ

チング法)に比べ、本プロジェクトの回路基板製造方法は数分の1の工程で行うため、

製造工程の省エネルギー化が可能となる。 

  ②技術目標及び達成時期 
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 2005年度までに、インクジェット法による回路基板の製造技術を確立する。 

  ③研究開発期間 

 2003年度～2005年度 

  ④中間･事後評価の実施時期 

 事後評価を2006年度に実施。 

  ⑤実施形態 

 民間企業、大学、公的研究機関等から 適な研究体制を構築し実施。 

 

(19) SF6 等に代わるガスを利用した電子デバイス製造クリーニングプロセスシステムの研究

開発(運営費交付金) 

  ①概要 

エネルギー需給構造の高度化を図る観点から行うものであり、半導体集積回路や

液晶デバイス等電子デバイスの製造プロセスの一つである絶縁膜のプラズマ CVD に

よるクリーニングプロセスで利用可能な、SF6 等の温室効果ガスに代替するガス及

び省エネルギー型新規プロセス技術を開発する。 

②技術目標及び達成時期 

2002 年度までに、CVD クリーニング工程で用いられている SF6 等の温室効果ガス

に代替するガスを開発するとともに、電力エネルギー効率を現状システムの 2～

2.5 倍程度に向上する CVD 装置及びシステムに必要な要素技術を確立する。 

③研究開発期間 

  1998 年度～2002 年度 

④中間･事後評価の実施時期 

  中間評価を 2001 年度に、事後評価を 2003 年度に実施。 

⑤実施形態 

  民間企業、大学、公的研究期間等から、 適な研究体制を構築し実施。 

 

(20)省エネルギー型金属ダスト回生技術開発 

  ①概要 

 エネルギー需給構造の高度化を図る観点から行うものであり、製鋼用電気炉の高温

排ガスから、直接に鉄及び亜鉛成分を回収することで亜鉛回収に必要なエネルギーを

大幅に削減することが可能となる金属ダスト回生システム技術の開発を行う。 

  ②技術目標及び達成時期 

 2002年度までに、製鋼用電気炉の高温排ガスに含まれる鉄成分及び亜鉛成分の直接

分離回収率をベンチスケール規模でともに80％以上とする技術を確立する。 

  ③研究開発期間 

    1998年度～2002年度 

  ④中間･事後評価の時期 

    中間評価を2001年度、事後評価を2003年度に実施。 

  ⑤実施形態等 

民間企業、大学、公的研究機関等から、 適な研究体制を構築し実施。 

 

(21)エネルギー使用合理化ガス拡散電極食塩電解技術開発 

  ①概要 

エネルギー需給構造の高度化を図る観点から行うものであり、電力多消費型産業

であるソーダ工業における消費電力の削減を図るため、従来技術であるイオン交換

膜法に比べて、高い省エネルギー性が期待できるガス拡散電極法を用いた食塩電解

技術を開発する。 

  ②技術目標及び達成時期 

 2002 年度までに、安定性、耐久性及び経済性のあるガス拡散電極による食塩電解技
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術の確立を図る。 

  ③研究開発期間 

    1999 年度～2002 年度 

  ④中間･事後評価の時期 

  事後評価を2003年度に実施。 

  ⑤実施形態等 

民間企業、大学、公的研究機関等から、 適な研究体制を構築し実施。 

 

(22)交流超電導電力機器基盤技術研究開発(運営費交付金) 

  ①概要  

 電源の多様化を促進する観点から行うものであり、電力機器の高効率化、電力系統

の安定度向上を図るため、超電導技術を利用した革新的交流電力機器(超電導ケーブ

ル、超電導限流器、超電導変圧器)の開発を行う。 

  ②技術目標及び達成時期 

 2004 年度までに、超電導技術を電力機器として利用するための基盤技術を確立する。 

  ③研究開発期間 

    2000 年度～2004 年度 

  ④中間･事後評価の時期 

  中間評価を2003年度、事後評価を2005年度に実施。 

  ⑤実施形態等 

   民間企業、大学、公的研究機関等から、 適な研究体制を構築し実施。 

 

(23)超電導発電機基盤技術研究開発(運営費交付金) 

  ①概要  

 電源の多様化を促進する観点から行うものであり、電力系統の安定度が高く、高効

率、コンパクト等の優れた特徴を有する超電導発電機を実用化するための基盤技術の

研究開発を行う。 

  ②技術目標及び達成時期 

 2003 年度までに、20 万 kW を目標とした高密度化技術、60 万 kW を目標とした大容

量化技術及び設計技術等の超電導発電機の実用化に必要な基盤技術を確立する。 

  ③研究開発期間 

    2000 年度～2003 年度 

  ④中間･事後評価の時期 

  事後評価を2004年度に実施。 

  ⑤実施形態等 

   民間企業、大学、公的研究機関等から、 適な研究体制を構築し実施。 

 

(24)フライホイール電力貯蔵用超電導軸受技術研究開発(運営費交付金) 

  ①概要  

 電源の多様化を促進する観点から行うものであり、超電導状態で発生するマイス

ナー効果を利用してフライホイールの軸受摩擦のロスを低減することにより、電力を

運動エネルギーに転換して貯蔵する技術の開発を行う。 

  ②技術目標及び達成時期 

    2004 年度までに、100kWh 級フライホイールを早期に実用化するための課題を明らか

にする。 

  ③研究開発期間 

    2000 年度～2004 年度 

  ④中間･事後評価の時期 

  中間評価を2003年度、事後評価を2005年度に実施。 
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  ⑤実施形態等 

    民間企業、大学、公的研究機関等から、 適な研究体制を構築し実施。 

 

(25)産業用コージェネレーション実用技術開発(運営費交付金) 

  ①概要 

 エネルギー需給構造の高度化を図る観点から行うものであり、従来の産業用中型

コージェネレーションシステムより総合熱効率を高めることを目的とし、ガスタービ

ンの高温静止部に金属部品及びセラミック部品の双方を用いたハイブリッドガスター

ビンを開発する。 

  ②技術目標及び達成時期 

 2003 年度までに、ハイブリッドガスタービンの実用化を図るため、耐熱セラミック

ス部材開発及び評価試験、耐久試験を実施し、ハイブリッドガスタービンの健全性･

信頼性を確認する 

  ③研究開発期間 

    1999 年度～2003 年度 

  ④中間･事後評価の時期 

    中間評価を 2001 年度、事後評価を 2004 年度に実施。 

  ⑤実施形態 

   民間企業、大学、公的研究機関等から、 適な研究体制を構築し実施。 

 

 

(26)低摩擦損失高効率駆動機器のための材料表面制御技術の開発(運営費交付金) 

①概要 

エネルギー需給構造の高度化を図る観点から行うものであり、自動車の変速機、

水圧機器システム、発電用タービン等の利用時の省エネルギーを図るため、これら

の駆動系における摩擦損失を大幅に低減する材料表面制御の基盤技術を開発する。 

  ②技術目標及び達成時期 

2006 年度までに、潤滑膜の構造特性及び生成機構を解明するとともに、各駆動

系における摩擦損失を低減する技術を確立する。 

  ③研究開発期間 

    2002 年度～2006 年度 

  ④中間･事後評価の時期 

  中間評価を2004年度、事後評価を2007年度に実施。 

  ⑤実施形態等 

   民間企業、大学、公的研究機関等から、 適な研究体制を構築し実施。 

 

(27)変圧器の電力損失削減のための革新的磁性材料の開発(運営費交付金) 

   ①概要  

エネルギー需給構造の高度化を図る観点から行うものであり、大電力変電所や配

電変圧器等の電力変換効率を格段に高める送配電システムを構築するため、PVD、

CVD 技術を応用して、変圧器の磁芯に使われる磁性材料(電磁鋼板)の表面に無機シ

リコン系化合物等の薄層膜をコーティングし、電力損失を画期的に低減する材料を

開発する。 

②技術目標及び達成時期 

  2004 年度までに、電力損失(鉄損)を現行の約 2 割低減した磁性材料を創製する技

術及び変圧器への適用加工技術の確立を図る。 

③研究開発期間 

   2002 年度～2004 年度 

④中間･事後評価の時期 
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  事後評価を2005年度に実施。 

 ⑤実施形態等 

   民間企業、大学、公的研究機関等から、 適な研究体制を構築し実施。 

 

(28)高効率熱電変換システムの開発(運営費交付金) 

  ①概要  

 エネルギー需給構造の高度化を図る観点から行うものであり、産業部門、民生部門

等からの排熱エネルギーを高効率に利用するため、熱エネルギーを電気エネルギーに

変換する、長寿命で信頼性の高い熱電変換素子による高効率熱電変換技術を開発する。 

  ②技術目標及び達成時期 

 2006 年度までに、熱電変換効率 15％の高効率熱電変換モジュールの開発及びシス

テム化要素技術を確立する。 

  ③研究開発期間 

    2002 年度～2006 年度 

  ④中間･事後評価の時期 

  中間評価を2004年度、事後評価を2007年度に実施。 

  ⑤実施形態等 

   民間企業、大学、公的研究機関等から、 適な研究体制を構築し実施。 

 

(29)高効率高温水素分離膜の開発(運営費交付金) 

  ①概要  

 エネルギー需給構造の高度化を図る観点から行うものであり、高効率･省エネル

ギーの水素製造プロセスを開発するため、高い耐熱性と、高い水素選択透過性を併せ

持つ高温水素分離膜の開発と膜モジュール化技術開発を一体的に行う。 

  ②技術的目標及び達成時期 

 2006 年度までに、無機膜の微細構造制御技術、化学組成制御技術、モジュール化技

術等を確立する。 

  ③研究開発期間 

    2002 年度～2006 年度 

  ④中間･事後評価の時期 

  中間評価を2004年度に、事後評価を2007年度に実施。 

  ⑤実施形態等 

   民間企業、大学、公的研究機関等から、 適な研究体制を構築し実施。 

 

(30)吸着材を用いた新規な天然ガス貯蔵技術開発 

  ①概要 

エネルギー需給構造の高度化を図る観点から行うものであり、石油等の代替エネ

ルギーとして天然ガスの導入を促進するため、従来の天然ガス貯蔵方式に比べてよ

り高密度で貯蔵できる吸着材を用いた新規の天然ガス貯蔵技術の開発を実施する。 

  ②技術目標及び達成時期 

  2002 年度までに、金属錯体、活性炭改良品による高密度貯蔵吸着材の開発及び開発した吸着

材のガスホルダー、BOG処理、天然ガス自動車への適用に係る技術を確立する。 

  ③研究開発期間 

    1998 年度～2002 年度 

  ④中間･事後評価の時期 

    中間評価を 2001 年度、事後評価を 2003 年度に実施。 

  ⑤実施形態等 

民間企業、大学、公的研究機関等から、 適な研究体制を構築し実施。 
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(31)超低損失電力素子技術開発 

  ①概要 

エネルギー需給構造の高度化を図る観点から行うものであり、電力供給、産業、運

輸、民生等幅広い分野の電力の省エネルギー化を図るため、電力変換器等に適用可能

な SiC 等を用いた超低損失かつ高速動作の半導体素子を開発する。 

  ②技術目標及び達成時期 

 2002 年度までに、SiC 基板作製技術に関しては、4 インチ程度の大口径化及び 2 イ

ンチでマイクロパイプ無しの高品質化、またプロセス要素技術に関しては SiC 等の半

導体の薄膜成長制御技術、伝導度制御技術及び界面制御技術の基盤技術を開発する。

併せて、素子化技術として主として既存技術の高度化により 4 種の基本デバイスを作

製し、SiC、GaN の優位性を実証する。 

③研究開発期間 

 1998 年度～2002 年度 

④中間評価･事後評価の実施時期 

   中間評価を 2001 年度に、事後評価を 2003 年度に実施。 

⑤実施形態 

   民間企業、大学、公的研究機関等から、 適な研究体制を構築し実施。 

 

(32)高効率有機デバイスの開発(運営費交付金) 

①概要 

エネルギー需給構造の高度化を図る観点から行うものであり、シリコンデバイスで

は不可能な、紙のように軽量なディスプレイ等に利用でき、かつ、シリコンデバイス

に比べて低消費電力という特質を有する有機デバイスの研究開発を行う。具体的には、

低分子材料を中心としたディスプレイの開発、高分子材料を中心とした有機薄膜トラ

ンジスタの開発を行う。 

②技術目標及び達成時期 

2006 年度までに、視感効率 50 ルーメン/ワットを超える白色発光素子、30MHz の応

答周波数を備える有機高速トランジスタ、動画表示が可能な厚さ 0.2mm 程度のフィ

ルムディスプレイ等を開発する。 

③研究開発期間 

   2002年度～2006年度 

④中間評価･事後評価の実施時期 

  中間評価を 2004 年度に、事後評価を 2007 年度に実施。 

⑤実施形態 

   民間企業、大学、公的研究機関等から、 適な研究体制を構築し実施。 

 

(33) SF6 フリー高機能発現マグネシウム合金組織制御技術開発プロジェクト(フォーカス

21)(運営費交付金) 

①概要 

  エネルギー需給構造の高度化を図る観点から行うものであり、省エネルギーに資す

る軽量化材料であるマグネシウム溶解時に使用されている地球温暖化ガスである SF6
の削減を図るとともに、クリープ特性の向上、鋳造プロセス、押出し、圧延等の展伸

プロセスにおける晶出の均質化技術、結晶粒制御技術を開発し、製造プロセスの高度

化、マグネシウム合金の高機能化を図る。 

②技術的目標及び達成時期 

    2006 年度までに、マグネシウム合金において、SF6 フリー溶解技術と、高機能(強度、

延性、靱性、高クリープ抵抗等)を発現させるために、高度なプロセス技術とともに

原材料技術を開発する。 

③研究開発期間 
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    2004 年度～2006 年度 

④中間評価･事後評価の実施時期 

   事後評価を 2007 年度に実施。 

  ⑤実施形態 

   民間企業、大学、公的研究機関等から、 適な研究体制を構築し実施。 

 

(34)次世代 FTTH 構築用有機部材開発プロジェクト(フォーカス 21)(運営費交付金) 

①概要 

 エネルギー需給構造の高度化を図る観点から行うものであり、高品位映像によるリ

アルタイムコミュニケーション可能な次世代FTTH(Fiber To The Home)のラスト数百m

に供用できる、低コストで低光伝送損失のプラスチック材料を開発する。具体的には、

屈折率高精度制御技術開発によりプラスチック光ファイバー(POF)、及びモジュール

化のための新規一体型成形加工技術の開発により低コストで低消費電力のポリマー光

回路の開発を行う。 

②技術的目標及び達成時期 

  2006 年度までに、次世代 FTTH 構築に必要なラスト数百 m の光ネットワークに提供

される POF 及びポリマー光回路用部材を開発する。 

③研究開発期間 

    2004 年度～2006 年度 

④中間評価･事後評価の実施時期 

   事後評価を 2007 年度に実施。 

  ⑤実施形態 

   民間企業、大学、公的研究機関等から、 適な研究体制を構築し実施。 

 

(35)積層メモリチップ技術開発プロジェクト(フォーカス21)(運営費交付金) 

  ①概要 

  エネルギー需給構造の高度化を図る観点から行うものであり、情報化社会の進展

に伴い増加する情報量に対応し、メモリの大容量化、高速データ転送、省エネル

ギー化等を可能とする技術及びメモリ搭載技術の開発を行う。 

②技術的目標及び達成時期 

 2006年度までに、積層された複数メモリへの高速ダイレクトデータ転送可能な技

術を開発し、メモリチップの大容量化、高速データ転送、省エネルギー化等を実現

する。 

③研究開発期間 

    2004年度～2006年度 

④中間評価･事後評価の実施時期 

   事後評価を 2007 年度に実施。 

⑤実施形態 

    民間企業、大学、公的研究機関等から、 適な研究体制を構築し実施。 

 

 

Ⅱ.CO2固定化･有効利用技術 

排出される二酸化炭素を分離回収･固定化したり、有用物質に変換する技術を開発する。 

 

(ⅰ)二酸化炭素分離回収･隔離･貯留技術開発 

 (1)二酸化炭素の海洋隔離に伴う環境影響予測技術開発 

  ①概要 

エネルギー需給構造の高度化を図る観点から行うものであり、火力発電所等の大規

模発生源から分離回収された二酸化炭素を海洋中層に放出･拡散することで大気中の
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二酸化炭素濃度の急激な上昇を抑制する技術について、海洋環境への影響を評価する

技術を開発する。 

  ②技術目標及び達成時期 

 2006 年度までに、海洋隔離技術の有効性、経済効果の評価、100～150kg/s の二酸

化炭素を希釈出来る技術(濃度の具体的な目標値は検討中)の要素開発、二酸化炭素放

出点周辺域(約 100km×約 100km 程度の範囲内)での希釈技術開発に対する影響評価技

術の確立、国際的な連携の強化等を図る。 

  ③研究開発期間 

    フェーズ 1：1997 年度～2001 年度    フェーズ 2：2002 年度～2006 年度 

  ④中間･事後評価の実施時期 

    中間評価を 2004 年度、事後評価を 2006 年度に実施。 

  ⑤実施形態 

    民間企業、大学、公的研究機関等から、 適な研究体制を構築し実施。 

 

 (2)二酸化炭素の地中貯留技術研究開発 

  ①概要 

エネルギー需給構造の高度化を図る観点から行うものであり、火力発電所等の大規

模発生源から分離回収された二酸化炭素を地中帯水層へ貯留する技術を開発する。 

  ②技術目標及び達成時期 

2004 年度までに、長期挙動予測可能な二酸化炭素挙動予測シミュレータの開発、

二酸化炭素圧入技術の開発、日本近海の帯水層についての分布･地質構造等地質広域

調査による二酸化炭素地中貯留の潜在能力等データを取得する。 

  ③研究開発期間 

    2000 年度～2004 年度 

  ④中間･事後評価の実施時期 

    中間評価を 2002 年度、事後評価を 2004 年度に実施。 

  ⑤実施形態 

 民間企業、大学、公的研究機関等から、 適な研究体制を構築し実施。 

 

(3)二酸化炭素炭層固定化技術開発 

  ①概要 

エネルギー需給構造の高度化を図る観点から行うものであり、二酸化炭素が石炭に

吸着しやすい特性を利用して、火力発電所等から排出される二酸化炭素を石炭層に安

定して固定化させる技術(二酸化炭素の炭層への 適な固定化条件の把握、炭層への

効率的な圧入方法等)を開発する。 

  ②技術目標及び達成時期 

 2007 年度までに、二酸化炭素とメタンの置換メカニズムの解明及び二酸化炭素挙

動シミュレーション技術、二酸化炭素の石炭層への効率的な圧入とメタンの回収技術

等を確立する。 

  ③研究開発期間 

    2002 年度～2007 年度 

  ④中間･事後評価の実施時期 

       中間評価を 2004 年度、事後評価を 2008 年度に実施。 

  ⑤実施形態 

 民間企業、大学、公的研究機関等から、 適な研究体制を構築し実施。 

 

 (4)二酸化炭素大規模固定化技術開発 

  ①概要 

 エネルギー需給構造の高度化を図る観点から行うものであり、乾燥地帯のような苛
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酷な環境においても生育しうる樹木を創出し、従来、植林に適さなかった地域を含め

た植林可能面積の拡大を図る。また、植物が有する二酸化炭素吸収機能の向上を図り、

大気中の二酸化炭素を大規模かつ効率的に固定化する技術の開発を行う。 

  ②技術目標及び達成時期 

 2007 年度までに、年間降雨量 500mm 程度の乾燥地帯等においても生育し得る森林

創生樹木を開発する。 

  ③研究開発期間 

    2003 年度～2007 年度 

  ④中間･事後評価の実施時期 

       中間評価を 2005 年度、事後評価を 2007 年度に実施。 

  ⑤実施形態 

 民間企業、大学、公的研究機関等から、 適な研究体制を構築し実施。 

 

 

 (5)低品位廃熱を利用する二酸化炭素分離回収技術開発 

  ①概要 

    エネルギー需給構造の高度化を図る観点から行うものであり、従来技術になかった

低温度レベルで再生可能な CO2 吸収液を開発し、有効な利用法がないプラント廃熱を

回収して吸収液再生に利用する技術を組み合わせた吸収法システムを開発する。そし

て鉄鋼プラントの高濃度 CO2排ガスを用いてパイロット試験を実施する。 

  ②技術目標及び達成時期 

   2008 年度までに、CO2分離回収コストを大幅に削減する技術を実証する。 

  ③研究開発期間 

   2004 年度～2008 年度 

  ④中間･事後評価の実施時期 

   中間評価を 2006 年度、事後評価を 2009 年度に実施。 

  ⑤実施形態 

   民間企業、大学、公的研究機関等から、 適な研究体制を構築し実施。 

 

(ⅱ)二酸化炭素有用物質転換技術開発 

 (1)石炭･古紙等活用型二酸化炭素固定化技術開発 

  ①概要 

エネルギー需給構造の高度化を図る観点から行うものであり、太陽熱を利用して、

二酸化炭素を石炭･天然ガス及び水蒸気と反応させ、高効率にメタノールを生成する

技術、並びに微生物等の機能を活用し、バイオマス資源である古紙等を糖化し、得ら

れた糖類を有機酸に変換する過程で、バイオコンバージョンにより二酸化炭素を固定

する技術を開発する。 

  ②技術目標及び達成時期 

2004 年度までに、石炭･点絵ガス及び水蒸気活用型技術は、太陽炉の開発による溶

融塩加熱技術、石炭スラリー加熱技術等を確立、古紙等活用型技術は、同年度までに、

セルロースを糖化し、糖と二酸化炭素を有機酸に変換させる部生物触媒を開発する。 

  ③研究開発期間 

    2004 年度 

  ④中間･事後評価の実施時期 

       事後評価を 2004 年度に実施。 

  ⑤実施形態 

 民間企業、大学、公的研究機関等から、 適な研究体制を構築し実施。 

 

(2)石炭･天然ガス活用型二酸化炭素回収･利用技術の開発 
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  ①概要 

エネルギー需給構造の高度化を図る観点から行うものであり、太陽熱を利用して、

二酸化炭素を石炭･天然ガス及び水蒸気と反応させることにより、次世代の液体燃料

であるメタノールに高効率に変換する技術を開発する。 

  ②技術目標及び達成時期 

2004 年度までに、太陽炉の開発による溶融塩加熱技術、石炭スラリー加熱技術等

を確立する。 

  ③研究開発期間 

    2000 年度～2003 年度 

  ④中間･事後評価の実施時期 

       中間評価を 2002 年度に実施。なお、本事業の成果全般については、｢石炭･古紙等活

用型二酸化炭素固定化技術開発｣において活用されることとなるため、本事業の事後評

価は、当該事業の事後評価において併せて実施。 

  ⑤実施形態 

 民間企業、大学、公的研究機関等から、 適な研究体制を構築し実施。 

 

 (3)エネルギー使用合理化古紙等有効利用二酸化炭素固定化技術開発 

  ①概要 

エネルギー需給構造の高度化を図る観点から行うものであり、バイオマス資源である

古紙等を生物的機能を活用して糖化し、得られた糖類を有機酸類に変換する過程で

二酸化炭素を固定するバイオコンバージョン技術を開発する。 

  ②技術目標及び達成時期 

 2004 年度までに、セルロースを糖化し、糖と二酸化炭素を有機酸に変換させる微

生物プロセスを開発する。 

  ③研究開発期間 

    2000 年度～2003 年度 

  ④中間･事後評価の実施時期 

中間評価を 2002 年度に実施。なお、本事業の成果全般については、｢石炭･古紙等活

用型二酸化炭素固定化技術開発｣において活用されることとなるため、本事業の事後評

価は、当該事業の事後評価において併せて実施。 

  ⑤実施形態      

 民間企業、大学、公的研究機関等から、 適な研究体制を構築し実施。 

 

(ⅲ)技術シーズの発掘 

 (1)プログラム方式二酸化炭素固定化･有効利用技術開発 

  ①概要 

 エネルギー需給構造の高度化を図る観点から行うものであり、将来において実現可

能性の高い二酸化炭素固定化･有効利用技術に関する技術シーズを発掘し、これらの

基盤技術の確立、フィージビリティの確認等を実施する。 

   ②事業期間 

    1999 年度～2006 年度 

  ③実施形態 

  適切な研究課題、実施企業等を選定し実施。 

 

(ⅳ)実用化開発 

 (1)二酸化炭素固定化･有効利用技術実用化開発(運営費交付金) 

  ①概要 

 エネルギー需給構造の高度化を図る観点から行うものであり、二酸化炭素固定化･

有効利用技術等の中から、特に実用化の可能性の高い事業について支援を行う。 
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  ②事業期間 

    2001 年度～2004 年度 

  ③実施形態 

    適切な研究課題、実施企業等を選定し実施。 

 

 (2)京都議定書目標達成産業技術開発促進事業 

  ①概要 

エネルギー需給構造の高度化を図る観点から行うものであり、民間企業が取り組む

地球温暖化防止技術のうち、実用化に向けた道筋が明確な技術開発について支援を行

う。   

  ②事業期間 

    2003 年度～2007 年度 

  ③実施形態 

    適切な研究課題、実施企業等を選定し実施。 

 

(ⅴ)国際協力 

 (1)地球環境国際研究推進事業 

① 概要 

  エネルギー需給構造の高度化を図る観点から行うものであり、地球温暖化問題の解

決に向け、諸外国等と共同で革新的な温暖化防止技術の研究開発を実施する。 

  ②事業期間 

    2002 年度～2006 年度 

  ③実施形態 

    諸外国との連携のもと、テーマ毎に適切な研究体制を構築し実施。 

 

5.研究開発の実施に当たっての留意事項 

事業の全部又は一部について独立行政法人の運営費交付金により実施されるもの(事業

名に(運営費交付金)と記載したもの)は、運営費交付金の総額を算定する際に使用するも

のであることから、当該部分は、国の裁量によって実施されるものではなく、中期目標、

中期計画等に基づき当該独立行政法人の裁量によって実施されるものである。 

 

【フォーカス 21 の成果の実用化の推進】 

 フォーカス 21 は、研究開発成果を迅速に事業に結び付け、産業競争力強化に直結させる

ため、次の要件の下で実施。 

 ･技術的革新性により競争力を強化できること。 

 ･研究開発成果を新たな製品･サービスに結びつける目途があること。 

  ･比較的短期間で新たな市場が想定され、大きな成長と経済波及効果が期待できること。 

  ･産業界も資金等の負担を行うことにより、市場化に向けた産業界の具体的な取り組みが

示されていること。 

  具体的には、成果の実用化に向け、実施者による以下のような取り組みを求める。 

 

  ･カーボンナノファイバー複合材料プロジェクト 

事業費の 1/2 負担により、アルミニウム合金、マグネシウム合金と、カーボンナ

ノファイバーとの複合化技術とその成形加工技術の開発を行う。 

  ･省エネ型次世代 PDP プロジェクト 

事業費の 1/2 負担により、PDP の低消費電力化を図るため、発光パネルの高効率

発光技術等の開発を行う。 

  ･高分子有機 EL 発光材料プロジェクト 

事業費の 1/2 負担により、高分子発光材料の発光効率、寿命等の高度化の材料創
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製技術と有機ＥＬディスプレイパネル製造プロセスでの成形加工技術の一体的研究

開発を行う。 

  ･ディスプレイ用高強度ナノガラスプロジェクト 

種々のディスプレイ用基板ガラスの軽量化を図るための薄板化を可能とする超高

強度薄板ガラスの開発を実施し、早期実用化を図る。 

  ･カーボンナノチューブ FED プロジェクト 

CNT-FEDの実用化のため、映像処理回路、画像品質向上回路等、CNT-FED実用化開

発を実施し、早期実用化を図る。 

  ･光触媒利用高機能住宅用部材プロジェクト 

事業費の 1/2 負担により、光触媒を利用した住宅用放熱部材及びそれを用いた冷

房負荷低減システム、室内環境浄化部材の開発等を行う。 

･インクジェット法による回路基板製造プロジェクト 

   事業費の1/2負担により、金属インク、絶縁物インク等をインクジェットヘッドから基板に吐

出して回路基板を製造する技術を確立する。 

･SF6フリー高機能発現マグネシウム合金組織制御技術開発プロジェクト 

     事業費の 1/2 負担により、マグネシウム合金において、SF6フリー溶解技術と、高

機能を発現させるために、高度なプロセス技術とともに原材料技術を確立する。 

･次世代FTTH構築用有機部材開発プロジェクト 

事業費の1/2負担により、次世代FTTH構築に必要なラスト数百ｍの光ネットワークに提供さ

れる低コストで低光伝送損失のPOF及びポリマー光回路用部材を開発する。 

･積層メモリチップ技術開発プロジェクト 

 事業費の1/2負担により、メモリの大容量化、高速データ転送、省エネルギー化

等を可能とするために必要な技術を確立する。 

 

  なお、適切な時期に、実用化･市場化状況等について検証する。 

 

6.プログラムの期間、評価等 

 プログラムの期間は 2002 年度～2006 年度までとし、プログラムの中間評価を 2004 年度

に、事後評価を 2007 年度に行うとともに、研究開発以外のものについては 2010 年度に検

証する。 

  また、中間評価を踏まえ、必要に応じ基本計画の内容の見直しを行う。 

 

7.研究開発成果の政策上の活用 

各プロジェクトで得られた成果のうち、標準化すべきものについては、適切な標準化活

動(国際規格(ISO/IEC)、日本工業規格(JIS)、その他国際的に認知された標準の提案等)を

実施する。 

特に、光触媒利用高機能住宅用部材プロジェクトにより取得･蓄積した基本特性等データ

を活用しつつ、基準認証研究開発事業として、光触媒の統一的な試験･評価方法を JIS 化す

るとともに、我が国発の国際標準として提案することにより、光触媒製品の世界市場拡大

を目指す。 

 

8.政策目標実現に向けた環境整備 

【国際協力】 

 ･地球環境国際連携推進事業(運営費交付金)(2003 年度～2007 年度) 

エネルギー需給構造の高度化を図る観点から行うものであり、地球温暖化問題の解

決に貢献する技術の開発を国際レベルで効率的かつ経済的に進めるために IPCC 国際

会議等を開催し各国におけるエネルギー消費効率化に関する取り組みについて情報交

換、温暖化防止等に関する我が国の戦略的取り組みの検討及び各国情報収集調査等を

行う。 
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【知的基盤整備】 

 ･情報提供等事業(地球環境国際研究推進事業の一環) 

革新的な温暖化対策技術や地球環境保全技術の情報交換を目的とした情報ネット

ワークの構築･運用、データベースの構築等を図る。 

 

【普及･導入促進】 

･開発した成果について社会への早期普及･導入を図るため、それぞれの技術開発成果に応

じた適切な普及促進制度の活用策についての検討を行う。 

 

9.その他当該プログラムの実施に関する重要事項 

･2004 年度地球温暖化対策推進大綱の見直しに伴う対応を行う。 

･各プロジェクトを横断的観点からマネジメントする体制を整備し、技術の進捗状況や社会

情勢等を踏まえた適切な資源配分、技術成果のレビュー、普及施策の検討、実施すべき

技術開発テーマ･領域･分野等の検討等を実施する。 

 

10.改訂履歴 

(1)平成 14 年 2 月 28 日付け制定。 

(2)平成 15 年 3 月 10 日付け制定。革新的温暖化対策技術プログラム基本計画(平成 14･02･

25 産局第 16 号)は、廃止。 

(3)平成 16 年 2 月 3 日付け制定。革新的温暖化対策技術プログラム基本計画(平成 15･03･

07 産局第 18 号)及びエネルギー環境二酸化炭素固定化･有効利用プログラム基本計

画(平成 15･03･07 産局第 19 号)は、本プログラム基本計画に統合することとし、廃

止。 
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平成16･02･03産局第3号 

平成16年2月3日 

 

化学物質総合評価管理プログラム基本計画 

 

1.目的 

環境と調和した健全な経済産業活動と安全･安心な国民生活の実現を図るため、化学物質の

リスクの総合的な評価を行い、リスクを適切に管理する社会システムを構築する。 

 

2.政策的位置付け 

 科学技術基本計画(2001 年 3 月閣議決定)における国家的･社会的課題に対応した研究開発

の重点化分野である環境分野、分野別推進戦略(2001 年 9 月総合科学技術会議)における重点

分野である環境分野に位置付けられる。 

また、産業技術戦略(2000 年 4 月工業技術院)における社会的ニーズ(環境と調和した経済

社会システムの構築)、及び、革新的、基盤的技術(材料･プロセス技術、エネルギー･環境技

術)の涵養、知的な基盤の整備に対応するものである。 

さらに、｢産業発掘戦略－技術革新｣(｢経済財政運営と構造改革に関する基本方針 2002｣

(2002 年 6 月閣議決定)に基づき 2002 年 12 月取りまとめ)の環境･エネルギー分野における戦

略目標｢環境･エネルギー技術へのチャレンジを産業競争力の源泉に｣(技術のグリーン化)に対

応するものである。 

 

3.目標 

2006 年度までに、化学物質のリスクの総合的な評価を行いつつ、リスクを評価･管理する

ための技術体系を構築すべく、化学物質のリスクに係る国民の理解増進のための基盤及び国

が規制等の施策を講ずる際の手段として、化学物質のライフサイクルにわたるリスクの総合

的な評価管理を行うための手法を構築するとともに、リスクの削減に資するプロセス、手法

の開発、さらには知的基盤を整備する。 

 

4.研究開発内容 

【プロジェクト】 

 Ⅰ.化学物質総合評価管理 

(1)化学物質のリスク評価及びリスク評価手法の開発(運営費交付金) 

 ①概要 

 化学物質排出把握管理促進法対象物質のうち、特に人への健康リスクが高いと考えら

れる高生産量化学物質を中心に、当該物質のリスクの評価や対策によるリスクの削減効

果の評価を行うとともに、リスク評価手法を開発する。 

 ②技術目標及び達成時期 

 2006 年度までに、化学物質排出把握管理促進法対象物質(435 物質)のうち高生産量化

学物質を中心に評価手法確立のための基礎データを整備するとともに、評価手法を構築

する。 

 ③研究開発期間 

 2001 年度～2006 年度 

 ④中間･事後評価の実施時期 

 中間評価を 2003 年度に、事後評価を 2007 年度に実施。 

 ⑤実施形態 

 民間企業、大学、公的研究機関等から 適な研究体制を構築し実施。 

 

(2)既存化学物質安全性点検事業の加速化(運営費交付金) 

①概要 
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 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(以下｢化審法｣という。)に係る｢既存

化学物質安全性点検事業｣を抜本的に見直しするため、構造活性相関手法を開発し点検

事業の大幅な効率化を図りつつ、リスク管理の必要性が高い物質の点検を行う。 

②技術目標及び達成時期 

 2006 年度までに、新たに取得するデータ及び既存データを活用して、分解性･蓄積性

に係る構造活性相関手法を構築する。さらに、生産輸入量が 100ｔ以上の化学物質を中

心に、これらの手法等を活用し、早急に対応すべき化学物質について分解性･蓄積性等

に関する点検を完了する。 

③研究開発期間 

 2000 年度～2006 年度 

④中間･事後評価の実施時期 

 中間評価を 2003 年度に、事後評価を 2007 年度に実施。 

⑤実施形態 

 民間企業、大学、公的研究機関等から 適な研究体制を構築し実施。 

 

(3)高精度･簡易有害性(ハザード)評価システムの開発(運営費交付金) 

①概要 

 石油の生産及び流通の合理化を図る観点から行うものであり、遺伝子解析手法の活用

等により、高精度･簡易毒性(ハザード)評価手法を開発する。 

②技術目標及び達成時期 

 2005 年度までに長期毒性試験に要するコストを百分の一程度に、期間を数十分の一程

度に低減する評価手法を構築する。 

③研究開発期間 

 2001 年度～2005 年度 

④中間･事後評価の実施時期 

 中間評価を 2003 年度に、事後評価を 2006 年度に実施。 

⑤実施形態 

 民間企業、大学、公的研究機関等から 適な研究体制を構築し実施。 

 

(4)化学物質総合リスク評価管理システムの開発(運営費交付金) 

①概要 

 石油の生産及び流通の合理化を図る観点から行うものであり、｢化学物質のリスク評

価及びリスク評価手法の開発｣、｢既存化学物質安全性点検事業の加速化｣及び｢高精度･

簡易有害性(ハザード)評価システムの開発｣の 3 つのプロジェクトで得られたデータ及

び基盤技術を基に、有害性(ハザード)、暴露、リスクに係る情報を一元的に管理運用す

る化学物質総合リスク評価管理システムを開発する。 

②技術目標及び達成時期 

 2005 年度までに、化学物質の有害性(ハザード)、暴露、リスク等の基盤情報と各評価

手法に係る情報を統合した化学物質総合リスク評価管理情報システムを構築する。 

③研究開発期間 

 2001 年度～2005 年度 

④中間･事後評価の実施時期 

 中間評価を 2003 年度に、事後評価を 2006 年度に実施。 

⑤実施形態 

 民間企業、大学、公的研究機関等から 適な研究体制を構築し実施。 

 

 

Ⅱ.化学物質リスク削減技術開発 

(1)次世代化学プロセス技術開発 
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① 概要 

 エネルギー需給構造の高度化を図る観点から行うものであり、製造工程の短縮又は有

害化学物質を使用･経由しない化学プロセスを実現し、省エネルギー、省資源及び環境

負荷低減を図るため、新規触媒反応等を利用した新規化学反応プロセス技術を開発する。 

② 技術目標及び達成時期 

 2003 年度までに、化学品の製造プロセスを抜本的に革新し、製造工程の短縮と性能向

上によって、省エネルギー、省資源、環境負荷の低減を図る。 

③ 研究開発期間 

 1995 年度～2003 年度 

④ 中間･事後評価の実施時期 

 中間評価を 1999 年度に、事後評価を 2004 年度に実施。 

⑤ 実施形態 

 民間企業、大学、公的研究機関等から 適な研究体制を構築し実施。 

 

(2)超臨界流体利用環境負荷低減技術開発(運営費交付金) 

①概要 

 エネルギー需給構造の高度化を図る観点から行うものであり、化学物質の製造に伴う

環境負荷の低減、省資源及び省エネルギーを目的として、製造工程中の有機溶剤の使用

廃止又は廃棄物等の工業原料への転換を実現するための超臨界流体を利用した新規化学

反応プロセス技術を開発する。 

②技術目標及び達成時期 

 2004 年度までに、超臨界流体を代表的な合成反応プロセス、環境保全･エネルギープ

ロセス等に利用し、高効率で簡素な環境調和型化学プロセス技術を構築し、省エネル

ギー及び環境負荷の低減を図る。 

③研究開発期間 

 2000 年度～2004 年度 

④中間･事後評価の実施時期 

 中間評価を 2002 年度に、事後評価を 2005 年度に実施。 

⑤実施形態 

 民間企業、大学、公的研究機関等から 適な研究体制を構築し実施。 

 

(3)超臨界流体を用いたダイオキシン等難分解性化学物質の無害化技術開発(運営費交付金) 

①概要 

 超臨界流体の大きな溶解力や強力な分解作用により、焼却飛灰等に含まれていたり、

固体廃棄物等の固形物に強く付着･含浸しているダイオキシンや PCB 等の難分解性有害

化学物質を安全かつ確実に分解･無害化する技術の開発を行う。 

②技術目標及び達成時期 

 2004 年度までに、超臨界流体の特性を利用して、抽出等の過程を検討しつつ、 終分

解率を 大 99%まで高め、難分解性有害化学物質の処理技術の確立を図る。 

③研究開発期間 

 2000 年度～2004 年度 

④中間･事後評価の実施時期 

 ミレニアムプロジェクトの評価･助言会議において毎年度評価を実施する。 

⑤実施形態 

 民間企業、大学、公的研究機関等から 適な研究体制を構築し実施。 

 

(4)有害化学物質リスク削減基盤技術研究開発(運営費交付金) 

①概要 

  環境中に排出され、直接又は間接的に人の健康や生態系に影響を及ぼすことが懸念さ
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れる化学物質のリスクを削減するため、安価で多くの事業者において導入可能な、エン

ドオブパイプやインプラント等における回収、無害化、代替等の技術を実用化するため

に必要な基盤技術を開発する。 

②技術目標及び達成時期 

2008 年度までに、PRTR 制度(化学物質排出把握管理促進法に基づき有害なおそれのあ

る化学物質について、事業所からの環境中への排出量及び廃棄物としての事業所外への

搬出量等を把握･集計･公表する制度)の届出結果等を利用して直接又は間接的に環境影

響が懸念される有害化学物質の優先順位付けを行い、選定されたリスクの高い有害化学

物質に関する排出削減技術、代替物質の開発及び代替プロセスの構築等を行うことによ

り、環境中に大量に排出されている有害化学物質によるリスクの削減を図る。 

③研究開発期間 

2004 年度～2008 年度 

④中間･事後評価の実施時期 

中間評価を 2006 年度に、事後評価を 2009 年度に実施。 

⑤実施形態 

民間企業、大学、公的研究機関等から 適な研究体制を構築し実施。 

 

【技術シーズの発掘】 

(1)化学物質総合評価管理に係る革新的技術の研究開発 

①概要 

 産業技術研究助成事業制度を活用し、有害性(ハザード)評価、暴露分析、リスク評価

の手法やリスクベネフィット分析等のリスクコミュニケーションを向上させる新たな技

術シーズに係る研究開発を行う。 

 ②研究開発期間 

 3 年以内(テーマ毎に設定) 

 ③実施形態 

 適切な研究課題、実施者を選定し実施。 

 

【実用化開発】 

(1)化学物質総合評価管理に係る実用化技術の研究開発 

① 概要 

 産業技術実用化補助事業制度を活用し、化学物質の製造段階及びユーザー等による化

学物質の使用段階において、これまでのエンドオブパイプ技術から環境調和型生産技術

へ重点を移行するための技術を開発する。また、製造段階、使用段階で使用されている

有害化学物質をよりリスクの少ない化学物質へ代替するための実用化技術に係る研究開

発を行う。 

② 研究開発期間 

 原則 2年(テーマ毎に設定) 

③ 実施形態 

 適切な研究課題、実施企業等を選定し実施。 

 

5.研究開発の実施に当たっての留意事項 

事業の全部又は一部について独立行政法人の運営費交付金により実施されるもの(事業

名に(運営費交付金)と記載したもの)は、運営費交付金の総額を算定する際に使用するも

のであることから、当該部分は国の裁量によって実施されるものではなく、中期目標、

中期計画等に基づき当該独立行政法人の裁量によって実施されるものである。 

 

6.プログラムの期間、評価等 

 プログラムの期間は 2000 年度から 2006 年度までとし、プログラムの中間評価を 2004
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年度に、事後評価を 2007 年度に実施するとともに、研究開発以外のものについては

2008 年度に検証する。 

 また、中間評価を踏まえ、必要に応じ基本計画の内容の見直しを行う。 

 

7.研究開発成果の政策上の活用 

･化学物質の有害性評価、暴露分析、リスク評価等のデータベースの構築を図る。 

･化学物質の有害性評価、暴露分析、リスク評価等の手法の各種活動(事業者の自主管理

活動、事業者、地方自治体等が国民とリスクコミュニケーションを図る活動等)等へ

の導入を図る。 

･化審法や化学物質排出把握管理促進法への対象物質の追加や評価手法の導入等法令施行

への活用を図る。 

･各プロジェクトで得られた成果のうち、標準化すべきものについては、適切な標準化活

動(国際規格(ISO/IEC)、日本工業規格(JIS)、その他国際的に認知された標準の提案

等)を実施する。特に、2007 年度を目途に有害性評価手法等を経済開発協力機構

(OECD)にテストガイドラインとして提案し、国際標準化を推進する。 

 

8.政策目標の実現に向けた環境整備 

･科学的知見に基づく化学物質管理の推進や諸制度の見直しの促進など新たな規範の構築

を図る。 

･リスクコミュニケーションセンター(仮称)を設置し、事業者･国民･公的機関の化学物質

管理に関する冷静な対話(科学的知見の共有)を促進するための社会システムの構築を

図る。 

･プログラムにおける研究環境を活用･整備し、リスク評価の分野に能力を持つ人材を育

成する。 

 

9.改訂履歴 

（１） 平成 12 年 12 月 28 日付け制定。 

（２） 平成 14 年 2 月 28 日付け制定。化学物質総合評価管理プログラム基本計画(平成 12･

12･27 工総第 14 号)は、廃止。 

（３） 平成 15 年 3 月 10 日付け制定。化学物質総合評価管理プログラム基本計画(平成 14･

02･25 産局第 7号)は廃止。 

（４） 平成 16 年 2 月 3 日付け制定。化学物質総合評価管理プログラム基本計画(平成 15･03･

07 産局第 8号)は廃止。 
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化学物質総合評価管理プログラム・革新的温暖化対策技術プログラム 

「超臨界流体利用環境負荷低減技術研究開発」プロジェクト 

基本計画 

 

1．研究開発の目的・目標・内容 

   （1）研究開発の目的 

近年、地球環境保全の観点から、エネルギー及び有機溶媒多消費型の既存化学プロ

セスを置き換えるための、省エネルギー・省資源で環境への負荷が少ない化学プロセ

スの開発が必要不可欠となっている。これらを実現するためには、「液体に匹敵する大

きな溶解力」と「気体並の高い流動性と分子エネルギー」といった、液体・気体の両

方の優れた特性を併せ持つ超臨界流体を利用した、省エネルギー・低環境負荷型の化

学プロセス技術の開発が急務となっている。 

本研究開発では化学工業で基盤的・中核的な役割が期待できる超臨界流体を反応溶媒

とする有望な新化学プロセスを構築するための基盤となる技術を開発することを目的と

する。 

本研究開発は「化学物質総合評価管理プログラム」とともに、「革新的温暖化対策技

術プログラム」の一環として実施する。 

（2）研究開発の目標 

超臨界流体を有機合成プロセス技術、材料プロセッシング技術、エネルギー・物質変

換技術に利用し、高効率で簡素な化学プロセスの構築と、そのための共通基盤技術を開

発する。 

（3）研究開発内容 

上記目標を達成するために、以下の研究開発項目について、別紙の研究開発計画に

基づき研究開発を実施する。 

①超臨界流体プロセスの技術開発 

(a) 有機合成プロセス技術の研究 

(b) 材料プロセッシング技術の研究 

(c）エネルギー・物質変換技術の研究 

②基礎基盤技術の開発 

③超臨界流体技術の調査研究 

 

2．研究開発の実施方式 

（1）研究開発の実施体制 

本研究開発は、独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構（以下「ＮＥＤＯ

技術開発機構」という。）が企業、民間研究機関、独立行政法人、大学等（委託先から

再委託された研究開発実施者を含む）から公募によって研究開発実施予定者を選定後、

共同研究契約等を締結する研究体を構築し委託して実施する。 

共同研究開発に参加する各研究開発グループの有する研究開発ポテンシャルの 大限

の活用により効率的な研究開発の促進を図る観点から、研究体にＮＥＤＯ技術開発機構

が委託先決定後に指名する研究開発責任者（プロジェクトリーダー）を置き、その下に

研究者を可能な限り結集して効果的に研究開発を実施する。 

（2）研究開発の運営管理 

研究開発全体の管理・執行に責任を有するＮＥＤＯ技術開発機構は、経済産業省及び

研究開発責任者と密接な関係を維持しつつ、本研究開発の目的及び目標に照らして適切

な運営管理を実施する。また必要に応じて、ＮＥＤＯ技術開発機構に設置する委員会及

び技術検討委員会等、外部有識者の意見を運営管理に反映させる他、四半期に一回程度

プロジェクトリーダー等を通じてプロジェクトの進捗について報告を受けること等を行

う。 

 

3．研究開発の実施期間 

本研究開発の期間は、平成 12 年度から平成 16 年度までの 5年間とする。 
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4．評価に関する事項 

ＮＥＤＯ技術開発機構は、技術的及び産業技術政策的観点から、研究開発の意義、目

標達成度、成果の技術的意義並びに将来の産業への波及効果等について、ＮＥＤＯ技術

開発機構に設置する技術評価委員会において外部有識者による研究開発の中間評価を平

成 14 年度に、事後評価を平成 17 年度に実施する。なお、評価の時期については、当該

研究開発に係わる技術動向、政策動向や当該研究開発の進捗状況等に応じて、前倒しす

る等、適宜見直すものとする。 

   

5．その他重要事項 

（1）研究開発成果の取り扱い 

①成果の普及 

得られた研究開発成果については、ＮＥＤＯ技術開発機構、実施者とも普及に努め

るものとする。 

②知的財産権の帰属 

委託研究開発の成果に関わる知的財産権については、「独立行政法人新エネル

ギー・産業技術総合開発機構新エネルギー・産業技術業務方法書」第 26 条の規定等

に基づき、原則として、すべて受託者に帰属させることとする。 

     （2）基本計画の変更 

ＮＥＤＯ技術開発機構は、研究開発内容の妥当性を確保するため、社会・経済的状況、

内外の研究開発動向、産業技術政策動向、プログラム基本計画の変更、第三者の視点か

らの評価結果、研究開発費の確保状況、当該研究開発の進捗等を総合的に勘案し、達成

目標、実施期間、研究体制等基本計画の見直しを弾力的に行うものとする。 

（3）根拠法 

本プロジェクトは、独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法（平成 14

年法律第 145 号）第 15 条第 1項第 1号ハに基づき実施する。 

 

6．基本計画の改訂履歴 

（1）平成 12 年 3 月、通商産業省工業技術院によってプロジェクト基本計画を策定。 

（2）平成 14 年 3 月、省庁再編に伴う経済産業省とＮＥＤＯ技術開発機構の役割分担の

見直し、プログラム／プロジェクト制度の導入を受けて、プロジェクト基本計画

中の研究開発の目的、内容、目標を統一的に明記する等の改訂。 

（3）平成 15 年 2 月、平成 14 年度のプロジェクト中間評価結果及び「化学物質総合評

価管理プログラム」のリスク削減技術の位置付けをより明確にする観点から、

「（別紙）研究開発計画」の個別研究開発計画を 18 から 8 つへ集約するとともに、

リスク削減技術の観点から有用性が見込まれない「① 超臨界流体プロセスの技

術開発  (b) 材料プロセッシング技術」中のサブテーマ「熱可塑性高分子の超微

細発泡成形技術」及び「(c) エネルギー・物質変換技術」中のサブテーマ「超臨

界水中水素化反応等による重質資源の軽質化・クリーン化技術」の 2 サブテーマ

を平成 14 年度で終了する等の改訂。 

（3）平成 16 年 3 月、ＮＥＤＯ独立行政法人化に伴う、名称、根拠法等の改訂。 
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（別紙）研究開発計画 

 

研究開発項目① 「超臨界流体プロセスの技術開発」 

（ａ）有機合成プロセス技術の研究 

① 研究開発の必要性 

現在の有機合成プロセスでは、有機溶媒が使用されており、環境、人体への影

響が懸念されている。このため、有機合成プロセスにおいて化学物質のリスクが

低く、高効率で簡素な超臨界流体を利用した化学プロセスの開発が必要である。 

② 研究開発の具体的内容 

主として超臨界二酸化炭素、超臨界メタノール及び超臨界水を用いた化学品等

の合成反応や高分子重合反応を、有機溶媒を使用せず、かつ、高選択・高収率・

高速で行うための反応機構の解明及びプロセス構築に必要な工学基盤技術の開発

を行うことによって、化学物質のリスク削減に資する。 

イ．超臨界二酸化炭素反応場を利用した有機合成プロセスのリスク削減技術の

開発 

ロ．超臨界メタノール反応場を利用した有機合成プロセスのリスク削減技術の

開発 

ハ．超臨界水反応場を利用した有機合成プロセスのリスク削減技術の開発 

③ 達成目標 

末尾別表に記載 

 

(ｂ)材料プロセッシング技術の研究 

① 研究開発の必要性  

超臨界流体を利用した高分子、微粒子、薄膜等の機能性材料の創製技術は、一

部、実用化されているものの、産業的に用途の広い技術として使われていないの

が現状である。また、実用化されている一部の従来法においても、希釈剤として

の有機溶剤、金属溶解用の強酸、強アルカリなど有害化学物質が多く用いられて

いる。このため、超臨界流体を利用した材料創製時における機能発現機構を解明

し、酸、有機溶媒等を利用しない化学物質リスク削減型及び環境調和型の材料プ

ロセッシング技術を確立する必要がある。 

② 研究開発の具体的内容 

超臨界水を用いた微粒子、薄膜等の機能性材料創製時における機能発現機構の、

超臨界二酸化炭素を用いた高分子加工プロセスにおける相分離機構と材料機能発

現機構等の解明及びプロセス構築に必要な工学基盤技術の開発を行うことによっ

て、化学物質のリスク削減に資する。 

イ．超臨界流体を利用した高分子材料の創成及び合成プロセスのリスク削減技

術の開発 

③ 達成目標 

末尾別表に記載 

 

(ｃ)エネルギー・物質変換技術の研究 

① 研究開発の必要性 

超臨界水を用いた物質変換プロセスについては、酸化分解力が大きいこと、反

応速度が速いこと等により反応器設計を行う工学的視点での現象の解明と設計手

法の確立が不十分である。特に固体が混合した系では物質挙動について不明な点

が多いことから、これらの技術を工学基盤技術として確立する必要がある。また、

廃棄物処理等においては、焼却などの従来法では窒素酸化物、硫黄酸化物、ダイ

オキシン類等の有害化学物質が発生するので、その対策が必要である。 

② 研究開発の具体的内容 

超臨界水を主に用いた廃棄物等の工業原料への変換の基礎となる化学反応機構

の解明、熱エネルギー回収プロセス構築及びプロセス構築に必要な工学基盤技術

の開発を行うことによって、化学物質のリスク削減に資する。 

イ． 超臨界流体を利用した物質変換技術の開発 

ロ．超臨界水酸化雰囲気、還元雰囲気下に適した装置材料の選定技術の開発 
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③ 達成目標 

末尾別表に記載 

 

研究開発項目②「基礎基盤技術の開発」 

① 研究開発の必要性 

超臨界流体を利用したプロセス技術の確立には、従来の気体や液体を用いた高

温高圧プロセス技術とは異なる装置設計手法や測定手法等を適用する必要がある。

また、研究開発項目①「超臨界流体プロセスの技術開発」で得られたデータを有

意のものとするためには、産官学が利用できる実用化に資する共通基盤技術とし

て確立する必要がある。 

② 研究開発の具体的内容 

各プロセスの共通基盤技術確立に必要な超臨界流体のミクロ物性、流動、相平

衡等の基礎物性、反応機構、溶媒効果等の反応特性及び流動等の反応に関与する

因子に関して測定・解析を行い、これらと研究開発項目①「超臨界流体プロセス

の技術開発」より得られたデータにより、超臨界流体に関する基礎基盤、工学基

盤データベース、高温高圧下で酸素等の高圧ガス供給システムの安全技術、超臨

界流体物性推算法、シミュレーター及び超臨界流体環境下での材料選定指針等の

技術基盤を開発し、化学リスクを削減した化学プロセスの構築に資する。 

イ． 超臨界流体の基礎基盤に関するデータの取得と収集 

ロ． 超臨界流体の工学基盤に関するデータの取得と収集 

ハ． 産業、研究に資する超臨界流体データベースの構築 

ニ． 産業、研究に資する超臨界流体プロセスシミュレータの開発・構築 

③ 達成目標 

末尾別表に記載 

 

研究開発項目③「超臨界流体技術の調査研究」 

① 研究開発の必要性 

超臨界流体技術の開発は、欧米においても環境調和型技術、リサイクル技術と

して研究が進められている。また、広範なプロセス技術、装置・反応設計手法が

確立されていないことから実用化に至っていないのが現状である。このような状

況を踏まえ国内・海外における 新の技術動向を把握し、プロジェクトの研究実

施に反映させる必要がある。 

② 研究開発の具体的内容 

超臨界流体を利用した有機合成プロセス技術、材料プロセッシング技術、エネ

ルギー・物質変換技術、高圧ガス安全供給システム技術、化学特性、物性データ

等を対象に、国内・海外における技術動向に関する調査研究を行い、リスク削減

に有望な新反応プロセスの概念設計・総合評価、反応システムの可能性と適用性

を検討する。 

③ 達成目標 

研究開発の①「超臨界流体プロセスの技術開発」及び②「基礎基盤技術の開

発」で得られた成果との相互の連携を図り、省エネルギー・低環境負荷型の新化

学プロセスを構築するために必要となる技術課題を提案する。 

 

別表：達成目標 

個別研究開発項目 達成目標 

研究開発項目① 「超臨界流体プロセスの技術開発」 

(a) 有機合成プロセス技術の研究 

イ．超臨界二酸化炭素反応場

を利用した有機合成プロセス

のリスク削減技術の開発 

・ MDA(メチレンジアニリン)等の様々な含窒素芳香族化

合物の水素化反応で、転化率 95%、選択率 90%以上を

達成する。 

・ 環状炭酸エステル合成において、固体触媒（流通

系）で転化率 50%、選択率 95%、錯体触媒で転化率

99%、選択率 99%を達成する。 
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ロ．超臨界メタノール反応場

を利用した有機合成プロセス

のリスク削減技術の開発 

・ ゼオライト触媒を用いた 2,6-ジメチルナフタレン合

成反応において、高温のメチル化反応に耐える寿命

の長い触媒系の開発、および転化率 30%、全ジメチル

ナフタレン中の 2,6-体比率 65%、2,6-体/2,7-体の生

成比 2.6 を達成する。 

・ 固定床流通式反応装置を用いて、2-アミノエタノー

ルの N,N-ジメチル化反応において 300℃で転化率

100%、ワンパス反応でジメチル化生成物の収率 90%を

達成する。 

・ メタクレゾールのオルト位ジメチル化反応に有効な

触媒探索の検討を行い、300℃～350℃でメタノール

収率 100%、触媒寿命 200 時間以上、転化率 100%及び

ワンパス反応でオルト位ジメチル化生成物の収率 95%

を達成する。 

ハ．超臨界水を利用した有機

合成プロセスのリスク削減技

術の開発 

・ 超臨界水を利用した水和反応プロセス技術におい

て、プロピレンからイソプロピルアルコールの選択

率 95%を達成する。 

(b) 材料プロセッシング技術の研究 

イ．超臨界流体を利用した高

分子材料の創成及び合成プロ

セスのリスク削減技術の開発 

・ 超臨界二酸化炭素のポリマーへの高い溶解性・浸透

性と高い膨張率を利用した高分子成型加工プロセス

において、ガラス転移温度等のポリマー物性の定量

化を行うとともに、それに基づいて粘性低下機構や

相分離発生・成長のメカニズムを解明する。 

・ 金属及び金属酸化物の微粒子を材料表面や内部に均

一に分散させる無機/有機高分子複合化技術開発にお

いて、微粒子分散層の形成機構を解明するともに、

実用化技術展開への策定を行う。 

・ 二酸化炭素を媒体とした超臨界急速膨張法による無

機材料の創成技術開発において、μm オーダーのパ

ターン化材料等の薄膜創成のためのプロセス設計指

針を確立する。 

・ 超臨界水反応場を利用した無機微粒子の合成技術開

発において、超臨界状態を含む高温高圧反応場での

無機微粒子の連続合成プロセス技術を構築する。 

(c) エネルギー・物質変換技術の研究 

イ．超臨界流体を利用した物

質変換技術の開発 

・ 超臨界水酸化反応によるエネルギー回収プロセス技

術の開発において、超臨界水酸化プロセスの反応容

器の設計、解析に適用できる反応モデルと流動モデ

ルを結合したシミュレーションモデルを確立する。 

・ プラスチック廃棄物の化学リサイクルプロセスの開

発において、超臨界水による縮重合型及び付加重合

型プラスチックの有効物質やモノマーへの変換リサ

イクルプロセスを開発し、粉砕したプラスチック廃

棄物を水とともにスラリー状で超臨界水反応場へ連

続かつ安定的に供給する高圧供給系の設計手法を確

立する。 

ロ．超臨界水酸化雰囲気、還

元雰囲気下に適した装置材料

の選定技術の開発 

・ 超臨界水酸化雰囲気化で使用する反応器材料の選

定・開発を行う。 

・ 超臨界水環境および超臨界水還元性環境における材

料腐食評価、応力腐食割れ評価マトリックスの構築

を行い、反応容器などの装置構成材の材料選定指針

の確立を行う。 

研究開発項目② 「基礎基盤技術の開発」 

イ．超臨界流体の基礎基盤に ・ 高温高圧 in-situ 分光的測定法によって超臨界水・
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関するデータの取得と収集 二酸化炭素・メタノール中のミクロ特性やその中で

の化学反応過程を明らかにする。 

・ in-situ 分光的測定技術の高度化を図るため、測定セ

ルの改良及び開発を行う。 

・ 超臨界流体と有機化合物、高分子、無機物等との混

合系の相平衡、溶解度、界面張力等の平衡物性、輸

送物性、熱物性等のマクロ特性データの測定及び解

析を行う。 

ロ．超臨界流体の工学基盤に

関するデータの取得と収集 

・ 超臨界流体を用いたシステム構築に必要な、単位操

作、反応、材料等の工学基盤に関するデータの取

得、収集を行う。 

・ 高圧ガス供給システム安全技術に関するデータベー

ス構築を行う。 

ハ．産業、研究に資する超臨

界流体データベースの構築 

・ 研究開発項目①及び上記のイ、ロで得られた成果に

基づいて、産業、研究に資する超臨界流体データ

ベースを構築し、公開する。 

ニ．産業、研究に資する超臨

界流体プロセスシミュレータ

の開発・構築 

・ 研究開発項目①及び上記のイ、ロで得られた成果に

基づいて、産業、研究に資する超臨界流体プロセス

シミュレータを開発・構築する。 
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(別紙）研究開発スケジュール

年度
研究項目
①超臨界流体プロセスの技術開発

(a)有機合成プロセス技術の研究

(b)材料プロセッシング技術の研究

(ｃ）エネルギー・物質変換技術の研究

イ．超臨界流体を利用した物質変換技術の開発 

②基礎基盤技術の開発

ニ．産業、研究に資する超臨界流体プロセス
シミュレーターの開発構築

イ．超臨界流体の基礎基盤に関するデータの取
得と収集

ロ．超臨界流体の工学基盤に関するデータの取
得と収集

ハ．産業、研究に資する超臨界流体データベース
の構築

ロ．超臨界メタノール反応場を利用した有機合成
プロセスのリスク削減技術の開発

ハ．超臨界水反応場を利用した有機合成プロセ
スのリスク削減技術の開発

イ．超臨界流体を利用した高分子材料の創成及
び合成プロセスのリスク削減技術の開発

ロ．超臨界水酸化雰囲気、還元雰囲気下に適し
た装置材料の選定技術の開発

15 16 17

イ．超臨界二酸化炭素反応場を利用した有機合
成プロセスのリスク削減技術の開発

12 13 14

中

間

評

価

事

後

評

価
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「超臨界流体利用環境負荷低減技術開発研究」プロジェクト用語集 

研究開発項目① 「超臨界流体プロセスの技術開発」 
(a) 有機合成プロセス技術の研究 

用語 解説 

核水素化反応 芳香族化合物の芳香環（核）を水素化する反応。 

核水素化反応における立

体選択性 

二つ以上の置換基を持つ芳香族化合物の核水素化反応で得られ

る異性体(cis 体、trans 体)に関する選択性。 

芳香環の部分水素化 芳香環の三つの二重結合のうち一部だけを水素化すること。 

反応分離・抽出 水相中で基質を反応させた後、目的生成物を別の相に抽出する

ことで触媒から分離すること。目的生成物からの過反応を抑え

ることができる。 

アニリン 芳香族アミン化合物の中で も単純な構造の化合物。 

S/C 基質(Substrate) / 触媒(Catalyst) mol 比。 

TOF 

 

単位時間(1h)中に触媒 1mol あたり反応した基質の mol 数。

(mol/mol・h) 

MDA Methylene Dianiline の略。 

H2N NH2

Methylene Dianiline

3H2

R R

R1

R2

R1

R2

R1R2

cis trans

+
3H2

H2
or

溶解

反応

分離（抽出）

水相

有機相

溶解

反応

分離（抽出）

水相

有機相

水相

有機相

NH2

Aniline
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CHDA Methylenebis(cyclohexylamine)の略。 

H12-MDI Dicyclohexylmethane Diisocyanate の略。 

ADI 脂肪族系ジイソシアネート(Aliphatic Diisocyanate)の略。 

MDI Diphenylmethane Diisocyanate の略。代表的な芳香族ジイソシ

アネートの一つ。 

TDI Tolylene Diisocyanate の略。代表的な芳香族ジイソシアネー

トの一つ。 

アセチル化反応 ヒドロキシル基をアセチル基に変換すること 

R R'

OH

R R'

O

O

 

速度論的分割 R 体と S体の反応速度の差を利用する光学活性体の合成 

R R'

OH

R R'

OR

R R'

OH

R R'

OH

 

不斉収率 (%)  

光学純度を示す指標  ee 

 

R体ーS体

R体+S体
X 100ee (%)  =

 

H2N NH2

Methylenebis(cyclohexylamine)

OCN NCO

Dicyclohexylmethane Diisocyanate

OCN

NCO

H12-XDI

OCN

NCO

IPDI

OCN

NCO

H12-TMXDI

他のADI類

HDI

OCN NCO6

OCN NCO

Diphenylmethane Diisocyanate

NCO

NCO

NCO

NCO

Tolylene Diisocyanate
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E 値 S 体と R体の反応初速度の比 

 

ラセミ体 R 体と S体が同量含まれている物質 

 

光学活性体 R 体もしくは、S体のみからなる物質 

 

リパーゼ 脂肪のグリセロールと脂肪酸への加水分解を触媒する酵素 

無水条件下では、その逆反応のエステル化反応も触媒する 

 

Novozym435 Candida antarctica 由来のリパーゼ Bを固定化したもの 

 

亜臨界、超臨界水  臨界温度、臨界圧力を超えた水（それぞれ、374℃、22.1MPa）

を超臨界水という。亜臨界に厳密な定義はないが、臨界点より

も少し低い温度領域を指す。 

核水素化反応における立

体選択性ＴＤＩ 

トリレンイジソシアナート、ポリウレタンの原料。 

 

イオン積 純粋な水はきわめてわずかに解離して、水素イオンと水酸化物

イオンとを生じ、未解離の水と平衡を保っている。それぞれの

モル濃度を［H+］、［OH-］、［H2O］とすると、イオン積＝［H+］

［OH-］／［H2O］である。 

臨界点近傍 

 

近傍に厳密な定義はないが、臨界温度、臨界圧力に近い条件領

域を指す 

水素結合 水素原子より電気的に陰性な原子ＸとＹが水素原子を介して弱

く結びつく結合Ｘ－Ｈ－Ｙをいう。 

酸 

 

水中で解離して、水素イオンを発生する物質（ブレーンステッ

ド酸）。または、電子対を受け入れる物質（ルイス酸）。 

塩基 水素イオンを受容する物質。または、電子対を供与する物質。 

選択率 反応を行ったとき、全生成物に占める主反応生成物の割合。 

触媒 

 

熱力学的にみて化学反応の進行が可能である物質系に、比較的

少量を添加して反応を促進させ、あるいはいくつかの可能な反

応のうちで特定のものを選択的に進行させる物質をいう。 

オレフィン 一般式 CnH2nで表され、二重結合を一つもつ不飽和鎖式炭化水素

の総称。 

水和 ここでは、水を結合させる反応のこと。 

アルキル化。 有機化合物の水素原子をアルキル基で置換すること。 

ニトリル 一般式 RCN。シアン基（-CN）が炭化水素基Ｒの炭素原子に直接

結合した化合物 

芳香族 ベンゼン核を持つ炭素環式化合物をいう。 

in-situ その場観測。 

ＩＲ Infrared spectrum。赤外スペクトル。赤外線の領域に現れる

物質の吸収または発光スペクトル。 



 

 xlv

分光 分光分析。物質の分光学的特性を利用して行う化学分析。 

二量化 ２個の分子が重合する反応。 

反応平衡 

 

化学平衡。化学反応において、原系から生成系に向かって反応

が進行し、生成系が生ずるにしたがい、生成系から原系へ向か

う逆反応が速くなり、ついに正反応速度と逆反応速度がつり

あって外見上反応が停止したようになった状態。 

理想気体 

 

内部エネルギーが密度によらず温度だけの関数である理想的な

気体。実在気体の密度を小さくした極限。 

異性化 異性体を生ずる反応。分子式は同じであるが、構造が異なるた

め、性質の異なる化合物となる。 

アルコール 

 

：鎖式または脂環式の炭化水素の水素原子を水酸基 OH で置換

したヒドロキシ化合物の総称。 

アマイド 

 

アミド。アンモニア（NH3）またはアミン（RNH2）の水素が、

アシル原子団（RCO）によって置換された構造をもつ化合物の

総称。 

転化率 反応を行ったとき、生成物となった原料の割合。 

収率 反応を行ったとき、出発物質が生成物に変換された割合。 

炭化水素 炭素と水素からなる化合物の総称。 

酸触媒 酸を与えることで反応を促進させる物質 

担体 触媒機能を有する物質を安定に担持する固体 

体積流量 単位時間当たりに流れる流体の体積。 

カルボカチオン 炭素陽イオン。陽電荷をもつ炭素分子種のこと。 

酸点 酸触媒作用を示す固体表面上の特定の場所のこと 

速度論 化学反応の速度が反応物の濃度や反応温度などの諸因子にどの

ように依存するかを記述するもの。 

吸着平衡定数 ある物質が固体表面に吸着する速度と、逆に脱着する速度がつ

りあい、外見上物質の移動が停止したようになった状態を吸着

平衡という。ここで吸着速度 ra、及び脱着速度 rdが下記のよう

に示され、 

ra = ka [A] (1-θA)   

rd = kdθA   

（ka、kd はそれぞれ吸着速度定数、脱着速度定数。[A]は吸着物

質の濃度、θAは触媒表面上に物質Ａが被覆している割合） 

このときの ka/kdを吸着平衡定数という。 

Langmuir-Hinshelwood の

吸着モデル 

触媒表面上において、反応種である複数物質の相界面近傍にお

ける競争吸着平衡が成立していて、それら吸着種の反応が律速

であるという反応モデルのこと。 

活性化エネルギー 化学反応の遷移状態と反応原系のエネルギーの差。化学反応な

どの速度過程が起きるときは、反応原系がエネルギーの高い遷

移状態を経て生成系に移行すると考えられている。 

反応速度定数 反応速度 rを 

r = k [A]a [B]b [C]c （[A]は物質Ａの濃度） 

と定義した場合 kを反応速度定数という。 
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次数 上記反応速度 r に対して、a + b + c をその反応の反応次数、

または単に次数という。 

アレニウス型 反応速度定数 k が絶対温度Ｔの逆数を含む指数関数の形で表さ

れる関係のことで、 

k＝Ａ exp（－ΔＥ／ＲＴ） 

と表される。 

（ここで、Ａ、ΔＥは対象とする反応により決まる値で、Ａは

圧力因子、ΔＥは活性化エネルギー、Ｒは気体定数と呼ばれ

る。） 

アレニウスプロット 上記アレニウス型の速度定数の定義に基づいた、絶対温度Ｔの

逆数に対する速度定数 kの対数値のプロットのこと。 

酸強度 固体の酸を与える機能の強さ。この酸強度と酸量（酸点の数）

によって固体の酸性が決まる。 

電気陰性度 原子が電子をひきつける度合いを数値で表したもの。数値が大

きいほど電子をひきつける度合いが強くなる。 

pzc 固体の表面電荷が０になるときの周りの流体の pH のこと。 

移動熱 物質が拡散などで移動する過程で発生または吸収する熱のこ

と。 

部分酸化 物質を酸化させる反応で、完全酸化まで行かず、部分的に酸化

をさせること。 

量論 化学反応の量的関係を説明する理論のこと。化学反応は反応系

内の個々の分子が反応により決まる形式による組み換えである

から、反応に関与した量は比例関係が成立する。 

アリル酸化 アリル基（有機化合物中の基 CH2=CHCH2-）が金属原子と結合し

た錯体の生成を経て進行する酸化反応。出発物質はオレフィン

等、生成物は不飽和カルボン酸等である。 

エポキシ化 酸素を含む三員環エーテルを生成する反応のこと。 

カニッツァロ反応 水酸化アルカリを触媒として、2 分子のアルデヒドが酸化と還

元を受けて、それぞれカルボン酸とアルコールを生成する反

応。 

例)    2 C6H5CHO + H2O → C6H5COOH + C6H5CH2OH 

アルドール縮合 酸、塩基いずれかの触媒により、カルボニル化合物間に炭素-

炭素結合を形成する天然物合成上重要な反応。 

例)    2 CH3COCH3 → CH3-CO-CH2-C(OH)(CH3)2 

エステル 酸とアルコールが脱水縮合して生成した化合物で、カルボン酸

エステルを指すことが多い。一般に芳香のある液体で、人工果

実エッセンスとして使われる。 

加水分解 エステルなどに含まれる、脱水縮合によって形成される結合、

および理論上これに相当する構造を持つ結合が、水分子の付加

によって切断される反応。酸または塩基触媒によって促進され

る。 

アルデヒド アルデヒド基-CHO を有する化合物の総称。極めて酸化されやす

く、容易に相当するカルボン酸となる。 

カルボン酸 カルボキシル基-COOH を有する化合物の総称。カルボン酸の水

溶液は他の有機酸に比べ、強い酸性を示す。 

ギブズの自由エネルギー 一般の熱力学系の平衡状態を規定する も基本的な量。 

G ≡ H - TS = U + pV - TS 
で定義される示量性の熱力学的状態量である。ここで、U は内

部エネルギー、H はエンタルピー、S はエントロピー、p は圧

力、Vは体積、Tは絶対温度を表す。 

反応中間体 一つの化学反応過程で、単離することはできないが、中間に生

ずる不安定な分子種で、イオン種、ラジカルなどが知られてい
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る。 

Claisen-Schmidt 縮合 芳香族アルデヒドと脂肪族アルデヒドおよびケトンとの塩基触

媒による縮合反応。 

例)   C6H5CHO + CH3COC(CH3)3 → C6H5CH=CHCOC(CH3)3 

                     NaOH, H2O, EtOH 

酸解離 酸 HA が解離平衡 HA ⇔ H+ + A-に従って解離すること。ここ

で、Hは水素、Aは Acid(酸)を表す。 

キャラクタリゼーション ある物質を特定するために必要な特性を規定すること。 

結晶構造 結晶（内部構造が三次元的に構成原子の規則正しい繰り返しで

できている固体）における構成要素（原子、イオン、分子な

ど）の配列の仕方のこと。特に結晶内の分子の構造及び分子同

士の充填の様子を指す。 

回分型反応装置 

[batch reactor] 

 

バッチリアクター。孤立した反応容器内部に原料、触媒などを

入れた状態で反応を行い、終了後、生成物の入った反応液全体

を外に出して一括処理する。 

連続流通反応装置 

[flow reactor] 

フローリアクター。原料物質をパイプ状の反応管を流通させる

間に反応を行わせるもの。触媒は多くの場合固定床方式で用い

られる。 

固定床式 

[fixed bed method] 

固体状の触媒を反応装置内の特定の場所に固定した状態で用

い、その上で反応物質を流通させつつ生成物を得る方式。 

反応速度定数 

[reaction rate 

constant] 

 

反応速度が系中に存在する反応物質の質量の簡単な関数で表し

うる場合にその反応系に固有の量として得られる定数。たとえ

ば反応速度がある単一の反応物質の濃度に比例する場合（一次

反応）においてはその比例定数をさす。 

一次反応速度定数 

[first order reaction 

rate constant] 

 

生成物の生成速度もしくは反応物の失われる速度が、単一の反

応物の量に比例する場合（一次反応）にはその反応物質Ａの量

を[A]と表すとＡの濃度の変化は比例定数ｋを用いて d[A]/dt = 

-k[A]という微分方程式を満たして変化する。ｋを一次反応速

度定数という。時刻０及びｔにおけるＡの濃度をそれぞれ A0, 

At とすればこの微分方程式の解として At=A0exp(-kt)が得られ

る。この式のように単一の指数関数にしたがって反応が進行す

る場合、任意の時刻 t における実験データ（At）からｋを求め

ることができる。 

擬一次反応 

[pseudo-first order 

reaction rate constant] 

二分子以上の分子が反応に関わる場合、一般的に反応速度は単

一成分の濃度に比例する形では得られないが、第一の反応物質

以外が大過剰に存在してその量の変化分が無視できる場合など

は、みかけ上、一次反応に従った変化を示す。このような場

合、反応は擬一次反応に従うという。 

アーレニウスプロット 

[Arrhenius Plot] 

反応速度の温度依存性を調べて速度定数の対数を温度の逆数に

対してプロットして得られるグラフを Arrhenius Plot と呼

ぶ。多くの反応において少なくとも特定の温度範囲では直線性

が得られると考えられている。直線は２個の数で決定される。

その傾きから「活性化エネルギー」が、温度を無限大に外挿し

た切片から「頻度因子」が得られる。理論的な考察から、反応

中の分子は「活性錯合体」と呼ばれる、反応物と生成物との中

間にあるもっともエネルギーの低い遷移状態にあたる複合分子

系と反応分子系との間での化学平衡が達成されており、ボルツ

マン分布に従って熱的に生成する複合分子系がある確率で生成

系に移行することで反応が進行すると考える。 
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活性化エネルギー 

[Activation Energy] 

Arrhenius Plot から実験的に得られるパラメータ。理論的には

原系（反応系）と活性錯合体とのエネルギーとのエネルギー差

として解釈される。原系と活性錯合体との間に熱力学的平衡が

成立していると考える。 

 

活性錯合体 

[Activation Complex] 

原系（基底状態にある反応にかかわるすべての分子を一そろい

含む分子系）の分子集団が生成系に移行する際に必要 小限の

極大エネルギー状態にある分子複合体。 

頻度因子 

[Frequency Factor] 

Arrhenius Plot から実験的に得られるパラメータ。活性錯合体

にある複合分子が生成物に変化する確率に対応すると解釈され

る。有効触媒量も反映する。 

ボルツマン分布 

[Boltzman 

Distribution] 

統計力学的な考察から得られる熱力学的平衡状態にある分子の

エネルギー分布。分布頻度として Exp（－E/(kT)）で表される

分布。ここでｋはボルツマン定数、E は分子のエネルギー、T

は絶対温度。 

リテンション 

[retention (stereo 

Chemiostry)) 

 

置換反応の立体化学において、立体が保持されることを言う。

具体的には４配位の場合、置換基間の立体配置を保ったままひ

とつの置換基だけが置き換わった形の物質が生成物として 終

的に得られることを言う。インバージョンを伴う素反応が２回

続けて起これば結果としてリテンションとなる。 

 

インバージョン 

[inversion (stereo 

chemistry)] 

置換反応の立体化学において、立体が反転することを言う。５

配位中間体を通る SN2 反応において見られ、置換基の立体配置

はい入れ替わる。 

リーチング 

[leaching] 

元来、岩石などから特定の無機成分が流れ出すことを言う用

語。ここでは触媒担体から有効触媒成分が流れ出てしまうこと

をさす。 

ＷＨＳＶ 

[Weight-Hourly Space 

Velocity] 

連続流通反応系において単位時間あたりに単位重量の物質が触

媒層と接触する速度。反応物質の触媒層通過頻度。 

 

 

Wittig 反応 モノアルキルホスホニウム塩に塩基を作用させて脱プロトンに

よって生成するホスフィンイリド（P もしくは P+-C-結合をも

つ物質）とアルデヒド、ケトン等のカルボニル化合物との反応

によって C-C 結合を生成する反応。 

触媒 熱力学的にみて化学反応の進行が可能である物質系に、比較的少

量を添加して反応を促進させ、あるいはいくつかの可能な反応の

うちで特定のものを選択的に進行させる物質。その作用を触媒作

用という。とくに反応速度の増大作用に着目して(負触媒に対し)

正触媒ということがある。添加した触媒の量は反応の前後でまっ

たく変わらないことが多く、反応系の化学量論的変化を示す化学

方程式に含まれず、少量であるため、その作用は系の平衡の位置

にほとんど影響しない。触媒作用は主として活性化エネルギーを

低下させることにもとづくため、反応系の正反応も逆反応もとも

に促進する。したがって、触媒利用の目的である正反応だけを促

進するためには、生成物を反応系から除くなど、平衡を移動させ

る必要がある。また反応の選択作用は、反応物分子の触媒への特

定の配位や吸着状態によると考えられる。触媒は、水溶液中の酸

触媒のように均一反応系と同じ相にある均一系触媒と、気相や液

相の反応系に添加した固体触媒のような不均一系触媒に分類され

る。 
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固体酸 陽子供与体または電子受容体としてはたらく固体をいう。固体酸

は一般の酸のように塩基性指示薬を変色させたり、塩基を吸着す

る性質をもつ。酸性白土のような天然に産する粘土鉱物、シリカ

とアルミナをいろいろな割合で混合したシリカアルミナ、陽イオ

ン交換樹脂、通常の酸を担体に付着させた固形化酸(たとえば、

シリカゲルやアルミナに硫酸、リン酸などを付着させたもの)、

酸化アルミニウム、酸化バナジウムなどの無機化合物などがその

例である。とくにその触媒としての性質は重要であり、均一酸触

媒にくらべて活性および選択性においてすぐれていることが知ら

れている。 

固体塩基 固体状態でその表面が塩基性を示す物質。アルカリ金属、アルカ

リ土類金属の酸化物、水酸化物、炭酸塩あるいはこれらを含む混

合酸化物がその例である。指示薬の呈色、CO２の吸着などにより

表面塩基性が特徴づけられる。塩基性を示す表面サイトは、酸化

物イオン、水酸化物イオンであるが、その配位数、格子欠陥の有

無により塩基性強度と量が変化する。オレフィンの異性化、アル

キルベンゼンのアルキル化、アルドール縮合などに独特の触媒作

用を示す。 

固体酸塩基両機能性触媒 固体酸性と固体塩基性の両方を有する物質。特定の条件で調製し

た酸化ジルコニウムや、固体酸と固体塩基を複合化させた複合酸

化物が知られている。一般に、その酸性と塩基性はさほど強くな

いかわりに、酸点と塩基点が共役して触媒作用を示し、極めて独

特な反応選択性を示すことがある。 

固定床流通式反応装置 固体触媒反応、吸着、イオン交換をはじめとする流体と固体との

接触操作を目的として固体粒子を詰めた反応装置の総称。流動

層、移動層など他の接触方式と比較して、操作が簡単であるこ

と、流れ方向の逆混合が小さく、滞留時間分布が小さいために効

率が高いことなどが特徴である。一方熱移動の速度が小さいこと

が設計に際して考慮すべき点として挙げられる。 

プローブ分子 

 

 

主に、固体の酸・塩基性を解析する目的に使用される試験用分

子。例えば、酸性質を調べるためにはアンモニアやピリジン、塩

基性質にはCO2などが用いられる。 

プローブ反応 主に、固体の酸・塩基性を解析する目的に使用される試験用の反

応をいう。たとえば、2-プロパノールを利用するプローブ反応で

は、固体酸で脱水反応生成物（プロペン）が得られ、固体塩基で

は脱水素反応生成物（アセトン）が得られる。これらの生成物の

比率により、固体の酸塩基性を評価する方法。 

官能基 ［１］作用基、特性基ともいう。有機化合物の分子構造の中で、

1つの同族列の各同族体に共通に含まれ、その同族列に共通な反

応性の原因となる原子団または結合様式。たとえばエチレン系炭

化水素の＞C=C＜、カルボン酸類のカルボキシ基‐COOH、ケトン

類のカルボニル基＞C=Oなど。 

［２］分子内の反応性に富む基、たとえばイオン性の基や遊離基

をさすこともある 

官能基選択性 同一分子内に複数の官能基を有する化合物（多官能性化合物）

の、特定の官能基のみの反応選択性。 

位置選択性 芳香族化合物の芳香環上の反応部位選択性。官能基のある炭素原

子から順に、オルト位、メタ位、パラ位と呼ばれる。 

逐次反応 連続反応、連発反応ともいう。ある化学反応の生成物がさらに別

の反応をおこしてほかの生成物に変わる場合に、その全反応を連

続反応という。たとえば、2Na＋HgCl→2NaCl＋Hgの反応は次の2

つの反応が連続しておこった結果生じた反応である。 

      Na＋HgCl→NaCl＋HgCl  HgCl＋Na→NaCl＋Hg  
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一般に1つの化学方程式で表わされる反応も、実際は多くの素反

応の組合せからなる連続反応であることが多い。連続反応を構成

する諸反応のうち、 初の反応と 終生成物を生ずる 後の反応

以外のものを中間反応(intermediate reaction)という。連鎖反

応も連続反応の一種である。連鎖反応以外の連続反応を逐次反応

(consecutive reaction)ということもある。反応中に、固体触媒

表面やミクロ細孔内に炭素分が析出する現象をいう。固体上に沈

着する重質成分や有機分子の分解により生じる前駆体が熱的に変

化して炭化する。これにより、固体触媒活性が劣化する。 

コーキング 反応中に、固体触媒表面やミクロ細孔内に炭素分が析出する現象

をいう。固体上に沈着する重質成分や有機分子の分解により生じ

る前駆体が熱的に変化して炭化する。これにより、固体触媒活性

が劣化する。 

マルチマニュファクチャリ

ングシステム 

 

同一触媒、１つの反応器（固定床流通式反応器）を使用して原料

や製品タンクを切替ることによって目的に応じた生産量で簡便に

製造できる反応システム 

ラングミュア‐ヒンシェル

ウッド反応機構 

 

 

表面反応の代表的反応機構で、ラングミュアが彼の導いた吸着等

温式を表面反応に適用し、ヒンシェルウッドがこれを一般化し

た。この機構によると、反応分子はいずれもまず表面に単分子層

として吸着し、吸着状態での分子間反応により生成した分子が表

面から脱離して反応が進行する。固体触媒反応はこの機構にした

がうものが 

多い。分子A、Bがこの機構にしたがって反応するとき、表面上の

吸 

着部位に両分子が競合して単分子層吸着するとする。そのとき吸

着、脱離が吸着分子間の反応にくらべて十分速くおこるとすると

両分子の吸着は平衡にちかく、単位表面積あたりの反応速度rは

[式]で表わされる。 

  [式] 

kは吸着分子間の表面反応の速度定数、nは吸着部位の表面密度、

sは1つの吸着部位のまわりの 近接吸着部位数、θ、θ、P、Pお

よびK、Kは、それぞれ分子A、Bの表面被覆率、分圧および吸着平

衡定数である。吸着平衡定数Kは、吸着熱Q、定数aによりK＝

a*exp(Q/RT)の形をとり、速度定数kはアレニウスの式で表わされ

るから、反応分子の分圧や吸着平衡定数の相対的大きさによって

反応 

速度の分圧や温度への依存性は変化する。さらに反応分子の解離

吸着、生成物分子や触媒毒分子の強吸着による阻害、一方の反応

分子の別種の吸着部位への非競合吸着などを考慮して種々の速度

式が導かれる。 

精留 蒸留ということも多い。塔内で液と蒸気とを向流接触させ、蒸気

の凝縮熱を利用した液の蒸発と分縮をくり返し、適当な還流を行

ない、分離をよくする蒸留をいう。このような操作を行なう装置

を精留塔(rectifying column、rectifying tower)といい、缶、

塔、凝縮器から成り立っている。缶はスチル、蒸留缶、または釜

といわれ、ここに加えられた熱によって蒸気を発生させる。塔と

しては充填塔、段塔などが主として用いられ、連続精留において

は塔の中央部に原料を供給し、塔頂と塔底から製品を得るように

なっている。原料送入部より上の部分を濃縮部、下の部分を回収

部とよぶ。 

還流 いったん蒸気となったものが凝縮して液となり再びもとに戻る流

れをいう。還流は蒸留塔の精留作用を増すためになされる。還流
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量Lと留出量Dとの比L/Dを還流比(reflux ratio)という。留出量

が0のときは還流比は無限大となるが、このときを全還流といい

精留能力は 大となる。また還流比を減少していくと精留能力も

減少し、ついには所望の留出濃度を得るには無限の理論段数が必

要となる。このときの還流比の値を 小還流比という。 

示差熱分析 DTAと略称。試料と基準物質(測定温度範囲内で熱的異常を示さな

い物質)を一定の温度上昇率で加熱し、両者の間に生じる温度差

から試料の熱的性質を解析する方法。試料が加熱されて相転移、

分解、融解などの変化をおこすと、変化に相当する温度で発熱

(構造変化、酸化など)、吸熱(構造変化、一部成分の脱離など)が

おこることを利用したもの。相図の作成、鉱物の同定などに広く

用いられている。 

熱重量分析 熱分析の1つ。ＴＧＡと略称。一定の昇温速度のもとにおける物

質の重量(または。質量)変化を経時的に測定する方法をいう。熱

重量測定では単に質量変化がわかるだけで、脱水によるものか、

その他の化学変化による気体の脱離によるものかは不明である。

示差熱分析を併用(TG-DTA分析)したり、加熱前後の試料について

赤外吸収、X線回折、磁化率などを測定したり、あるいは発生気

体の分析を行なうことは、熱重量測定による変化過程を研究する

うえで重要である。 

X線回折計 粉末試料による単色X線の回折角を変えながら回折線の強度を計

数管で測定し、強度と角度を自動的に記録する装置。X線粉末回

折計または粉末用ディフラクトメーターともいう。コリメーター

やソーラー・スリットなどを組み合わせて、適当な開き角のビー

ムをつくる。試料と計数管を連動させるゴニオメーターは、粉末

試料の場合は、ふつう板状に成形したものを角速度ωで回転する

と同時に計数管を2ωで回転し、その回転軸と平行な線焦点を用

いて、回折線を計数管の直前で集める。計数管はふつう比例計数

管かシンチレーション検出器を波高分析器と組み合わせて使う。

接触時間 滞留時間ともいう。通反応系において、反応系物質をふくむ流体

が高温や光照射あるいは触媒を充填した反応器の部分を通過する

のに要する時間をいう。 

空間速度 SVと略称。流通系反応、とくに気相反応において、原料供給容積

速度Fの反応器容積Vに対する割合F/Vをいう。反応物が液体で供

給される場合には、反応器内で蒸気であっても、液体の容積基準

で表わされた空間速度が用いられることが多い。この場合は、液

空間速度（LHSV）という。反応流体の容積速度Fは気体では0℃、

1atm、液体では15℃(時間単位は時間)の値に換算して用いる。ま

た触媒充填層反応器ではVとして触媒層容積Wが用いられる。いず

れの場合も、空間速度の単位は1/hとなる。反応器の操作条件を

表わすのに簡便で、工業的に広く用いられる。 

核磁気共鳴 NMRと略称。原子核のスピンによる磁気共鳴。試料の状態に応じ

て核磁気誘導、スピンエコー、2重共鳴(ENDOR)、分子線磁気共

鳴、原子線磁気共鳴などの方法も用いられるが、共鳴に伴う電磁

場の吸収、すなわち核磁気共鳴吸収法が も一般的である。固体

を対象とする広幅核磁気共鳴と、気体、液体、固体を対象とする

高分解能核磁気共鳴がある。共鳴周波数は用いる磁場と核種に

よってほぼ決まるが、核周辺の電子密度の相違によって少しのず

れ(化学シフトやナイト・シフト)が認められる。化学シフトやス

ピン‐スピン結合の観測から、物質中の原子配置、電子構造、分

子の微細構造などに関する情報が得られる。H原子が も測定容

易で、有機化合物の分子構造の研究に広く用いられているが、近

年パルス法によるフーリエ変換核磁気共鳴(FT-NMR)や多次元NMR

などの技術の開発によって、磁気モーメントをもつほとんどすべ
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ての核種について測定が可能となった。13C、14N、15N、19F、

31Pなどはその代表例であり、なかでも13CのFT-NMRは広範囲に利

用されている。 

ユーティリティ 製造プラントを運転する際に供給する必要がある電力、蒸気、エ

ネルギー(C重油など)、工業用水(CW)、ガス（窒素など）。 

原単位 単位時間、単位量の製品を製造する際に必要な原料量、ユーティ

リティ量。 

変動費 製品の製造量に比例して変化する原料やユーティリティ(用役)の

費用。 

昇温脱離法 一定速度で固体表面の温度を上昇させながら，脱離してくる化学

種による圧力変化や，脱離化学種の量の変化を測定することによ

り，固体表面の吸着化学種を同定したり，吸着量や吸着状態，表

面からの脱離過程などについての情報を得る方法。昇温速度を制

御しつつ測定するので，TPD(temperature programed 

desorption)ともいう。担持金属触媒のような固体粉末試料の表

面吸着状態の研究にも用いられるが，単結晶表面における吸着状

態の有力な研究方法である。脱離化学種の同定や脱離量の測定に

は4極子質量分析器が用いられることが多い。温度に対して脱離

分子種の序列が得られ，これを昇温脱離スペクトル(thermal 

desorption spectrum)という。昇温速度は100～1000/sの瞬間脱

離(flash desorption)から一般的な0。01～10K/sまでのひろい範

囲にわたる。昇温脱離スペクトルの形状や昇温速度を変えたとき

のスペクトルの形状変化の解析によって，吸着状態に関して多く

の知見を得ることができる。 

 

研究開発項目① 「超臨界流体プロセスの技術開発」 
(b) 材料プロセッシング技術の研究 

テ ー マ 名 ： 超 臨 界 流 体 を 利 用 し た 高 分 子 材 料 の 創 成 技 術

所属：化学技術戦略推進機構（共同研究：東北大学、参加企業：日本製鋼所） 

用語 解説 

発泡成形法 原料樹脂にガスを発生する発泡剤を混入あるいは金型内にガス

を直接注入する等の方法により発泡体の成形品を得る成形法。

射出発泡成形、押出発泡成形等がある。発泡ポリスチレン、発

泡ポリウレタン等を用いたものが代表的であるが、ポリエチレ

ン、フェノール樹脂、エンジニアリングプラスチック等を用い

る例もある。 

微細発泡成形 

 

熱力学的不安定現象を用いて発泡プラスチックを作るプロセス

のことである。具体的には圧力や温度を変化させることによ

り、CO2 等のガスをプラスチック中に多量に溶かし、飽和させ、

急激にその圧力または温度を変化させることにより、急激なガ

ス溶解度（ガスのプラスチック中での飽和濃度）の低下を招

き、それを駆動力として微細で均一な発泡プラスチックを作り

出す。 

微細発泡体 

 

マイクロセルラーとも言われる。特に気泡（セル）径が 10μm

以下、セル密度が 109cells/cm3 以上のものをいい、一般的な発

泡体と比べ、耐衝撃性、断熱性、電気絶縁性に優れている。 

レオロジー 物質の変形と流動に関する科学、流動学と訳される事がある。 
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カウンタープレッシャー成

形 

 

原理は、空気、窒素その他の気体を 1.5～2MPa の圧力で金型

キャビティ内に封入し、その後化学発泡剤入りの溶融樹脂を射

出し、気体圧によって溶融樹脂の発泡を規制し、金型キャビ

ティ内面に接触した溶融樹脂の表面が冷却固化（スキン層の形

成）した後、気体を大気圧まで下げ内部の溶融樹脂を発泡さ

せ、表面状態の滑らかな内部発泡成形品を得ようとするもの。 

長鎖分岐構造 高分子材料の分子同士の長い鎖が分岐している高分子構造 

射出圧縮成形 

 

射出成形と圧縮成形の特徴を組合わせた複合成形法で、射出成

形の金型キャビティを予め開いた状態で規定量の溶融樹脂を充

填し、直ちに圧縮動作に入る。 

二軸押出機 二軸スクリュ押出機。二つのスクリュの噛合いにより樹脂材料

の搬送がより確実となり、可塑化混練作用が改善できる。 

超臨界 CO2 

 

温度と圧力が、ともに CO2 の臨界値(臨界温度 31℃、臨界圧力

7.3MPa)以上の状態にある CO2。密度は液体に近く、拡散係数は

気体に近い、微細孔内や、有機高分子材料内部にきわめて浸透

し易く、有機物質を溶解する性質を有している。この性質を活

かして、従来より天然植物から薬効成分の抽出が行われたり、

微細な形状を有する機械部品に付着した油を抽出除去する技術

の開発が行われている。 

可塑化 物体に塑性をもたせて，力を加えて物体を変形・流動させて異

なる形に加工しやすくすること。 

プラスチック製品は，プラスチック材料を熱したり圧力を加え

てつくられる。加熱温度や圧力を下げることができるとプラス

チックの加工が容易になる。そのために，プラスチック材料物

質に働く分子間力を弱め，柔軟にさせる作用をもつ物質（可塑

剤という）を加えたり，材料物質の分子内の結合を弱めたりす

る。可塑剤を加える場合を外部可塑化，可塑剤を加えずに材料

物質を化学変化させる場合を内部可塑化と呼んで区別している 

熱可塑性樹脂 固体状の鎖状ポリマーからなり，加熱により生ずる可塑性を利

用して簡単に成形品に加工することができる。 

成形品を加熱すれば可塑性を生ずる。 

耐熱性や耐溶剤性に劣る。 

押出成形法 

(extrusion  

molding method) 

射出成形法と並ぶ熱可塑性樹脂の代表的な加工法。溶融状態の

樹脂を連続的に押し出して成形する方法。連続した断面形状を

もつフィルム、シート、パイプ、ホース、電線被覆、モノフィ

ラメント等の製造に適している。 

射出成形法 

(injection  

molding method) 

熱可塑性樹脂の代表的な加工法。成形機のシリンダー内で溶融

された原料樹脂を固く閉じた金型の中に注入し、冷却後に取り

出す。コップ、バケツ等の日用雑貨品、コネクター、ギヤ等の

工業部品、家電製品等のハウジングのほか、医療用品等きわめ

て広範に適用されている。単純形状の成形品に留まらず、形状

や構造が複雑な成形品の製造を行う精密射出成形法のほか、OA

機器のキートップのように文字部分と台の部分を異なる色ある

いは樹脂で成形する方法に代表される二色成形法などがある。 

Ｔダイ法 フイルムやシートを作る方法（押出機の先に細いすきまのある

ダイスを付け押し出す） 

高分子 

(high polymer) 

分子量がきわめて大きい化合物（1 万を超えるようなもの）の

総称で、このような分子を高分子または巨大分子という。  

ポリマー 

(polymer) 

重合によって生じた大きな分子量の化合物のことを、もとの化

合物、すなわちモノマー（単量体）に対してポリマー（重合

体）と呼ぶ。重合体が 2 分子の時は二量体、3 分子の時は、三
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量体という。 

ポリプロピレン 

(polypropylene)略称 PP 

 

ポリエチレンと並んで石油化学製品を代表する熱可塑性樹脂。

自動車や電気・電子部品、包装用等のフィルム、コンテナー、

日用品、注射器等広範な用途をもつ。プロピレンを重合して製

造される。固体。 

ポリエチレン 石油化学製品を代表する熱可塑性樹脂。エチレンを重合させて

製造されるが、一般的にその密度が 0.94 未満のものを低密度ポ

リエチレン、以上のものを高密度ポリエチレンという。低密度

ポリエチレンはフィルム、ラミネート、電線被覆などに使用さ

れ、高密度ポリエチレンは洗剤や灯油缶等の中空容器、フィル

ム、コンテナー等に使用される。また低密度ポリエチレンの製

造は従来 1,000 気圧以上の高圧のもとで行われていたが、エネ

ルギー消費が少ない中低圧でエチレンとブテン-1 などのコモノ

マーを共重合させ、低密度ポリエチレンと類似した性質をもつ

直鎖状低密度ポリエチレンの製法が開発され、現在日本では低

密度ポリエチレンのうち 4 割近くがこの製法により生産されて

いる。固体。 

ポリスチレン 

(polystyrene)略称 PS 

 

スチレンモノマーを重合して製造される熱可塑性樹脂。一般用

(GP)、耐衝撃性(HI)、発泡(FS)及びスチレン系共重合樹脂

(AS,ABS)がある。そのうち GP、HI はテレビ、冷蔵庫、VTR、ラ

ジカセ等の電気・工業部品、容器、家庭用品、玩具等に使用さ

れる。固体。 

スメクタイト 粘土の中に含まれている粘土鉱物のことです。100 万分の 1 ㎜

の薄い層が，ナトリウムやカルシウムなどのイオンや水をはさ

んで，本のように重なった結晶からできています。 

連続式溶融粘度計 溶融状態の高分子材料粘度の連続計測が可能な型の粘度計であ

り、押出機の先端等に装着される。 

赤外分光分析 分子はそれぞれ固有の振動をしています。そのような分子に、

連続的に変化させた赤外線（infrared :IR）を照射してゆく

と、分子の固有振動と同じ周波数の IR が吸収され、分子の構造

に応じたスペクトルが得らる。 

近赤外分光分析装置 物質に近赤外線を照射させ、その吸収を捉え多変量解析法によ

る分析を行う装置で、繊維測定用セルにより繊維中の脂質分、

加工油剤、糊剤等の定性・定量分析を行う機器である。定量分

析を行うための検量線作成ソフト、定性分析用の判別分析ソフ

トを用いた操作性のよい分析装置である。  

Lambert-Beer 則 光が着色物質の層を透過するとき、入射光が単射光(単一の波長

をもつ光）で、溶質分子が会合しないような希薄溶液では、次

の Lambert-Beer 則が成立する｡ 

       A=αｃｄ    

（c：着色物質の濃度、ｄ：光の透過距離(透過層の厚さ)、α：

吸光係数、I0：入射光の強さ、I：透過光の強さ、 T＝I/I0：

透過率 、A＝－logT＝log(I0/I)：吸光度） 

Lambert-Beer 則が成立する範囲では、吸光度 A は濃度ｃに比例

し、溶質濃度の定量を行うことができる｡ 
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走査電子顕微鏡 SEM 

(scanning  

electron microscope)  

バルク試料の表面を微小電子プローブで走査し、表面から放出

される二次電子や反射電子を検出器で受け、その強度をプロー

ブ走査に同期させた TV モニタ上に輝点列の像として表示する電

子顕微鏡。バルク試料表面の微細な構造や形態が観察できる。

EDS や WDS をはじめとする様々な分析機能を付加して使われて

いる。 

透過型電子顕微鏡 TEM  

(Transmission 

 Electron Microscope) 

電子線を用いた顕微鏡の一つで、原理は光学顕微鏡と同じつま

り、透過電子顕微鏡では可視光線の代わりに電子線が使われ、

光学レンズの代わりに電場あるいは磁場を利用した電子レンズ

が用いられている。 

透過型電子顕微鏡は電子レンズとして磁場を用いて通常 100～

200kV の加速電圧を持つ装置では 1000～50 万倍以上まで連続可

変であり、その分解能は数Åまでに達している。 

EDS 分析 

(energy-dispersive  

X-ray spectroscopy)  

エネルギー分散型 X線分光分析 

試料に電子ビームを当てたときに発生するＸ線の強度から、対

象とする試料に含まれる元素の種類と割合（化学組成）が分か

る。 

試料から発生した特性 X 線を直接半導体検出器で検出し、電気

信号に変えて分光分析する手法。検出した特性 X 線のエネル

ギーに比例したパルス電流を生じさせ、これを多チャンネル波

高分析器で選別して測定する。波長分散型と比べ軽い元素（B：

ボロン以下）は分析できないが、検出効率は高い。照射電流量

は波長分散型より少なくてすむので（数 pA～数 nA）試料への

ダメージは少ない。通常の分解能は～140eV（Mn：マンガンの K

α 発光（5.9keV）に対して）程度である。統計誤差で決まる分

解能は発生 X 線のエネルギー E の平方根 ×√３ 程度である

（生成される電子数 n は、バンドギャップエネルギーを～3eV 

として、n～E/3、統計誤差 Δn～√n。したがって、エネルギー

巾（誤差）～Δn・3＝√E・√3）。 近は Be（ベリリウム）も

分解できる検出器も開発されている。定量精度は 0.5～5％であ

る。EDS は EPMA（分光結晶を用いる）に比べて、空間分解能は

2 桁高いが分析の定量精度は 1 桁悪い。略称は EDS である

が、EDX ともいう。 

元素マッピング  

(element  

(elemental) mapping ) 

元素マッピングの主な手法には、EELS を用いるものと、EDS を

用いるものの 2 つがある。EELS の場合、内殻電子の励起スペ

クトル（内殻電子励起スペクトル）中の各元素に固有の損失エ

ネルギーをエネルギーフィルタで選択して像モードにすること

により、各元素の分布像を得る。EDS の場合は、電子ビームを

二次元走査しながら各元素に固有の X 線の強度を測定し、その

強度に応じた輝度変調を、走査信号と同期させて CRT 上に表示

させることにより、二次元元素分布像を得る。→内殻電子励起

スペクトル、エネルギーフィルタ  

シミュレータ シミュレーションするのに用いるプログラム等のツールのこ

と。 

分散 ここでは、無機微粒子や気泡が高分子材料中に分布しているこ

とである。 

相分離 ここでは、高分子中に注入した超臨界流体が樹脂相と気相に分

離する現象（発泡現象）のことである。 

高分子 

(high polymer) 

分子量がきわめて大きい化合物（1 万を超えるようなもの）の

総称で、このような分子を高分子または巨大分子という。  

ポリマー 

(polymer) 

重合によって生じた大きな分子量の化合物のことを、もとの化

合物、すなわちモノマー（単量体）に対してポリマー（重合

体）と呼ぶ。重合体が 2 分子の時は二量体、3 分子の時は、三

量体という。 
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可塑化 

 

物体に塑性をもたせて，力を加えて物体を変形・流動させて異

なる形に加工しやすくすること。 

プラスチック製品は，プラスチック材料を熱したり圧力を加え

てつくられる。加熱温度や操作圧力が低下できればプラスチッ

クの加工が容易になる。そのために，プラスチック材料物質に

働く分子間力を弱め，柔軟にさせる作用をもつ物質（可塑剤と

いう）を加えたり，材料物質の分子内の結合を弱めたりする。

可塑剤を加える場合を外部可塑化，可塑剤を加えずに材料物質

を化学変化させる場合を内部可塑化と呼んで区別している 

微細発泡成形 

 

熱力学的不安定現象を用いて発泡プラスチックを作るプロセス

のことである。具体的には圧力や温度を変化させることによ

り、CO2 等のガスをプラスチック中に多量に溶かし、飽和させ、

急激にその圧力または温度を変化させることにより、急激なガ

ス溶解度（ガスのプラスチック中での飽和濃度）の低下を招

き、それを駆動力として微細で均一な発泡プラスチックを作り

出す。 

微細発泡体 マイクロセルラーとも言われる。特に気泡（セル）径が 10μm

以下、セル密度が 109cells/cm3 以上のものをいい、一般的な発

泡体と比べ、耐衝撃性、断熱性、電気絶縁性に優れている。 

レオロジー 物質の変形と流動に関する科学、流動学と訳される事がある。 

カウンタープレッシャー成

形 

 

原理は、空気、窒素その他の気体を 1.5～2MPa の圧力で金型

キャビティ内に封入し、その後化学発泡剤入りの溶融樹脂を射

出し、気体圧によって溶融樹脂の発泡を規制し、金型キャビ

ティ内面に接触した溶融樹脂の表面が冷却固化（スキン層の形

成）した後、気体を大気圧まで下げ内部の溶融樹脂を発泡さ

せ、表面状態の滑らかな内部発泡成形品を得ようとするもの。 

長鎖分岐構造 高分子材料の分子同士の長い鎖が分岐している高分子構造 

射出圧縮成形 

 

射出成形と圧縮成形の特徴を組合わせた複合成形法で、射出成

形の金型キャビティを予め開いた状態で規定量の溶融樹脂を充

填し、直ちに圧縮動作に入る。 

二軸押出機 二軸スクリュ押出機。二つのスクリュの噛合いにより樹脂材料

の搬送がより確実となり、可塑化混練作用が改善できる。 

超臨界 CO2 温度と圧力が、ともに CO2 の臨界値(臨界温度 31℃、臨界圧力

7.3MPa)以上の状態にある CO2。密度は液体に近く、拡散係数は

気体に近い、微細孔内や、有機高分子材料内部にきわめて浸透

し易く、有機物質を溶解する性質を有している。この性質を活

かして、従来より天然植物から薬効成分の抽出が行われたり、

微細な形状を有する機械部品に付着した油を抽出除去する技術

の開発が行われている。 

前駆体 

 

本事業原簿では、金属アルコキシドや、金属錯体のような、金

属と有機物との化合物のことをとりまとめて、前駆体と定義。 

金属アルコキシド 

 

アルコール(R-OH)の水酸基の水素を金属 M で置換した化合物(R-

OM)の総称。あるいは、アルコキシル基(RO-)と金属 M が結合し

た化合物(RO-M)の総称。アルコラートともいう。例えば、ナト

リウムメトキシドは、CH3-ONa、チタンテトライソプロポキシド

は、Ti(O-i-C3H7)4となる。 

機金属錯体 一つ、あるいはそれ以上の金属の原子を中心として、それに他

の原子または原子団(配位子)が結合して一つの原子集団を作っ

ているとし、その集団を有機金属錯体という。例えば、Ag のア

セチルアセトン錯体は、Ag[CH2COCH=C(O-)CH2]、Cu のアセチル

アセトン錯体は、Cu[CH2COCH=C(O-)CH2]2 である。なお、錯体で

あることを示すために、配位子を[ ]でつつむ。 
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電磁波遮蔽 非導電性の有機高分子材料に、導電性のフィラーなどの物質を

付加して導電性を持たせることによって複合材料を形成し、そ

の複合材料に対して電磁波を照射したとき、反射、吸収による

損失が起こることによって、電磁波のエネルギーが減衰するこ

と。 

フィラー 

 

無機、あるいは有機の微粒子、繊維、破砕物であって、主とし

て有機高分子材料の高機能化のために使用される。フィラーの

効果としては、機械的強度（曲げ強さ、引っ張り強さ、耐熱性

など）の向上と、母材の高分子にはない新しい機能（導電性、

電磁波遮蔽性、遮音性、難燃性、紫外線遮蔽性など）の付与を

発現させることができる。 

抗菌性 

 

金属の Ag などの触媒作用で、空気中の酸素、あるいは水中の溶

存酸素が菌体の表面でのみ活性酸素に変化し、菌体の表面構造

に損傷を与えること（オリゴダイナミックアクション）と称さ

れている。あるいは、微量の Ag イオンが菌体内部に取り込ま

れ、SH 基生成酵素障害を起こすことによって、菌体が損傷す

る。この作用によって、菌などの微生物の発育、育成を抑制す

ることをいう。 

無電解メッキ 

 

有機高分子材料の表面に、エッチング処理を施して粗面化させ

た後、下地となる触媒層を形成した後に、金属のメッキ層を化

学反応によって形成する方法。本法には、特に ABS 樹脂、ポリ

カーボネイト等を基盤としたエッチングされやすい無電解メッ

キグレードの樹脂が開発されている。 

混練 

 

 

 

 

有機高分子材料に、他の有機高分子材料やフィラーなどの添加

剤を添加して、二軸押出成型器のような装置を用いて機械的に

剪断応力を与えることによって、折り畳み、重ね合わせ、展延

などの変形を繰り返すことによって、均一に混合する技術。化

学工学の分野で広義には混合、層流混合を中心にしたものを捏

和(混練)と呼ばれてきた。 

エントレーナ 

 

 

超臨界流体の極性を変化させる目的で添加する補助溶媒の総

称。メタノール、エタノール、アセトン、ノルマルヘキサンな

どが食品プラントでの使用例が多い。コソルベントともいう。 

パターン化材料 目的に応じて種々の形状に成形された材料。一般にミリ単位以

下の微小なものを言う。 

パターニング 材料をパターン化すること、またはその技術。 

マスク 各種パターニングに用いられる、目的の形状に孔を開けた金属

等の板。 

スクリーン印刷 

 

基板の上に網目状のスクリーンをかぶせ、さらにその上に、目

的形状に孔をあけたマスクを乗せて、孔部分に塗料を押し込ん

で印刷する手法。一般の文字の印刷の他に、材料のパターニン

グにも用いられる。マスクだけで、スクリーンを使用しない場

合もある。 

サンドブラスト 

 

微細な砥粒をそのまま、あるいは液体に分散させ、基体に高速

で吹き付けて切削加工する手法。 

リソグラフィー 

 

元々は石版等の彫刻のことであるが、材料の微細加工の分野で

は、適当なマスクを通して感光性材料を露光し、マスクの形状

を写し取るフォトリソグラフィーを指す。 

ピッチ 繰り返し形状のパターニングにおける、繰り返し単位の大き

さ。 

圧電アクチュエーター 

 

電圧をかけると延び縮みする圧電材料を用いて、電気信号によ

り運動を起こさせる機械。インクジェットプリンターのインク

を噴射するヘッド部分などにも用いられている。 



 

 lviii

コンビナトリアルケミスト

リー 

 

小型の基板上に微細な反応室を多数設け、条件の種々異なる多

数の反応を、系統的に、同時に実施することで研究開発の効率

化を図るシステム。 

マイクロデバイス 微小空間で様々な動作、反応、試験などを行う部材の総称。 

金属アルコキシド 

 

アルコール分子から水酸基の水素を取り除いたものが、酸素の

部分で金属に結合した構造を有する有機金属化合物。 

加水分解 水が関与して起こる分解反応。アルコキシドの場合には、水と

反応して金属水酸化物とアルコールを生じる。 

ドライプロセス 

 

スパッタリング、CVD などに代表される、主としてガス状物質

を原料や反応媒体に用いた製膜プロセスの総称。製膜過程に液

体が関与せず、主に真空中で行われる。 

プラズマディスプレー 

 

画素を構成する微小セル一個一個の中で放電を起こさせ、セル

壁に塗布された蛍光体を発色させることで表示を行う方式の

ディスプレー。 

マイクロ化学 

 

ミクロンオーダーの微小領域で反応などを行わせる化学研究の

分野。 

熱可塑性樹脂 固体状の鎖状ポリマーからなり，加熱により生ずる可塑性を利

用して簡単に成形品に加工することができる。 

成形品を加熱すれば可塑性を生ずる。 

耐熱性や耐溶剤性に劣る。 

押出成形法 

(extrusion 

 molding method) 

射出成形法と並ぶ熱可塑性樹脂の代表的な加工法。溶融状態の

樹脂を連続的に押し出して成形する方法。連続した断面形状を

もつフィルム、シート、パイプ、ホース、電線被覆、モノフィ

ラメント等の製造に適している。 

射出成形法 

(injection 

 molding method) 

熱可塑性樹脂の代表的な加工法。成形機のシリンダー内で溶融

された原料樹脂を固く閉じた金型の中に注入し、冷却後に取り

出す。コップ、バケツ等の日用雑貨品、コネクター、ギヤ等の

工業部品、家電製品等のハウジングのほか、医療用品等きわめ

て広範に適用されている。単純形状の成形品に留まらず、形状

や構造が複雑な成形品の製造を行う精密射出成形法のほか、OA

機器のキートップのように文字部分と台の部分を異なる色ある

いは樹脂で成形する方法に代表される二色成形法などがある。 

Ｔダイ法 フイルムやシートを作る方法（押出機の先に細いすきまのある

ダイスを付け押し出す） 

ポリプロピレン 

(polypropylene)略称 PP 

 

ポリエチレンと並んで石油化学製品を代表する熱可塑性樹脂。

自動車や電気・電子部品、包装用等のフィルム、コンテナー、

日用品、注射器等広範な用途をもつ。プロピレンを重合して製

造される。常温状圧では固体。 

ポリエチレン 石油化学製品を代表する熱可塑性樹脂。エチレンを重合させて

製造されるが、一般的にその密度が 0.94 未満のものを低密度ポ

リエチレン、以上のものを高密度ポリエチレンという。低密度

ポリエチレンはフィルム、ラミネート、電線被覆などに使用さ

れ、高密度ポリエチレンは洗剤や灯油缶等の中空容器、フィル

ム、コンテナー等に使用される。また低密度ポリエチレンの製

造は従来 1,000 気圧以上の高圧のもとで行われていたが、エネ

ルギー消費が少ない中低圧でエチレンとブテン-1 などのコモノ

マーを共重合させ、低密度ポリエチレンと類似した性質をもつ

直鎖状低密度ポリエチレンの製法が開発され、現在日本では低

密度ポリエチレンのうち 4 割近くがこの製法により生産されて

いる。固体。 
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ポリスチレン 

(polystyrene)略称 PS 

 

スチレンモノマーを重合して製造される熱可塑性樹脂。一般用

(GP)、耐衝撃性(HI)、発泡(FS)及びスチレン系共重合樹脂

(AS,ABS)がある。そのうち GP、HI はテレビ、冷蔵庫、VTR、ラ

ジカセ等の電気・工業部品、容器、家庭用品、玩具等に使用さ

れる。固体。 

スメクタイト 粘土の中に含まれている粘土鉱物のことです。100 万分の 1 ㎜

の薄い層が，ナトリウムやカルシウムなどのイオンや水をはさ

んで，本のように重なった結晶からできています。 

連続式溶融粘度計 溶融状態の高分子材料粘度の連続計測が可能な型の粘度計であ

り、押出機の先端等に装着される。 

赤外分光分析 分子はそれぞれ固有の振動をしています。そのような分子に、

連続的に変化させた赤外線（infrared :IR）を照射してゆく

と、分子の固有振動と同じ周波数の IR が吸収され、分子の構造

に応じたスペクトルが得らる。 

近赤外分光分析装置 物質に近赤外線を照射させ、その吸収を捉え多変量解析法によ

る分析を行う装置で、繊維測定用セルにより繊維中の脂質分、

加工油剤、糊剤等の定性・定量分析を行う機器である。定量分

析を行うための検量線作成ソフト、定性分析用の判別分析ソフ

トを用いた操作性のよい分析装置である。  

Lambert-Beer 則 

 

光が着色物質の層を透過するとき、入射光が単射光(単一の波長

をもつ光）で、溶質分子が会合しないような希薄溶液では、次

の Lambert-Beer 則が成立する｡ 

       A=αｃｄ    

（c：着色物質の濃度、ｄ：光の透過距離(透過層の厚さ)、α：

吸光係数、I0：入射光の強さ、I：透過光の強さ、 T＝I/I0：

透過率 、A＝－logT＝log(I0/I)：吸光度） 

Lambert-Beer 則が成立する範囲では、吸光度 A は濃度ｃに比例

し、溶質濃度の定量を行うことができる｡ 

走査電子顕微鏡 SEM 

(scanning 

 electron microscope)  

バルク試料の表面を微小電子プローブで走査し、表面から放出

される二次電子や反射電子を検出器で受け、その強度をプロー

ブ走査に同期させた TV モニタ上に輝点列の像として表示する電

子顕微鏡。バルク試料表面の微細な構造や形態が観察できる。

EDS や WDS をはじめとする様々な分析機能を付加して使われて

いる。 

透過型電子顕微鏡 TEM  

(Transmission  

Electron Microscope) 

電子線を用いた顕微鏡の一つで、原理は光学顕微鏡と同じつま

り、透過電子顕微鏡では可視光線の代わりに電子線が使われ、

光学レンズの代わりに電場あるいは磁場を利用した電子レンズ

が用いられている。 

透過型電子顕微鏡は電子レンズとして磁場を用いて通常 100～

200kV の加速電圧を持つ装置では 1000～50 万倍以上まで連続可

変であり、その分解能は数Åまでに達している。 

EDS 分析 

(energy-dispersive X-ray 

spectroscopy)  

エネルギー分散型 X 線分光分析のこと。試料に電子ビームを当

てたときに発生するＸ線の強度から、対象とする試料に含まれ

る元素の種類と割合（化学組成）が分かる。 

試料から発生した特性 X 線を直接半導体検出器で検出し、電気

信号に変えて分光分析する手法。検出した特性 X 線のエネル

ギーに比例したパルス電流を生じさせ、これを多チャンネル波

高分析器で選別して測定する。波長分散型と比べ軽い元素（B：

ボロン以下）は分析できないが、検出効率は高い。照射電流量

は波長分散型より少なくてすむので（数 pA～数 nA）試料への

ダメージは少ない。通常の分解能は～140eV（Mn：マンガンの K

α 発光（5.9keV）に対して）程度である。統計誤差で決まる分

解能は発生 X 線のエネルギー E の平方根 ×√３ 程度である
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（生成される電子数 n は、バンドギャップエネルギーを～3eV 

として、n～E/3、統計誤差 Δn～√n。したがって、エネルギー

巾（誤差）～Δn・3＝√E・√3）。 近は Be（ベリリウム）も

分解できる検出器も開発されている。定量精度は 0.5～5％であ

る。EDS は EPMA（分光結晶を用いる）に比べて、空間分解能は

2 桁高いが分析の定量精度は 1 桁悪い。略称は EDS である

が、EDX ともいう。 

元素マッピング  

(element 

 (elemental) mapping)  

元素マッピングの主な手法には、EELS を用いるものと、EDS を

用いるものの 2 つがある。EELS の場合、内殻電子の励起スペ

クトル（内殻電子励起スペクトル）中の各元素に固有の損失エ

ネルギーをエネルギーフィルタで選択して像モードにすること

により、各元素の分布像を得る。EDS の場合は、電子ビームを

二次元走査しながら各元素に固有の X 線の強度を測定し、その

強度に応じた輝度変調を、走査信号と同期させて CRT 上に表示

させることにより、二次元元素分布像を得る。→内殻電子励起

スペクトル、エネルギーフィルタ  

シミュレータ シミュレーションするのに用いるプログラム等のツールのこ

と。 

分散 ここでは、無機微粒子や気泡が高分子材料中に分布しているこ

とである。 

相分離 ここでは、高分子中に注入した超臨界流体が樹脂相と気相に分

離する現象（発泡現象）のことである。 

可塑化 応力を取り除いても、もとの形状に戻らなくなることを可塑性

というが、成形材料に熱を加えて溶融化することを可塑化とい

う。射出成形では、射出装置内にあるスクリューシリンダで成

形材料をかき混ぜて、そこで発生するせん断発熱により、成形

材料が溶けて液状になることを可塑化という。 

角剤 この場合は，発泡成長のための核生成を促進するための，第 3

物質のこと。薬剤あるいは無機物質。 

相分離機構 均一相であった系が，外部環境条件の変化あるいは系内の反応

により２つ以上の相に分離する際のメカニズムのことで，微小

揺らぎが拡大してそのままミクロ相分離し全体に拡大するスピ

ノーダル分解機構，あるいは核が発生してそれが成長する核生

成・成長機構が代表的なプロセスである。 

混練 

 

有機高分子材料に、他の有機高分子材料やフィラーなどの添加

剤を添加して、二軸押出成型器のような装置を用いて機械的に

剪断応力を与えることによって、折り畳み、重ね合わせ、展延

などの変形を繰り返すことによって、均一に混合する技術。化

学工学の分野で広義には混合、層流混合を中心にしたものを捏

和(混練)と呼ばれてきた。 

マイクロセルラープラス

チック（MCP） 

マイクロセルとは微細な気泡のことあり，このような気泡を含

有する発泡プラスチックの総称である。特に，気泡サイズが 10

μｍ以下であるものを，マイクロセルラープラスチックと呼ぶ

ことが多い。 

高分子セグメント 高分子鎖の運動をつかさどる 小構成単位（ユニット）のこ

と。モノマーあるいはその数個単位がセグメントに相当するこ

とが多い。運動のみならず相互作用を考える場合にもセグメン

トの導入がなされている。 

スケーリング法 種々の異なる現象に対して、各現象を特徴づける因子をパラ

メータとして、それらを物質定数などにより規格化すること

で、現象を普遍的な関数関係としてまとめる方法のことを指

す。 
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自由体積理論 系内の体積中には，存在する物質（分子）が占有する体積があ

るので，全体体積から占有体積を差し引いたものが自由体積で

ある。すなわち，他の分子が自由に浸透，侵入できる領域・体

積のことで，このような考えに立脚した理論が自由体積理論で

あり，分子の動きに関係する現象に適用されている。 

膨潤度 固体内部に溶媒が浸透し，そのまま内部に保持されることによ

り固体体積が大きくなる現象を膨潤と呼び，前の状態からの膨

潤の度合を膨潤度という。 

ガラス転移温度（Ｔｇ） 高分子物質を加熱した場合にガラス状の硬い状態からゴム状に

変わる現象をガラス転移といい、ガラス転移がおこる温度をガ

ラス転移点(温度)という。ガラス転移は相転移ではない。 

界面張力 液体内の分子は周りから引力で引かれているのに対して、表面

上にある分子は液体に触れていない部分だけ、液体分子の引力

の影響を受けていない。その分だけ、表面上にある分子は余っ

たエネルギーを持つことになり、これが表面張力の強さとな

る。２相境界面での表面張力が界面張力となる。 

生分解性プラスチック 自然界の中で分解する成分を含有するプラスチックの総称。 

ポリ乳酸（ＰＬＡ）などがあるが、でんぷん＋汎用プラスチッ

クのブレンドなども含むことがある。 

エンジニアリングプラス

チック 

合成樹脂のなかで主に耐熱性が優れていて、強度が必要とされ

る分野に使うことのできるものをいう。エンプラと略されるこ

ともある。さらに耐熱性・強度を増した樹脂をスーパー・エン

プラと呼ぶ。技術的な分類というより、商業戦略上の分類とい

う側面がある。 

ポリアミド（PA：ナイロン）、ポリアセタール(POM)、ポリフェ

ニレンオキサイド(PPO)などがある。 

スピノーダル分解 熱力学的絶対不安定領域と準安定領域との境界をスピノーダル

線と呼ぶが，相分離がスピノーダル線の内側つまり不安定領域

から発生する総分離機構をスピノーダル分解と呼ぶ。 

はじめのエネルギーの空間的揺らぎがそのまま成長する。 

核生成・成長機構 スピノーダル分解と対照的であり，準安定領域を介して相分離

する機構であり，エネルギー揺らぎでいくつか集まり核が発生

し，さらにそれらが凝集と不安定エネルギーを吸収して成長す

る機構のこと。 

二次転移 相転移点においてオーダーパラメータが不連続でないもの。化

学ポテンシャルが転移点において連続になる転移。 

ここではＴｇを二次転移とする理論で推算を行っているが，あ

くまでもモデルのことで，実際にはＴｇは相転移ではないとさ

れている。 

ゼロ剪断粘度 せん断速度を無限小とした場合に流体に作用する粘度のこと。 

本質的なポリマー鎖の絡み合いを反映させることができるの

で，ポリマー自体のＩＤとしての利用となろ。 

結晶化度 ポリマー鎖が，結晶状態を形成するようなポリマーを結晶性ポ

リマーと呼ぶが，ポリマー全体に対して結晶状態にあるポリ

マー鎖がどの程度存在するかを示す尺度。 

非ニュートン流体 

ニュートン流体 

粘度は，せん断速度とせん断応力の関係を定式化したときに，

現れる係数（定数）である。この係数が，せん断速度に依らず

常に一定のものが，ニュートン流体であり，そうでないものが

非ニュートン流体と称される。ポリマー溶液（融液）は非

ニュートン流体である 
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擬塑性流体 非ニュートン流体の中で，せん断速度が大きいほと，粘度が小

さくなるような流体。次第に流れやすくなるように見られるも

の。 

結晶性ポリマー 

非晶性ポリマー 

ポリマー鎖が，結晶状態を形成するようなポリマーを結晶性ポ

リマー，そうでないものが非晶性ポリマー 

静水圧効果（粘度） 外部の圧力がそこに存在する物質を圧縮する効果。 

粘度の場合には，動きづらくなるので，粘度を増大させる方向

に作用する。 

マスターカーブ 種々の条件での現象を各条件をスケール（還元）させること

で，一本のユニバーサル（普遍）関数として表現すること，ま

たそれで得られる関係式（曲線）。 

シフトファクター スケール則を適用するときに，各因子を条件に依らず普遍変数

とするために乗ずる係数。 

比容積 単位質量あたりの体積（容積） 

ゴム状態 ゴム（非結晶）状態にあるポリマーの状態。 

Flory-Huggins 式 Flory と Huggins がほぼ同時に提出したポリマーの物理現象に

対する熱力学理論式を指す。 

ポリマー混合系の自由エネルギーが基本的に物質の混合による

エントロピーで表現する理論で，ポリマー＋良溶媒系に適用で

きる。一般には，相互作用（親和性）も考慮してエンタルピー

を表すχパラメータを導入した式が有名である。 

Sanchez-Lacombe Sanchez と Lacombe がポリマー系に対して提出した状態方程式

で，格子モデルに空孔を考慮して圧縮性も表現できるように改

良された格子流体モデルに基づく式である。 

ポリマーならびに超臨界流体ともに実用的な精度で適用できる

ものである。 

ミクロカノニカル 

（NVE） 

孤立系に相当する集団を意味する。 

粒子数，体積，そのエネルギーを指定し，それが一定であるよ

うな統計集団である。 

せん断速度 せん断速度とは固定された平板の上部に対象流体をはさみこむ

ようにセンサ部をとりつけ、一定速度で移動させる際の速度で

ある。せん断速度に影響するのは、対象物体の抵抗(トルク)で

あることから粘度を測定できる。 

周期境界条件 分子シミュレーションなどを実行する際に，アボガドロ数規模

の実在系は計算できないため，有限数千個程度の粒子で近似す

ることになる。その場合の計算領域は非常に小さいことになる

が，実在系を再現させるテクニックとして，小さな計算境域が

いくつも仮想的に集積して全体系を構成しているとし，それら

がすべて計算領域と同じ粒子の配置・運動をしていると近似す

る境界条件のこと。 

United Atom Model 原子数個を１つと見なして分子をモデル化する手法。 

化学ポテンシャル 分子あたりの自由エネルギーで，反応・拡散・相分離など多く

の物理・化学現象の駆動力に相当する。 

Wagner の状態方程式 CO2 の物性を高精度に計算できる状態方程式である。 

OCTA,MUFFIN 土井プロジェクトで開発されたシームレスズーミングを医とし

たポリマー物性・相分離の統合シミュレーションシステム 

FDM、DEM FDM＝有限差分法 FEM＝有限要素法 

離散化数値解析法の種類。これらの手法は，元々，連続体であ

る対象物を，小領域の集まりに離散化し，各々の小領域に関す



 

 lxiii

る方程式を連立して解くことにより，数値解を得る近似手法で

あり，それぞれ以下のような特徴がある。  

有限要素法：物理量の分布を要素内で多項式関数近似する。  

有限差分法：物理量の微分を差分式で近似する。  

ずれ流れ 粘性流体中の流れに良く見られるように，大きなせん断速度が

発生するような流れのこと。 

粗視化モデル いくつかの原子団をひとまとめにして球や楕円球でモデル化

し、ダイナミクスを解く手法 

ポテンシャル ここでは，粒子間に働くエネルギーのことを意味している。 

 

表面張力 表面を出来るだけ小さくしようとする傾向を持つ液体の性質の

ことで、界面張力の一種である。分子間力（液体の分子間に作

用する力）により、分子がお互いを引き合って凝縮しようとす

る。その結果、液体は表面積が少ない球形になろうとする。水

滴やシャボン玉が丸くなるのも、この原理によるものであると

言える。 

Bead-Spring モデル 分子をビーズとそれらを結ぶバネで近似するモデル。 

分子の重心の運動と，構成原子間の振動も考慮することが切る

モデルである。 

シングルナノ粒子 直径 10nm 以下の微粒子。 

CVD 法 化学蒸着（Chemical Vapor Deposition）法。ガスの化学反応に

よる微粒子合成プロセス。熱によるガスの化学反応により、微

粒子となる凝縮性物質の過飽和状態が形成され、核生成による

粒子の発生、ガスの凝縮による粒子成長、粒子同士の凝集、凝

集粒子の焼結などの現象により微粒子が合成される。 

ゾルゲル法 含水酸化物ゾルを脱水処理してゲルとして、このゲルを過熱し

て無機酸化物をある一定の形状、または基板上の被膜として調

製する方法。 

ミセル法 界面活性剤溶液中で､ある濃度以上でできる界面活性剤の分子ま

たはイオンの集合体であるミセルを反応場として、金属イオン

の加水分解などにより微粒子を作成する方法。微粒子サイズが

ミセルのサイズに規制されるため､シングルナノ粒子が作成でき

る。 

ﾌﾟﾗｽﾞﾏ法 雰囲気として、真空に引いた減圧下で、Ar や N2 などの不活性

ガスを使用し、電極部で生成した不活性ガスのﾌﾟﾗｽﾞﾏ励起状態

の電子やイオンをビーム状に加速させて、処理対象金属材料

（一部はセラミックス原料も可能）にぶつけて加熱・蒸発させ

て超微粒子を製造する方法。火炎プロセスよりも高温が必要な

窒化物、炭化物などの製造に用いられる。 

水熱合成法 高温高圧の水が､常温の水に比べ、水素結合の寄与が小さく､無

極性の物質に対してもある程度の溶解力を示すことを利用し、

高温高圧水中で固体を溶解させて相転移、再結晶化あるいは反

応させることにより、高結晶化・粒径均一化させて、微粒子を

製造する方法。 

チタン酸バリウム 無色の結晶。キュリー温度 120℃以下では強誘電体。キュリー

温度以下では、残留分極の状態で圧電効果を示す。誘電率が大

きいので、磁器コンデンサーとして用いられる他に、圧電素

子、顔料としての用途もある。 

DRAM Dynamic Random Access Memory の略。シリコン基板上に強誘電

体膜を形成し、メモリーとして利用する強誘電体メモリー。 

蛍光体 蛍光を発する物質。シアン化白金などの固体、アルカリ土金属

の硫化物、YAG：Tb などの結晶が知られている。 
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磁性体 磁場方向に強く引き寄せられる強磁性体、弱く引き寄せられる

常磁性体、弱い反発を示す反磁性体に区別される。磁性材料と

して利用されるのは強い磁化をもつ強磁性体やフェリ磁性体の

みである。BaO・6Fe2O3 など。 

イオン伝導体 電場下で電荷が移動して電流が流れる現象が電気伝導であるが､

電荷の担い手がイオンの場合、イオン伝導である。電解質溶

液、融解塩、格子に不整の多いイオン結晶、イオン化した気

体、固体電解質（安定化ジルコニアなど）がイオン伝導性を示

す。 

光触媒 反応物は光を吸収しないで、光触媒が現象的に光を吸収して、

そのエネルギーによって反応を起こさせることもの。光触媒の

種類には､固体を用いる不均一系光触媒と有機金属錯体などを用

いる均一系光触媒がある。TiO2、K2Ti6O13 など。 

電極材料 電解質溶液、固体電解質などの系に外部から電流を通すため、

あるいは系から電流を外部に取り出すための導体を電極といい､

材料として金属、合金、炭素、金属酸化物、半導体など種々の

電子伝導体が用いられる。LiMn2O4 など。 

レノルズ数 流れの中にある物体の代表的な長さを L，速度を U,密度をρ，

粘性率をη，動粘性率をν＝η/ρとするとき、Re=ρLU/η＝

LU/νをレノルズ数と呼び、無次元の数となる。Re＜4,000 位で

は層流、Re>10,000 では乱流となる。 

オストワルドライプニング

(熟成) 

粒子は微細になるほど溶解度が高くなるので､大小の粒子が混在

した状態では、大きな粒子はより成長し、小さな粒子は消滅す

る。飽和溶液中の沈殿は、巨視的な溶解・析出に関して平衡状

態にあるが、局所的には経時変化するため､熟成に伴い、粒度分

布が変化する。 

 

研究開発項目① 「超臨界流体プロセスの技術開発」 
（Ｃ）エネルギー・物質変換技術の研究 

用語 解説 

超臨界水酸化反応 水は臨界点を超えた条件で極性溶媒的性質から有機溶媒的な性

質へと変化し、有機物を含む多くの物質を良く溶かすようにな

る。この超臨界水の特徴を利用し、反応物（低品位炭素、廃プ

ラスチック等）と酸素を完全に溶解して均一化しながら酸化反

応を行うこと。 

超臨界水酸化反応モデル 

 

有機固体が超臨界水酸化反応するときの反応速度、反応経路、

物質移動等と操作条件（温度・圧力等）の関連。超臨界水酸化

を利用した装置のプロセス設計に利用できる。 

物質移動 濃度差があるときに生じる物質の移動をいう。 

固形炭素 有機固体のうち、その成分が 99%以上炭素で構成されるものを指

す。 

活性炭 吸着性の強い、大部分が炭素質の炭をいう。 

セル ここでは小型容器を指す。超臨界水状態を保持でき、また側面

に観察用の窓を有している。 

拡散 

 

異種の粒子の混合系が熱平衡状態に近づく際に起こる濃度分布

の変化の過程。一様な温度の静止混合流体中の濃度が均一でな

いときは、濃度を一様分布に近づける変化が起こる。 

拡散係数 フィックの拡散法則に現れる拡散の速さを規定する比例定数 D

をいう。 

拡散律速 化学反応などの速度過程が物質の拡散によって支配される状

態。 
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触媒有効係数 触媒が反応するとき、粒内拡散抵抗の影響を受ける。実際の反

応速度と粒内拡散の影響がなく、粒子内部でも外表面と同一の

濃度、温度であるとした理想的な反応速度の比を指す。 

酸化性雰囲気 酸素が存在する場のこと。 

オートクレーブ 耐圧釜、加圧釜ともいう。加圧下で加熱して化学反応や滅菌を

行うための耐圧容器のこと。 

応力腐食割れ（SCC） 

 

応力と腐食の共同作用によって生じる合金の割れを言う。応力

で腐食が促進されやすい材料が、引っ張り応力を受けていて、

その材料に特有の腐食環境にある時に割れが起こる。塩素イオ

ンを含む液中のオーステナイト系ステンレス鋼、アンモニアが

存在する時の銅合金が挙げられる。 

耐食性 腐食に対する耐久度。 

未利用重質油 

 

オイルシェール、オリノコタール等の現在ほとんど使用されて

いない天然重質油。 

IR 

 

赤外吸収スペクトルを利用する分光分析をいう。分子の赤外吸

収スペクトルは主としてその分子の固有振動数に基づくので、

分子が異なればその赤外吸収スペクトルも異なる。この事実を

利用して、赤外吸収スペクトルによって物質の同定、定性分析

などを行うことが出来る。 

中間留分 灯油、軽油、ジェット燃料等の軽質油 

重金属 

 

主にニッケル、バナジウムを差し、特にバナジウムに関しては

材料腐食、触媒被毒の点で大きな問題とされている。 

BTX ベンゼン、トルエン、キシレンの略。 

直鎖系の軽質油 オクタン、ノナン、デカン等の直鎖系の炭化水素。 

含酸素化合物 酸素原子が入りこんだ化合物。 

熱分解フラグメント 炭化水素が熱分解しラジカル化した分子。 

水性ガス反応 水と炭素が反応し、一酸化炭素と水素を生成する反応。H2O+C→

H2+CO 

水性ガスシフト反応 水と一酸化炭素が反応し、二酸化炭素と水素を生成する反応 

 H2O+CO→H2+CO2  

C1～C4 の炭化水素 メタン、エタン等の炭素数１～４の炭化水素化合物。 

ケージ効果 かご効果とも言われ、溶質周囲に溶媒和を形成することにより

溶質が囲い込まれる効果。 

還元 

 

酸化された物質をもとにもどすこと。他の物質に電子を与えや

すい、すなわちそれ自身が酸化されやすい化学種が、還元剤と

して作用する。例えば水素、一酸化炭素が相当する。 

微低速引っ張り試験 

 

応力腐食割れ感受性を評価を行うために良く行われる手法。模

擬環境下で試験片を微低速（例ば 0.01mm/min）で引っ張り、そ

の破断荷重、破断面から評価を行う。著しい強度低下、脆性破

面が見られる場合、感受性が大きい。 

ハステロイＣ系 

 

基本組成は Ni-Cr-Mo であり、酸化性・還元性両方の酸・塩類に

対して優れた耐食性を示す。代表的な材種としてハステロイ

C276,C22 があり、耐孔食性、耐隙間腐食性および耐応力腐食割

れ性を有している。耐食性が要求される広範囲の化学プラント

反応器、熱交換機に採用されている。 
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MAT21 

 

基本組成は Ni-Cr-M-Ta であり、ハステロイ C 系合金と同様の酸

化性・還元性両環境に優れた耐食性を示す。腐食許容量の小さ

い医薬品製造プラントに採用されている。 

SUS316 

 

オーステナイト系ステンレス鋼の代表的な合金であり、基本組

成は Fe-Cr-Ni-Mo である。高温強度、耐食性が優れているた

め、高級な用途（原子力産業など）で採用されている。 

酸素ポテンシャル 

 

環境下に存在する酸素の分圧。金属がその酸化物と平衡にある

時の酸素ポテンシャルを温度の数としてプロットしたエリンガ

ム図と言い、下方に存在する金属ほど酸化されやすい。 

pH 

 

水素イオン濃度。水溶液中の低濃度の水素イオン濃度を表すた

めに pH = -log10[H
+] を定義した。中性で pH=7、酸性では

pH<7、アルカリ性では pH＞7 になる。 

Alloy625 

 

基本組成は、Ni-Cr-Fe であり、常温、常圧において優れた機械

的特性、疲労強度を示す。塩化物による応力腐食割れ、孔食に対

して高い抵抗力を有している。 

スラリー 水と粘土、土、石灰など固形物を含む流体。（固液２相流体） 

往復動ポンプ 原動機（モータなど）による回転運動を、スライダ・クランク

機構等を介して往復運動に変換し、プランジャ（もしくはピス

トン）をシリンダ内で往復運動させる事によって発生する体積

変化により、送液を行うポンプ。シリンダの吸込み口、吐出口

それぞれに流体の逆流を防ぐ逆止弁が備わり、液がプランジャ

（ピストン）の往復運動にともない一定方向に流れる。 

※プランジャとピストン

について 

圧力を保持するシールがシリンダ側に固定され、滑らかなロッ

ドが往復運動行うものがプランジャ。往復運動する側にシール

が取り付けられ、滑らかなシリンダ内を往復運動するものがピ

ストン。基本的な機能は同じで、往復運動の速度や圧力、製造

コストなどにより使い分けられる。高圧スラリー供給装置のポ

ンプは「プランジャ」タイプ。 

ポンプ容積効率 

 

プランジャ、またはピストンの口径と行程長さ（ストローク長

さ）、時間当たりの往復動回数の積により算出される理論的な吐

出流量と、実際の吐出された流量との比を百分率であらわした

もの。 

石臼型の粉砕機 

 

上下同軸に粉砕する為の砥石で出来た円盤があり、任意にその

隙間が調整できる石臼型の粉砕機。上部の円盤中心にはプラス

チックを水とともに注入する為の穴が空いており、下部の円盤

を回転させることによる遠心力で中央に投入された水とプラス

チックが、その遠心力を受け任意の隙間を通るうちに円盤か

ら、ねじり、切断力を受けて粉砕され、円盤外部に排出される

もの。 

部品クリアランス 

 

部品相互の隙間。スラリーが流れる部分の部品の隙間は、固体

の大きさの数倍の隙間をもたなければ、固体分がその隙間部で

引っ掛かり、閉塞を起こす。 

背圧弁 ポンプ吐出側の圧力を所定の値に保つためのバルブ。 

接点付き圧力計 任意の圧力になると電気信号を出す機能が付いている、ブルド

ン管圧力計 

安全弁 

 

異常圧力を逃がし、機器・配管等の破損防止のために取り付け

るバルブ。圧力が所定の値以上になると自動的に弁が全開とな

り、圧力を解放する機能を持つ。 
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レイノルズ数 管内の流れの状態（層流、乱流）を示す無次元数。管の内径、

管内の平均速度、流体の密度、および粘度などによって決ま

る。およそ 2300 以下では流れの中に渦が発生しない滑らかな流

れ（層流）となることが判っている。 

ニュートン流体 ニュートンの粘性法則に従う流体。実在の液体の殆どはニュー

トン流体である。この法則に従わないものは非ニュートン流体

といい、粘性法則の式が適用できなくなる。非ニュートン流体

については、粘土泥しょうやアスファルトなどはビンガム流

体、高分子水溶液や高温のガラスなどは擬塑性流体、デンプン

に水を加えたものや適当な配合の砂と水の混合物などはダイラ

タント流体、といったものに分類される。水とプラスチックの

スラリーの場合、ニュートン流体、ビンガム流体、もしくはダ

イラタント流体などになることが予想される。 

塩ビ ポリ塩化ビニル。塩化ビニル樹脂とも言う。略称 PVC。塩化ビニ

ルの重合体。配管、電線被覆など耐久材として使用される。 

PP ポリプロピレン。略称 PP。プロピレンの重合体。各種整形品、

フィルム、等に使われる。 

PE ポリエチレン。略称 PE。エチレンの重合体。フィルム、シー

ト、成形品などに使われる。 

軟質塩ビ 可塑剤（例えばフタル酸ジオクチル）などをポリ塩化ビニルに

添加することで軟らかくした塩化ビニル樹脂。 

ハロゲン 周期表の１７族のフッ素、塩素、臭素、ヨウ素、アスタチンの

５元素の総称。ポリ塩化ビニルには塩素が含まれている。 

可塑剤 硬い高分子物質などに添加して、柔軟性、加工性を高める物質

をいう。ポリ塩化ビニルには一般にフタル酸エステルを配合し

て軟質ポリ塩化ビニルとして広く使われている。 

クローズド・システム 閉鎖系の処理方法で、処理する各段階で開放することが無いた

め、処理する際に発生する気体や液体が飛散することが無いシ

ステム。 

サーマルリサイクル 物質の持つエネルギーを熱に変換して、再利用すること。 

スラリー 泥しょうともいう。液体中に固体粒子が分散し、懸濁液となっ

た状態。 

ポリカーボネ－ト ポリ炭酸エステルともいう。略称 PC。主鎖中に炭酸エステル結

合―O－R－O－CO－を持つ線状高分子をいう。各種成形物、エン

ジニアリングプラスチック、シートなどに使用。 

容積効率 体積効率とも呼ばれる。ポンプ室を通過する流量とポンプ室に

取り入れられる全流量との比。全液量を Q,漏れ量を⊿Q とする

と容積効率 ήは 

ή＝Q／（Q＋⊿Q）で定義する 

安定化剤 物質系の分散状態の変化や化学変化による変質を防止するため

に添加する物質。ポリ塩化ビニルの場合、熱や光による劣化を

防ぐ目的で亜リン酸塩、脂肪酸塩が用いられている。 

オートクレーブ 反応釜。加圧下で過熱して化学反応などを行うための耐圧容

器。リアクターとも言う。 

誘電体 静電場を加える時、誘電分極を生じるが直流電流が生じない物

質をいう。 

双極子 ２重極ともいう。微小距離ｌを隔てて置かれた正負の湧き出し

の１対。例えば電荷±ｑが距離ｌにあるときの双極子の強さは

μ＝ｑｌ で表される。 
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フィードバック 帰還ともいう。システム内部の機構を物質、エネルギー、情報

の因果の流れとしてとらえ、その下流、つまり結果として生じ

た状態に関係して、上流 つまり原因となる側を変化させるよ

うになっている時、そこにはフィードバックがあるという。 

イオンクロマト装置 イオンクロマトグラフィーと呼ばれ、溶離液には希薄な電解質

溶液を用い、イオン類を分析するには極めて有効な分析計。こ

こでは溶離液の電気伝導率を引き下げる減少装置（サプレッ

サ）を用い、高感度、高安定な測定を可能にした。 

ロータリーエバポレータ 目的とする溶液を入れたフラスコをすり合わせソケットで冷却

器と結合して、水浴で加熱しながら減圧、回転することにより

溶媒を速やかに比較的低い温度で蒸発させる装置。 

ガスクロマトグラフ質量

分析計 

略称は GC-MS。ガスクロマトグラフィーによって分画された各成

分を、質量分析計に直接導入して質量分析できる装置。 

SEM 走査電子顕微鏡。略称 SEM。集束電子線を試料表面上に走査し

て、各走査点から放出される電子を検出器に受け、増幅し、ブ

ラウン管上に像として映し出す装置のこと。 

BPA ビスフェノール A、略称 BPA。2.2－ビス（ｐ－ヒドロキシフェ

ニル）プロパンに当たる２価フェノール。 

終末沈降速度 流体密度 ρｆの流体の中で粒子密度 ρｐの粒子が沈降を開始する

と、その沈降速度は次第に増加する。沈降速度の増加に伴い、

流体が粒子に及ぼす抵抗も増加する。その結果 終的に一定速

度で沈降することになる。この一定な速度を終末沈降速度とい

う。 

チェッキバルブ 逆止弁のこと。往復動ポンプ（プランジャー型）の入口、出口

に使うバルブ（弁）。ポンプ内の流体は一方通行で吸い込まれ、

吐き出される。スラリー搬送に使ったチェッキバルブはボール

型の逆止弁で実験した。 

シール面 流体流れを止めるために材料と材料を強く押し付け、その押し

付けた部分の流れをせき止める部分の面を示す。 

インライン濁度計 プロセス配管内に組み込まれた濁度計。液体中に浮遊粒子があ

ると、入射した光は散乱を起こす。液体中にこのような光現象

を見るとき、光の散乱により起こった濁りの程度を濁度とい

う。 

反応工学モデル 反応器設計に必要な反応機構、速度式、流体の流れなどを総合

的に含めたモデル。必ずしも、理論的に詳細なものではなく、

工学的な応用の可能性に重点をおいている。 

可視化 直接目視できないような場や現象を、視覚化してあらわすこと 

影写真 

 

 測定あるいは観測対象の向こう側に光源をおいて、対象を影

として撮影した写真 

充填層 

 

 多数の固体粒子をつめた層のこと。固体粒子が静止している

場合を固定層と呼ぶ。 

固定層 

 

多数の固体粒子をつめた層において、特に固体粒子が静止して

いる場合をいう。 

 

流動層 

 

流動化状態にある粉体（細かい固体粒子の集合体）の層。 
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スラリー 

 

液体中などに、細かい固体粒子が、攪拌などによって分散した

懸濁液の状態。 

セル ここでは小型容器を指す。超臨界水状態を保持でき、また側面

に観察用の窓を有している。 

拡散 

 

異種の粒子の混合系が熱平衡状態に近づく際に起こる濃度分布

の変化の過程。一様な温度の静止混合流体中の濃度が均一でな

いときは、濃度を一様分布に近づける変化が起こる。 

シュリーレン法 媒質の密度変化に対応して屈折率が変化することを利用し、密

度変化を可視化する光学的な方法。比較的定性的ではあるが流

れ場の様子を全体的に捉えることができる。 

シュリ－レン撮影 

 

レンズ系などによって撮影対象を通過してきた光源の焦点を結

ばせ、その位置に一部をカットするようにナイフエッジを置き

撮影する方法。空間の密度勾配によって光が屈折するため、密

度勾配に対応した明暗の像を得ることができる。 

活性炭(活性炭素) 吸着性の強い、大部分が炭素質の炭をいう。 

瀝青炭 

 

無煙炭に次ぐ石炭化度を持つ石炭。その分類や範囲は揮発分や

発熱量による ASTM 法によることが多い。 

可視化 

 

直接目視できないような場や現象を、視覚化してあらわすこと 

影写真 

 

測定あるいは観測対象の向こう側に光源をおいて、対象を影と

して撮影した写真 

X 線透過法 X 線が物質を通過する時に強さが減少することを利用して、物体

内部の構造を観察することができる。 

焼結グラファイト 

（固形炭素） 

個々の小粒子を焼結操作によって処理したグラファイト。 

有機固体のうち、その成分が 99%以上炭素で構成されるものを指

す。 

ＨＯＰＧ 

 

Highly oriented pyrolytic graphite の略号。成分の 99.99%以

上が炭素で、焼結グラファイトよりも結晶度が高い。 

アレニウスプロット 

 

反応速度定数の温度依存性において、アレニウス式の関係が成

立するか否かを調べるため、速度定数の対数値を温度の逆数に

対してプロットしたもの。直線関係が成り立てば、その勾配か

ら活性化エネルギ－を算出することができる。 

表面反応律速 

 

固体粒子の反応などにおいて、粒子への物質移動による反応物

の供給の速さに比べ、粒子表面（外部、あるいは内部）での反

応が遅く、全体の速度が表面反応の速度によって抑えられてい

る状態 

物質移動律速 

 

物質移動の速さと、移動した先での化学反応の速さを比べた場

合、物質移動が遅く、その結果、化学反応の大きさに関係な

く、物質移動の速度が全体の速度の上限を与えている状態 

瀝青炭 

 

無煙炭に次ぐ石炭化度を持つ石炭。その分類や範囲は揮発分や

発熱量による ASTM 法によることが多い。 

ラマンスペクトル 

 

物質に光を照射したとき、散乱光の中に入射光と異なる振動数

を持つ成分が含まれ、これをラマン効果という。その光の成分

のスペクトルをラマンスペクトルという。 

計算流体力学（CFD） 

 

英語での Computational Fluid Dynamics に対応する用語で、数

値流体力学ともよばれてきた。流体力学における計算力学の分

野をさす。計算による流れの可視化法。 
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シュリ－レン撮影 

 

レンズ系などによって撮影対象を通過してきた光源の焦点を結

ばせ、その位置に一部をカットするようにナイフエッジを置き

撮影する方法。空間の密度勾配によって光が屈折するため、密

度勾配に対応した明暗の像を得ることができる。 

ラグランジェ粒子 

 

離散粒子モデル。個々の粒子の運動を追跡する数値解析モデル

を意味する。 

ナビエ＝スト－クスの式 

 

ニュ－トン流動を行う非圧縮性流体の運動方程式。計算流体力

学等に基礎式としてよく用いられる。 

空隙率 多孔質固体や、粒子の充填物が見かけ上占める全体積に対す

る、空隙体積の比率 

屈曲係数 

 

多孔質固体において、細孔の中の流れや拡散を扱うとき、細孔

構造を模式的に扱って、実際の拡散などを評価するときに用い

る係数。 

クヌッセン拡散 

 

気体分子が細い管などを通過するとき、圧力に比べて管の径が

十分小さいと気体分子同士の衝突は無視でき、壁のみとの衝突

によって移動していく。そのような移送形態をクヌッセン拡散

という。 

境膜物質移動係数 

 

物質移動速度（単位時間あたりの物質の移動量）が移動の起こ

る有効接触面積および推進力に比例すると仮定したときに、そ

の関数関係に表れる比例定数を物質移動係数という。境膜にお

ける係数を境膜物質移動係数という。 

境膜 

 

 バルクから界面への物質や熱の移動において、模式的に界面

の上にあって、物質や熱の移動を決定している仮想的な膜状構

造を境膜という。この膜内部では物質は分子拡散によって、ま

た熱は伝導伝熱によって伝達される。膜の外部のバルクにおい

ては物質の濃度や、温度は界面からの距離に関係しない。 

シャーウッド数 

 

 境膜物質移動係数と、代表長さの積を、拡散係数で割った商

であらわされる無次元数 

Ranz‐Marshall の式 流体の定常流れにある単一の球形粒子に対して熱移動や、物質

移動に関しよく成り立つ実験相関式。 

レイノルズ数 流体の密度ρ、代表速度 u、代表長さ L、流体の粘度μを用いて、

Re =ρuL/μで表される、流れの状態を表す無次元数。流体の慣性

力と粘性力の比と理解される。 

シュミット数 動粘度と拡散係数の比として表される無次元数。 

ペクレ数 伝熱や物質移動に用いられる無次元数の一つ。物質移動では、

「対流による物質移動速度」/「拡散による物質移動速度」の意

味を持つ。 

スリップ速度 流体により粒子が流されているときに、流体と粒子の速度差に

相当する量。 

パ－セルモデル 

 

多数の固体粒子の集まりをパーセルと呼ぶ。パーセルモデル

は、パーセル内の粒子から１つを代表させ、１つのラグラン

ジュ粒子として計算する手法を意味する。パーセル内の粒子は

すべて同じ挙動を示すと仮定する。解析で想定する粒子の総数

は(パーセル内粒子数)×(パーセル数)となる。パーセルモデル

を導入することにより、演算量を大幅に低減できる。 

インターフェース 人間がコンピュータなどの装置を円滑に使用できるようにす

るためのプログラム。あるいは、コンピュータ本体と各種周辺

装置やコンピュータ同士を接続し、電気信号の大きさを調整し

たり、データの形式を変換したりして、両者間のデータのやり

とりを仲介する回路や装置。 
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ライブラリ 特定の目的を持ったサブプログラムを集めたもの。通常、単

独では実行できず、主プログラムから呼び出して実行する。こ

こでは、超臨界水中の固体酸化反応を解析するために、汎用流

体解析コードに追加したサブプログラム群を指す。 

質量分率 流体解析において、主成分以外の成分の濃度を表す際に、主

成分の質量に対する比として表現したもの。 

シーレモジュラス(チイル

数) 

多孔質の固体内部の、反応速度定数と酸化剤の拡散係数の平

方根に比例する量。多孔質固体内部の有効的な反応表面積の算

出に用いる 

サーバ（実行サーバ） 解析条件を設定したりする端末コンピュータに対して、超臨

界水固体反応の解析計算を実行するコンピュータを指す。 

触媒有効係数 固体の関与する反応を考慮するとき。固体内部の全表面積に

対する、反応にかかわる実効的な表面積の割合。 

相互拡散係数 ２成分、あるいはそれ以上の種からなる混合物、化合物にお

ける、ある成分の拡散係数。単に拡散係数と呼ぶ場合も多い。 

 

 

研究開発項目② 「基礎基盤技術の開発」 
熱天秤[thermobalance] 

 

物質を加熱していくとき、その質量が温度とともにどのように

変化するかを直接測定するための天秤。ふつうには結晶水など

の揮発性成分、分解で生じた揮発性物質が分離する温度をき

め、同時にその量を測るために用いられる。 

熱重量測定 

[thermogravimetry] 

熱天秤等を用いて、物質を加熱していくとき温度とともにどの

ように変化するかを測定し熱的性質を解析する方法。 

示差熱分析 

[differential thermal 

analysis]  

 

試料と基準物質(測定温度範囲内で熱的異常を示さない物質)を

一定の温度上昇率で加熱し、両者の間に生じる温度差から試料

の熱的性質を解析する方法。試料が加熱されて相転移、分解、

融解などの変化をおこすと、変化に相当する温度で発熱(高分子

材料の結晶化、構造変化、酸化など)、吸熱(高分子材料の融

解、構造変化、一部成分の脱離など)がおこることを利用したも

の。相図の作成、鉱物の同定などに広く用いられている。 

示差走査熱量測定 

Differential scanning 

calorimetry]  

示差熱分析(DTA)を改良した熱分析法の 1 つ。示差熱分析の試料

と標準側のヒーターが一部または全部独立に作動し、定速加熱

の過程で両者に温度差が生ずると、どちらかの熱流の増加また

は抑制機構が自動的にはたらいてこれを打ち消す、この熱流速

度(Heat Flow)差 Δq が記録される。DTA よりも定量性が高い。

時間を横軸とするグラフの縦軸に示される Δq は、通常試料の

発吸熱速度そのものを示している。 

可塑化[plasticize] 硬い高分子物質などにある物質(可塑剤)を添加して塑性を与

え，柔軟性，加工性を高めることをいう。可塑剤は、分子間凝

集力の大きい高分子鎖間に入り込み、凝集力を弱めて可塑性を

与えるので、添加された高分子は加工性や耐寒性等がよくなる 
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相平衡 

[phase equilibria] 

物質の状態には気、液、固の３種がある。均一相の物性が問題

となる場合もあるが、異相系の特性すなわち相平衡に関する知

見が重要となることも多い。この場合、気液平衡、液液平衡、

気液液平衡、気液固平衡など種々のものがあるが、平衡状態に

おける各相の各成分の組成を問題とすることが多い。一般に実

験により求めるが、常圧下にくらべて高温高圧になると測定も

困難となり、信頼性のあるデータを入手するには工夫が必要で

ある。また、熱力学モデルにより計算によって求めることも試

みられているが、その際状態方程式や活量係数式などが活用さ

れている。極性の差や分子サイズの差が大きい混合物の相平衡

の計算は、困難な課題の一つである。 

溶解度[solubility] 一般に水やアルコールなどの液体溶媒に対する気体や固体成分

の飽和溶解量を溶解度という。不溶解性を示す液体どおしの場

合には相互溶解度ということが多い。一方、超臨界流体に対し

ても溶解度の用語を用いるが一般に溶解度は小さい。単位とし

てはモル分率やモル濃度で表示することが多い。 

非理想性[nonideality] 分子間力や分子サイズが無視できる状態は、理想気体 (ideal 

gas)として知られている。また、溶液についてはラウール則に

従う理想溶液（ideal solution）が定義されている。一方、高

圧下の流体や異種分子間相互作用が強い混合系（水、アルコー

ルなどを含む系）は理想気体や理想溶液の法則より大きく偏倚

する。そのため、これら非理想性の強い混合系の熱力学特性値

については精度の高い測定法で実測する必要がある。また、有

力な推算モデルの開発が強く望まれている。 

ヘンリー則[Henry's law] 

 

揮発性の溶質を含む希薄溶液が気相と平衡にあるとき、その濃

度 c は気相内の溶質物質の分圧 p に比例するという法則。ヘン

リーが実験的に見出した(1805)。c＝K・p(または p＝Kp・c)で表

わされ、K（Kp）は溶質、溶媒によるほか、温度にも依存する定

数である。次のように表現されることもある。一定の温度で一

定量の液体に溶解する気体の量はその気体の圧力(分圧)に比例

する。この法則は濃度があまり大きくない範囲で近似的に成り

立つ。 

膨潤[swelling] マトリックスが液体(超臨界流体)等を吸収して体積を増加する

現象をいう。 

ガラス転移 

[glass transition]  

 

高温度では液体であるガラスなどの物質が温度の降下によりあ

る温度範囲で急激にその粘度を増し、ほとんど流動性を失って

非晶質固体となる変化をいう。この変化は、熱平衡としての相

転移ではなく、原子または分子のミクロな運動が急激に緩慢に

なり、凍結状態になるためにおこる準安定な非平衡状態であ

る。ガラス転移点の付近では、比体積、膨張係数、比熱などは

温度変化に対してかなり顕著な折れ曲がりを示す。 

ガラス転移点 

[glass transition 

point]  

 

高分子材料等がガラス転移を示す温度。ガラス転移点よりも高

温度では網状構造をなす鎖状高分子の各部分の熱運動が激し

く、ゴム状弾性を示すが、ガラス転移点以下では熱運動が自由

体積の減少によって抑制されて硬くなる。さらに、低温度では

部分的な結晶化がおこる。高分子物質のガラス転移は低分子物

質の場合よりははっきりしている。 

ス ピ ノ ー ダ ル 分 解

  

 

 

 

２成分混合系を高温度から急冷し不安定状態においた場合にお

こる２相分離の過程。スピノーダル線の内側の状態は不安定

で、混合系が強制的に一様相としてその混合比、温度におかれ

ると、空間的に波打つ濃度の不均一が自発的に発生し、それが

しだいに成長して終局的な２相分離が実現される。 

有機有害化合物 ＰＣＢといった人体に悪影響を及ぼす有機化合物 
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ＰＣＢ ポリ塩化ビフェニルの略称で、主に高圧トランス、コンデンサ

や蛍光灯等の絶縁油として使用された。現在国内に５万トン程

度保管されている。 

下水汚泥 下水処理場の下水を廃水処理した余剰汚泥。現在は焼却減溶化

してから埋め立てしている。 

断熱圧縮 圧縮が熱の出入なしに行われる状態変化で、ガスの温度が急激

に上昇する。 

プロセスシミュレータ  コンピュータ上に模擬的なプラントを設計し， 

プロセスの設計や解析を支援するためのソフトウェア。 

種々の物質に関する物性データと物性推算モデル， 

反応器やポンプなどを数学的に表現したモデルが 

組み込まれている。 

 

Web 技術 かつては Web サーバを通じてドキュメント共有するための 

技術であったが，近年のネットワーク技術の進歩とネットワー 

クインフラの整備により，データベースや Web アプリケーショ 

ン，動画のストリーミング配信など，様々な技術から構成され 

るようになった。 

 

GUI   Graphical User Interface の略。 

マウスなどのポインティングデバイスを用いてグラフィクス 

で表示されたコマンドを選択しながらコンピュータを操作す 

るためのインタフェイス。それまでの主流であった CUI に比 

べて直感的な操作が可能である。 

 

GCO Global CAPE-OPEN の略。異なるベンダが提供しているプロセ 

スシミュレータ間で物性推算モデルや単位操作などの機能を 

接続し，相互運用を実現するための規格。 

PFD    Process Flow Diagram の略。 

プロセスを構成する機器の接続関係を図示したもの。 

物性推算モデル 物質の温度や圧力，組成などを入力として密度や熱伝導率， 

比熱などの物性値を推算するモデル。 

SRK    Soave-Redlich-Kwong の略。Van der Waals 型状態方程式の 

一種で Peng-Robinson 式と並んで相平衡計算などに広く活用 

されている。 

溶液モデル   溶液の非理想性を表現するためのモデル。非理想性の尺度とし 

て活量係数を用いる。活量係数の推算法として Wilson 式や 

NRTL 式など種々の方法が考案されている。 

GEPR        Gibbs Excess Peng-Robinson の略。Peng-Robinson 式に 

Huron-Vidal により提案された自由エネルギー項を追加した 

モデル。 

データマイニング プラントの運転履歴や小売店の販売データなど，日々蓄積され 

る膨大なデータの中から，変数間の相関関係やパターンなどの 

知見を主にコンピュータを用いて発掘すること。統計解析や 

知識工学などが用いられる。 

オープンソース プログラムのソースコードを公開することで多数のプログラ 

マが開発に参加でき，また配布することが出来るソフトウェア 

の開発方式。 

PDF   Portable Document Format の略。Adobe Systems 社が開発した 

電子文書フォーマット。機種に依存しない再現性と改ざん防止 

機能を含むセキュリティの高さを特長とする。公的文書などの 

電子配布にも用いられている。 
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PTFE PolyTetraFluoroEthylene の略。フッ素樹脂の一つで、分子構造

は(－CF2－CF2－)n である。商品名としては、テフロンが知られ

ている。ほとんどの化学薬品・溶剤に対して不活性である。 

PCTFE PolyChloroTriFluoroEthylene の略。フッ素樹脂の一つで、分子

構造(－CF2－CFCl－)n、融点 212℃の熱可塑性樹脂である。PTFE

に比べて透明性や成形性に優れている。 

FPM フッ素ゴムの一種。フッ素ゴムはその優れた耐熱性、耐油性、

耐薬品性により、自動車用途中心に、化学プラント、半導体関

連機器など幅広く使用されている。 

NBR 二トリルゴムのことで、ブタジエンとアクリロニトリルの共重

合体からなっている。シール材として要求される、圧縮永久ひ

ずみ、引張り強さ、耐摩耗性が、比較的良い。 

Nylon ポリアミド系合成高分子物質の総称。合成繊維として使用され

るほか、優れたエンジニアリングプラスチックとして各種の成

形品、板、フィルムなどに用いられる。 

自然発火温度 物質が外部からの加熱なしに、物質内部の反応熱の蓄積だけで

燃焼をおこす温度。 

燃焼熱 燃焼反応に伴って出入りする熱。燃焼熱は燃焼反応のエンタル

ピー変化の符号を反対にしたものであり、発熱反応で正の値を

とる。 

粒子衝撃 小さな粒子が高速で構成物に衝突すると、運動エネルギー、熱

エネルギーあるいは化学エネルギーの伝達によって熱が発生す

るが、その現象のこと。 

ガス衝撃 気体が低圧から高圧へ圧縮されると、機械仕事の転換によって

熱が発生するが、その現象のこと。 

機械的衝撃 質量あるいは運動量が比較的大きい物体が構成物に衝突する

と、運動エネルギーの伝達によって熱が発生するが、その現象

のこと。例としては、電磁弁のポペットが弁座にぶつかるな

ど。 

酸素指数 材料の燃焼を確実に維持する酸素、窒素混合物中の、酸素の

小濃度(体積％)。 

ASTM American Society for Testing and Materials の略。米国材料

試験協会のことで、世界 大級の規格制定機関である。材料、

製品、システム、サービスに関する規格を会員の自発的な発案

と総意によって作成している。 

EIGA European Industrial Gases Association の略。欧州工業ガス協

会。 

CGA Compressed Gas Association の略。米国圧縮ガス協会。 

Impingement site 衝突箇所のことで、酸素配管内に微粒子が存在すると、流れの

向きが急に変わる箇所で、微粒子の壁面への衝突とそれによる

発火を起こす可能性がある。衝突箇所としては、エルボ、分岐

管などがあげられる。 

Non-Impingement site 微粒子の壁面への衝突があっても、発火の可能性が少ない

Impingement site 以外の箇所。 

ストレーナ（コーン型） 上流側に突き出した穴開きの円錐体に、所定のサイズのスク

リーンを被覆し、数百μm 以上の微粒子を捕捉する円錐型の部

品。 

フィルタ 焼結金属等のフィルタエレメントを取付け、ストレーナよりも

小さい微粒子を捕捉しガスの清浄化を行う部品。 

間接的酸素曝露 酸素システムにおいて、酸素と常時接触していないが、漏洩な

どが発生した場合に酸素と接触すること。 
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促進剤 助燃剤のこと。促進剤から発生する熱によりサンプルを燃焼さ

せる。 

CFD Computational Fluid Dynamics の略。流体力学の研究を可能に

するコンピュータ解析技術のこと。 

Runge-Kutta 法 常微分方程式の一つの数値解法。 

有限体積法 計算領域(コントロールボリューム)をセル要素に分割し、各セ

ルに対し支配方程式を用いて近似解を得る方法。境界に合わせ

て比較的自由にセル分割できること、境界条件が扱いやすいこ

と、保存性が得られることが特徴である。 

陽解法 時間に依存する問題を解く場合、解こうとするタイムステップ

ごとに方程式を解いていくが、一つ前のタイムステップで得ら

れた答えを使って現在のタイムステップの方程式を解く手法。

陰解法は陽解法と対をなす言葉で、一つ前のタイムステップだ

けでなく、現在のタイムステップの答えも同時に解く手法。 

TVD スキーム 数値流束の評価法を指す言葉である。圧縮性流れの計算手法の

一つであり、解が滑らかな領域では二次以上の精度を持ち、数

値振動のない手法である。 

Spalart-Allmaras モデル 乱流モデルの一つ。比較的簡単な 1 方程式モデルで、渦の(乱流

の) 動粘度に対するモデル化された輸送方程式を解く。本モデ

ルは、特に壁に拘束された領域の流れが関与する航空宇宙分野

への応用のためにデザインされたもので、逆圧力勾配のある境

界層に対して良い結果を与えることが示されている。 

衝撃波 圧縮性流体において、ある面を境にして圧力、密度、温度が急

激に増加するような一種の不連続面が現れるが、これを衝撃波

という。 

膨張波 等エントロピー波を考えた場合、波がある点を通過するとその

点の圧力、温度が減少するときの波。 
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Ⅰ.事業の位置付け･必要性について 

1. NEDO の関与の必要性･制度への適合性 

1.1 NEDO が関与することの意義 

1.1.1  NEDO の関与の必要性、意義について 

超臨界流体を利用した化学反応プロセス技術開発の実用化の促進に資する共通基盤技術構

築は、未だ体系的な確立がなされていない。環境に豊富に存在する水や二酸化炭素が反応や

分離等の種々の操作に用いる汎用性溶媒として、超臨界流体技術を応用することにより利用

しうることが認識されつつあり、そのプロセス開発は世界的にも熾烈な競争下にある。超臨

界流体技術は種々の産業分野において基礎的・中核的な手法となりうるもので、個々の研究

課題の実用化研究をするだけでなく、基礎から応用までを包括する技術の学問的体系化も重

要である。このような産業技術としても未踏の領域でかつ新規な産業技術基盤技術の開発と

体系化は国の関与のもとで、当該分野の第一線で活躍している研究者の参画を得て、産学官

連携による集中的・効率的推進が必要不可欠である。それにより、産学官の能力を結集した

研究開発の成果が共有され、長期的視野に立った持続的産業創製が可能になる。さらに先駆

的に構築された技術体系は人類共通な知的財産であり、國際貢献に大いに寄与するもので、

市場原理に任される事業ではなく、国のプロジェクトとしての実施・推進が強く求められる。   

さらに、本技術開発は省エネルギー・省資源、環境負荷の低減を達成することを目標とし

ており、地球規模のエネルギー・環境問題の解決に大きく貢献するもので、それ自体国とし

て推進すべきテーマであることは勿論、個々の研究課題についても、技術的難度が高く、１

研究機関、１企業で取り組むにはリスクが大きすぎる事、及び、プロセス実用化研究には多

額に出費を必要とし、このような共通基盤技術開発には民間の自主的な取り組みは期待でき

ない。従って、国がリーダーシップをとって戦略的に進めるのが相応であり、実施主体とし

ては、国以外には考えられない。 

 

1.1.2 本研究が行われなかった場合の社会的な損失 

 本研究開発が対象とする超臨界流体技術は、非常に革新的な技術で、かつ 先端の技術分

野領域であり、21 世紀のわが国の環境負荷低減、省エネルギー施策の戦略的な核となりうる

ものである。この為、早期の工業化を視野に入れた共通基盤技術の確立は、産業・社会に及

ぼす波及効果が大きく、本研究が実施されなかった場合、わが国の技術的な優位性の維持や

国際競争力の確保が困難となる。また、本技術開発は省エネルギー・省資源、環境負荷の低

減へ大きく寄与する事を目標としており、地球規模のエネルギー・環境問題の解決に大きく

貢献するものである為に、国際的な貢献機会を失する恐れが十分考えられる。又、環境調和

型・資源低消費型社会や次世代新規産業創出等の実現機会・実用化の時期が 10 年以上遅れる

ことが予測され、海外企業に市場が独占され、わが国産業界は多大な損失を被る恐れが十分

ある。 
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1.1.3 国の関与に公共性が認められるかどうか  

本技術開発は、超臨界流体を利用した抜本的な化学プロセス革新により、大幅な省エネル

ギー、省資源、環境負荷の低減を目指している。得られた成果は、地球規模のエネルギー・

環境問題の解決に大きく貢献するものであり、且つ、その共通基盤技術・知的基盤整備へ資

するデータベースとして、その後の民間企業における実用化研究開発や国際的な貢献に役立

つものである。その波及効果は化学産業だけに留まらず、幅広い産業分野へ波及効果と影響

をもたらすこと等から、高い公益性と公共性は十分確保されている。 

 

1.1.4 緊急性、重要性が高く優先して実施すべき事業であるかどうか 

超臨界流体利用研究開発は、21 世紀の省エネルギー・環境調和・環境負荷低減技術分野や

関連する地球規模の環境問題解決へ国際的にも大きく貢献できる戦略的な技術開発要素を多

数有している。そのため、欧米との技術開発競争は既にスタートしている現状を勘案すると、

わが国の国際競争力を確保する上で極めて重要性が高く、緊急性が高い。 

また、本研究開発は、産学官による集中的な共同研究体制で緊急且つ優先的に行うことが

環境と調和した健全な経済産業活動と安全・安心な国民生活早期実現へ向けて貢献できると

考えられる。 

 

1.2 実施の効果(費用対効果) 

1.2.1 プロジェクト（開発および導入）の概要 

（１）仮に国の関与があった場合 

研究開発期間 ： 2000 年度～2004 年度 

 研究開発予算 ： 国  10,535 百万円 

          民間   0 百万円（100％国が補助） 

 導入実証期間 ： 2005 年度～2009 年度 

 研究開発予算 ： 国     0 百万円 

                    民間 3,000 百万円 

 

（２）仮に国の関与がなかった場合 

 本研究開発において実施すべき分野は、超臨界状態における化学反応メカニズムの解明、

適反応条件の探索・解明、反応器・分離器・供給・混合器内の流動・伝熱・反応速度論に

関する工学基盤の確立、分光学的 in situ 測定法の確立等多岐にわたっており、かつ 先端

の領域であるため産学官の幅広い分野の第一線で活躍している研究者の参画を得て研究開発

を行うことが重要である。 

 仮に、国の関与がなかった場合を想定すると、資金面、人材面での不足から研究開発の効

率性がより劣るものと考えられる。また、研究開発成果に関しても、特に要素研究について

は十分な成果をあげるのは難しいものと考える。 
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研究開発期間  2000 年度～2017 年度 

研究開発予算 民間 10,535 百万円 

※民間のみで行う場合、研究開発費の負担は 6億円／年程度と想定。 

実証研究開発期間  2018 年度～2022 年度 

実証研究開発予算  民間  3,000 百万円 

※要素技術研究の成果を基に、2018 年度から実証研究を開始していくと仮定。 

民間の負担できる費用は、6億円／年程度が限界と想定。 

 

1.2.2 市場規模の見通し 

（１）仮に国の関与があった場合 

2010 年度 ： 代替プロセス技術を 20％適用 

  2020 年度 ： 代替プロセス技術を 50％適用 

  2030 年度 ： 代替プロセス技術を 80％適用 

 

（２）仮に国の関与がなかった場合 

 国の関与がなかった場合、実用化の時期は 10 年以上遅れる見通し。 

  2010 年度 ： 代替プロセス技術を 0％適用 

  2020 年度 ： 代替プロセス技術を 20％適用 

  2030 年度 ： 代替プロセス技術を 50％適用 

  

 

2.  事業の背景･目的･位置付け 

2.1 事業の背景、目的、意義 

2.1.1 背景 

近年、地球環境保全の観点から、エネルギー及び有機溶媒多消費型の既存化学プロセスを

省エネルギー・省資源・低環境負荷型のプロセスに転換することが必要不可欠となっている。

これらを実現するためには、「液体に匹敵する大きな溶解力」と「気体並の高い流動性と分子

運動エネルギー」といった、液体・気体の両方の優れた特性を併せ持つ超臨界流体を利用し

た、省エネルギー・低環境負荷型の化学プロセス技術の開発が急務である。 

このような情勢に鑑み、平成 7 年度、8 年度において、地球環境産業技術にかかる先導研究

｢超臨界流体を利用した反応プロセス技術に関する調査研究｣を実施した｡さらに引き続き、平

成 9 年度から 11 年度までの 3 カ年計画で、ニューサンシャイン計画「超臨界流体利用技術先

導研究開発」を集中研究方式で実施した｡それらの結果、いくつかの注目すべき成果と工業化

への課題が抽出され、超臨界反応場技術の基盤技術を整備し実用化を目指すためには、超臨

界流体利用の 適な化学プロセスシステム設計手法の確立とその為に必要な共通基盤技術の
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確立を国として推進していく必要性と緊急性が強く確認された。 

これを受け、平成 11 年 10 月産業技術審議会地球環境部会企画システム委員会で今後の超

臨界流体利用技術研究開発の妥当性や基本計画等の審議を経て平成 11 年 12 月本プロジェク

トの基本計画制定（通商産業省工業技術院）がなされ、平成 12 年 5 月～7 月にかけて実施者

選定（公募）契約審査委員会の審査をへて、平成 13 年 8 月 12 日委託契約締結（財団法人 

化学技術戦略推進機構）がなされた。 

  

2.1.2 事業の目的 

本事業は、エネルギー及び有機溶媒多消費型の既存化学反応プロセスを代替するため、超

臨界流体を利用した革新的な化学反応プロセス技術を開発することにより、環境負荷低減技

術を確立し、地球環境問題の解決と持続的発展を同時に実現しうる新しい高効率な化学プロ

セス技術の構築とこれらの基盤となる技術を開発することを目的とする。さらに、将来的に

幅広い産業分野で利用が期待できる超臨界流体利用適用技術に対し、その技術を体系化し産

業分野に使えるツールとして提供するために、データ蓄積、知的基盤、標準化等整備を行う

等により、共通基盤技術を確立し、その後の民間企業における研究開発や国際的な貢献に資

することも本プロジェクトの重要な目的である。 

 

2.1.3 事業の意義 

本プロジェクト「超臨界流体利用環境負荷低減技術研究開発」は、基盤的・汎用的な技術

体系の構築を主たる目的とするものである。成果としての結果は公共財として、広い産業分

野で超臨界流体技術の実用化に利用され、エネルギー消費削減、環境負荷低減へのアクセシ

ビリティ向上効果が期待される。 

 我が国がこのような技術基盤を持つことは、現在、熾烈な競争段階にある超臨界流体技

術の国際競争において有利となる土台を形成する。さらに、普遍的な成果を得ることで安全

基準策定や標準化などにも資するところが大きく、公共の福祉にも寄与する。 

以上、超臨界流体を利用した化学プロセスは、世界的にも開発機運が高まってきており、

わが国の戦略的な重要技術であり、本研究分野におけるわが国の優位性を発展させ、産業技

術としての優位性をも確保することに本事業が意義を有する。 

 

2.2 事業の位置付け 

本事業は科学技術基本計画における「環境分野」において、重点項目とされ、21 世紀の産

業の中核を担う基盤技術確立と化学プロセス分野におけるわが国の技術的優位性と国際競争

力確保の観点から、政策上では産業技術戦略の「人間・環境調和型高効率材料生産プロセス

技術」の「資源生産性を向上させるプロセス技術（特異的反応場利用技術）」に位置付けられ

ている。また、その技術開発は同項目の「環境調和型プロセス技術（溶媒転換技術）」の重要

な課題としても位置付けられている。 
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 また、本技術開発は「将来のフロンティアを切り拓く技術の研究開発」における「エネル

ギー・環境技術」分野の重要技術課題においても「環境調和型の革新的資源循環システム技

術」の「革新的生産プロセス技術（超臨界流体応用プロセス技術）」として位置付けられてい

る。さらに、本技術開発は、実用化された場合には環境負荷の低減を図ることが期待され

ていることから、産業技術戦略のうち、「社会的ニーズを踏まえた政策の体系化とそれを実現

する技術の研究開発」における大目標：「環境と調和した経済社会システムの構築」の「資

源・エネルギー投入及び廃棄物・有害物質の排出の 小化を図るための抜本的改革（生産プ

ロセス革新技術）」としても位置付けられる。 

 

2.3 基本計画 

本研究開発では、化学工業で基盤的・中核的な役割が期待できる超臨界流体を反応溶媒と

する新規プロセスの開発とプロセス開発に必要な共通基盤技術開発の構築を行う。そのため、

基本計画を以下の通り設定した。その構成と研究項目間の連携は図Ⅰ－１に示した通りであ

る。 

 

（１）超臨界流体プロセスの技術開発 

（イ）有機合成プロセス技術の研究 

 超臨界水及び超臨界二酸化炭素を主に用いた化学品等の合成反応や高分子重合反応を、有

機溶媒を使用せず、かつ、高選択・高収率・高速で行うための反応機構の解明及びプロセス

構築に必要な工学基盤技術を開発する。 

（ロ）材料プロセッシング技術の研究 

超臨界水を用いた微粒子、薄膜等機能性材料創製時の機能発現機構の解明及びプロセス構

築に必要な工学基盤技術を開発する。 

超臨界二酸化炭素を用いた高分子加工プロセスにおける可塑化機構と材料機能発現機構の

解明及びプロセス構築に必要な工学基盤技術を開発する。 

（ハ）エネルギー・物質変換技術の研究 

超臨界水を主に用いた廃棄物、未利用資源、難分解性物質からの工業原料への変換の基礎

となる化学反応機構の解明及びプロセス構築に必要な工学基盤技術を開発する。また、熱エ

ネルギー回収プロセス構築とプロセス構築に必要な工学基盤技術を開発する。 

 

（２）基礎基盤技術の開発 

各プロセスの共通基盤技術確立に必要な超臨界流体のミクロ物性、流動、相平衡等の基礎

物性及び反応機構、溶媒効果等の反応特性に関して測定・解析を行い、これらにより超臨界

流体に関する物性データベースの構築と、プロセス構築が可能となる技術基盤を開発する。 

 

（３）超臨界流体技術の調査研究 
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国内・海外における技術動向に関する調査研究を行い、（１）超臨界流体プロセスの技術開発、

（２）基礎基盤技術の開発で得られた成果との相互の連携を図ることによって、有望な新反

応プロセスの概念設計・総合評価、反応システムの可能性と適用性を検討し、その結果をプ

ロジェクトの研究実施へ反映する。 
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エネルギー・物質変換技術 
超臨界流体による廃棄物、未利用資源、 

難分解性物質の工業原料への変換を 

目指し以下を行う 

1)反応機構解明 

2)エネルギー回収プロセスの構築 

3)これらに必要な工学基盤技術の確立 

材料プロセッシング技術 
1)微粒子、薄膜等の機能性材料創製時 

の機能発現機構を解明する 

2)超臨界流体を用いた高分子加工プロセス 

における可塑化機構等の解明を行う 

3)これらのプロセス構築に必要な工学 

基盤技術を開発する 

有機合成プロセス技術 
1)有機溶媒を使用しない化学品の 

高選択・高収率・高速な合成反応、 

重合反応の反応機構を解明する 

2)化学合成プロセス構築に必要な工学基

盤技術の開発を行う 

工   学   基   盤 

・反応系内の直接観察、シミュレーション 

 による超臨界流体のプロセスの理解 

・高温高圧単位操作技術開発 

・装置材料の開発と評価 

  

・プロセス設計手法、シミュレー 

 ション手法の確立 

・物性データベースの構築  

基   礎   基   盤 

溶媒物性  

・ミクロ・マクロ溶媒物性  

・反応場の相状態  

・分子シミュレーション 

反応特性  

・反応機構・ダイナミクス  

・超臨界溶媒効果  

・触媒作用 

探索・調査研究  

・新反応探索  

・新プロセス探索  

・調査研究・情報収集 

設計 運転 評価 管理 

供給 反応 分離 材料 

共通基盤技術 

想定ﾌﾟﾛｾｽ試験の実施・プロセスの 適化 

超臨界流体利用環境負荷低減技術研究開発 

基本計画構成と個別要素技術間連携 

図Ⅰ－１ 
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Ⅱ.研究開発マネジメントについて 

1. 事業の目標 

 

１.1 研究開発全体目標、妥当性、設定理由等 

１.1.1 全体目標 

エネルギー及び有機溶媒多消費型の既存化学反応プロセスを代替するため、高温・高圧等の特異反

応場における革新的な化学反応プロセス技術として超臨界流体を利用した高効率な化学反応プロセス

の構築とこれらの基盤となる技術を開発する。 

 

１.1.2 全体目標の妥当性、設定理由、根拠 

超臨界流体利用技術は 70 年代後半に生み出された先端的な技術である。その応用が多彩に花開けば、

化学プロセスにおける環境調和型プロセス（省エネルギー、二酸化炭素の削減、脱有機溶媒、人体へ

の健康安全性等）の確立のみならず、他産業の様々な分野においても応用範囲が広がり、自然との調

和を内包する持続的発展可能な社会を実現する 21 世紀型文明の構築に資することが確実視されている。

特に、有機溶媒の替わりに超臨界二酸化炭素や超臨界水を溶媒として用いる化学プロセスや、反応基

質を超臨界流体として用いる脱有機溶媒化学プロセスは本質的に革新的な環境調和型プロセスとして

有望なものである。しかし、産業技術としては未踏の領域であるため、現在まで国内外ともに、普遍

的、波及的産業技術として確立されるには至っていない。これは、従来の気体を対象とした技術の延

長では、高圧プロセスの高コスト性、エネルギー多消費性の問題解決を体系的に進めることができず、

工程の簡略化、生産性の向上を発揮する実用技術として成立するのが、困難なためである。しかし、

エネルギー多消費性は超臨界流体の高圧発生に本質的に付随するものでなく、技術的な課題であり、

さらには超臨界流体の本質的特性である可制御性、操作性と自然界に存在する水、二酸化炭素の溶媒

機能を 大限に発揮させることにより高速変換・高選択性・高収率性を有する新規の種々の現象が数

多く発見され、普遍性・波及性の高い環境負荷低減技術の実用化が期待される。 

 

１.1.3 研究開発項目毎の目標、設定理由、根拠等 

超臨界流体プロセスの技術開発 

（イ）有機合成プロセス技術の研究 

（目標） 

 超臨界二酸化炭素、超臨界水や超臨界メタノールを主に用い、高効率、高選択的な環境調和型の基

礎化学品等の有機合成プロセス技術を開発する。有機溶媒を使用せず、安全で安価、且つ、高選択

的・高収率・高速で有機合成プロセスを行うための反応機構を検討し、触媒・超臨界反応場の 適化

を図るとともに、超臨界流体を用いた有機合成プロセスを構築する上で必要な工学基盤技術を開発す

る。 

（研究開発項目の目標の妥当性、設定理由、根拠） 
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 超臨界二酸化炭素あるいは超臨界水を溶媒とする、あるいは超臨界流体を溶媒と同時に反応基質と

する有機合成反応の実現は、有機溶媒・薬剤の大幅な削減が図られることは明らかであり、本課題は

社会的要請に応えるものであり、妥当性を有するものである。課題の設定理由、根拠として、超臨界

流体場は液体場に比較して高温の利用が可能であり、現象の高速化と同時に、超臨界流体の溶媒効果

により、気体場に比較して現象の制御性が期待されることが挙げられる。さらに、超臨界流体の溶媒

特性の可制御性を利用することにより、反応工程のみならず分離等の処理工程が簡略化あるいは省略

され、エネルギーおよび装置コストの大幅な削減も期待される。超臨界流体場は学問的にも工業的に

も新規な有機合成反応場であり、有用な未知反応の発見や新規触媒の発見の可能性は極めて大きい。

特に超臨界水場は生命の誕生にいたる化学進化の場として果たしてきた役割を考えると普遍性、波及

性の大きな成果が得られるものと確信できる。 

  

（個別研究開発項目の目標の妥当性、設定理由、根拠等 ） 

①超臨界二酸化炭素反応場を利用した水素化反応技術（産総研超臨界流体 RC 集中研／東工大／産総

研超臨界流体 RC） 

（目標） 

超臨界二酸化炭素反応場を利用した芳香族化合物や不飽和アルデヒドの高選択的な水素化反応技術開

発を目指す。 

（目標の妥当性、設定理由、根拠等） 

芳香族化合物、特に官能基含有芳香族化合物の核水素化反応は、一般に活性が低いために過酷な反応

条件を必要とする。このため、脱官能基、カップリングなどの副反応が進行しやすく、反応選択性が

低い欠点を有する。例えば樹脂、液晶、医農薬の分野から高立体選択的な核水素化技術の確立が望ま

れているが、これまで満足な立体選択性は得られておらず、実用レベルの技術はほとんどない。化学

品やモノマーの原料合成法として重要である芳香環の部分水素化技術に関しても、選択性が低く、実

用レベルの技術は少ない。また、不飽和アルデヒドの C=O 基の選択的水素化反応による不飽和アル

コールの合成は香料、医薬品等のファインケミカルズの原料製造分野で重要な反応である。しかし、

通常は C=C 基の水素化反応が優先的に進展するため、現状では高収率な反応条件は知られていない。

一方、超臨界二酸化炭素は有害な有機溶媒の代替溶媒として期待されており、温度、圧力を調整する

ことによって溶媒特性を変化させることができる。 

本研究では超臨界二酸化炭素を溶媒とし、反応基質、水素、触媒等との均一相の形成や相分離を巧み

に制御し、新規反応場での機構解明、触媒設計の確立を行い、高選択的な水素化反応技術の開発を目

指す。 

②超臨界二酸化炭素を基質とする有機合成技術（産総研物質プロセス RI／産総研超臨界流体 RC） 

（目標） 

 超臨界二酸化炭素を溶媒及び基質として用いて環状炭酸エステルやウレタン化合物等の合成技術の

開発を行い、超臨界流体技術を利用した環境負荷低減型化学反応プロセスの基盤構築を図る。 

（目標の妥当性、設定理由、根拠等） 
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 環状炭酸エステルは Li 電池用電解液として重要性を増しているだけでなく、ポリマー原料（ホス

ゲン代替）、燃料改質剤など、幅広い用途が期待されている。また、ウレタン化合物はウレタン樹脂、

ウレタンゴム､ウレタンホーム、医薬品原料等として多方面で用いられている。現状では環状炭酸エ

ステルは液相均一系触媒反応によって合成されているが、触媒の分離回収および反応速度の点に課題

が残されている。二酸化炭素の関与する触媒反応においては、二酸化炭素を超臨界条件で用いること

により、従来の気相あるいは液相反応に比べて反応性が飛躍的に高まることが期待される。また、超

臨界相との相分離によって、触媒分離、生成物分離、溶媒分離を大幅に効率化できる可能性がある。

従って、超臨界二酸化炭素を利用することにより、高速、高選択的、かつ触媒分離が不要な革新的プ

ロセスの実現が期待される。また、ウレタン化合物の合成では毒性や引火性の強いイソシアネート、

ホスゲン等が使用されており、環境に悪影響を及ぼすことから、それらを代替する無害な合成方法と

して二酸化炭素を利用した技術開発が期待されている。一方、二酸化炭素からウレタン化合物を合成

する方法はこれまでにも報告されているが、80℃以上の高温、24 時間以上の長時間あるいは大量の有

害なハロゲン化合物等の有機溶媒の使用を要する等の欠点があり、より高速な反応を実現する操作条

件の選定、触媒の探索とそれを支援する技術開発が求められている。 

③超臨界メタノールを利用した芳香族化合物合成技術（産総研超臨界流体 RC 集中研／東工大／静岡

大） 

(目標) 

超臨界メタノールを反応基質および媒体として用いることによりナフタレン等の芳香族化合物の高選

択的メチル化反応技術を開発する。 

 (目標の妥当性、設定理由、根拠等) 

2,6-ジメチルナフタレン(2,6-DMN)は、その高耐熱性・高ガスバリア性などの特性から 近需要が伸

びて注目されているポリエチレンナフタレート(PEN)樹脂の原料前駆体として有用であり、現在は BP-

Amoco 社により４段階行程の o-キシレン・ブタジエン法で製造されている。ナフタレンを出発物質と

する２段行程の 2,6-ジメチルナフタレンの気相合成法は安価で注目されているが、選択率が低いこと

等の理由から実用化されていない。しかし、鉄鋼副産物タールの有効利用の観点からも技術開発が期

待されており、安価な製造方法が開発できれば現行法を代替する可能性を有している。一方、超臨界

メタノールを反応基質および溶媒として用いることにより反応は一段階で進行することを見出してお

り、反応条件と触媒の開発により高選択性、高収率が実現されれば、環境調和型プロセスとして期待

できる。 

④超臨界メタノール反応場を利用したメチル化反応技術（産総研超臨界流体 RC 集中研／東工大） 

（目標） 

 固体酸・塩基触媒と超臨界メタノール反応場を利用することにより、二官能性アミン化合物及び

フェノール化合物のメチル化反応技術を開発する。 

（目標の妥当性、設定理由、根拠等） 

多官能性アルキルアミン類化合物はカチオン系凝集剤として生活廃水処理等に用いられており、オル

トメチルフェノール類化合物は酸化防止剤や難燃性プラスチックに利用されている。現行プロセスは
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いずれも選択性が低いことや廃棄物等の問題があるため、省資源、省エネルギーおよび廃棄物低減の

観点から超臨界メタノールを用いた直接メチル化法を開発することは重要である。本研究は二官能性

アミン化合物の N-メチル化反応とフェノール化合物のオルト位選択的メチル化反応について超臨界メ

タノール反応場及びそれに適した触媒を開発して高効率な反応技術の開発を目指すものである。環境

負荷低減のためには廃棄物となる副生物の生成を押さえるために選択性を高くする必要があり、触媒

の選択或いは設計が重要である。 

⑤超臨界水反応場を利用した水和反応技術（産総研超臨界流体 RC 集中研） 

（目標） 

 超臨界水の酸触媒機能を利用した環境調和型のオレフィン化合物等の水和反応技術を開発する。例

えば超臨界水反応場を用いて、触媒を使用しないでプロピレンからイソプロパノールを合成する技術

開発について検討する。 

（目標の妥当性、設定理由、根拠等） 

 地球上の約７割を水が占め、動植物にとってかけがえのないものである。言いかえれば、水は無害

である。本研究は水が溶媒であると同時に、水自身が基質として反応する亜臨界、超臨界領域を積極

的に利用した有機合成反応技術を開発し、既存の工業プロセスの置き換えを行い、従来技術では解決

できなかった環境負荷の低減を狙うものである。工業プロセスの触媒は反応速度、選択率の向上に利

用されている。中でも酸触媒や塩基触媒は多くのプロセスで使用されているが、触媒回収、中和処理、

塩の廃棄処理の為に環境に負荷がかかっている。例えば従来法では発煙硫酸を用いてプロピレンから

イソプロパノールを合成していたが、超臨界水を用いた新規プロセスでは特段の触媒を用いずとも水

和反応が進行することが予想され、工程が簡略化できること及び触媒に由来する大量の薬剤廃棄物が

出てこないことから環境調和型プロセスの開発が期待される。 

⑥超臨界水を反応場とする物質合成技術（産総研超臨界流体 RC） 

（目標） 

超臨界水領域で特異的に発現する酸あるいは塩基触媒機能を活用した有機合成反応の探索研究を行い、

反応性の検証および反応機構の解明を通して、超臨界水の機能、特性を普遍化するとともに、新たな

低環境負荷型合成プロセスの構築を目的とする。 

（目標の妥当性、設定理由、根拠等） 

さまざまな化学合成プロセスにおいては、酸、塩基触媒が用いられており、環境負荷が大きくなると

いう問題点を有する。本研究グループでは超臨界水が酸・塩基触媒機能を有していることを見出して

おり、有機合成に適用できる可能性を提案している。超臨界水のこの新しい有機合成反応を利用した

低環境負荷型無触媒有機合成プロセスの開発が有望と考えられる。水は地球上で大量に賦存し、 も

環境に優しい溶媒であり、超臨界状態では温度、圧力によってその特性を制御できる大きな利点を有

しており、超臨界水の酸、塩基性と高温反応場の組み合わせで、反応速度、選択性の向上が期待でき

る。この現象は発見されたばかりであり、早急な反応探索とプロセス化が期待される。例えば、超臨

界水反応場に適合する有機合成反応の探索とその反応メカニズムの解明や超臨界水有機合成条件の

適化等を検討することにより、新たな環境負荷低減型化学反応プロセスの基盤技術の開発に資するこ
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とが期待される。 

 

（ロ）材料プロセッシング技術の研究 

（目標） 

超臨界流体を用いた高分子加工プロセスにおける可塑化機構と材料機能発現のための機構解明及びプ

ロセス構築に必要な工学基盤技術を開発する。超臨界流体を利用した微粒子、薄膜など機能性材料創

製時の機能発現機構の解明及びプロセス構築に必要な工学基盤技術を開発する。 

（目標の妥当性、設定理由、根拠等） 

 超臨界二酸化炭素は，高分子に溶解して高分子相のガラス転移温度や融解温度を下げ、可塑化しう

ることが知られている。可塑化は高分子合成、高分子の成型や高分子複合材料の創製において重要な

操作であるが、有機溶媒を用いた場合は脱溶媒操作において多大のエネルギーを消費し、製品中への

残留溶媒が環境的にも大きな問題となる。これに対し、超臨界二酸化炭素を可塑剤として用いた場合

には、脱溶媒が簡素化され、しかも残留溶媒の問題も解消され、多くの高分子プロセスを環境調和型

に革新し、新規高分子材料製造の汎用性の高い手法になりうる。しかしながら、超臨界二酸化炭素に

よる高分子相の膨潤平衡のデータは広範な温度圧力範囲では不足しており、しかも構造形成に重要な

可塑化過程（溶解・膨潤）および構造固定化過程（脱二酸化炭素・脱圧）の速度論的データは僅少で

ある。本研究では可塑化と脱圧機構の解明を通して、超微細発泡成形技術と無機/高分子複合材料の

創製技術の開発を行うもので、可塑化・脱圧工程での操作条件と構造形成の関係を明らかにすること

により、個別テーマの達成のみならず新規な高分子系材料の汎用的製造方法の提案に繋がるものであ

る。 

また、超臨界流体を媒体とした微粒子・薄膜などの機能性材料の創製技術は、過飽和度の主として制

御性に着目したもので、急速膨張法、貧溶媒化法、再沈法及び反応晶析法として提案されており、普

遍性の高い手法になりうるものである。しかし、一部、医薬品の製造などに、実用化されているもの

もあるが、産業的に用途の広い技術には至っていない。本研究では当面の課題として、急速膨張法と

反応晶析法を取り上げ、超臨界流体の特性と材料創製時における合目的的な機能発現のための構造形

成機構を解明し、それぞれのプロセスの要素技術を確立して、環境調和型の材料プロセスとして体系

化することを目標としている。 

 

（個別研究開発項目の目標の妥当性、設定理由、根拠等） 

①熱可塑性高分子の超微細発泡成形技術の開発（産総研超臨界流体 RC 集中研/産総研環境調和技術

RI/東北大） 

（目標） 

熱可塑性プラスチックに主として二酸化炭素等の超臨界流体を溶解させ、脱圧時に微小気泡を制御性

を持って形成させうる超微細発泡成形技術の開発を行う。本方法により発泡径分布、発泡率等の発泡

体の構造制御を実現し、発泡による製品強度低下を回避しながら、プラスチックの成形加工性を向上

させ、結果として使用するプラスチック製品の軽量化、さらには原料使用量の削減と省エネルギーの
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達成を図る。さらに、膨潤、可塑性、脱圧の各機構を解明し、成形加工プロセスの基礎要素技術とそ

の工業化のための基盤技術を開発する。 

（目標の妥当性、設定理由、根拠等） 

超臨界流体を用いて製造する微細発泡プラスチックは、環境汚染の低減、エネルギー削減、資源の有

効利用ならびに新しい付加価値製品の創造をもたらす可能性を有しており、幅広い製品と生産プロセ

スに革新をもたらすことが期待されている。一部の製品では、実用化も図られているが、製品強度を

保持できる程度の 10μm 以下の超微細発泡体は得られていない。また、超臨界流体を用いた樹脂発泡

過程の解明および微細発泡体を得るのに必要な材料やプロセスの諸条件の解明に関する研究は不足し

ており、微細発泡体を得る上で必要な発泡径分布の制御手法ならびに 適な成形プロセスとその装置

は見出されていない。このため、試行錯誤的な応用技術しか開発されておらず、本技術の本格的な連

続型射出成形技術としての実用化はなされていない。 

そこで、超臨界流体を用いた微細発泡成形に関わる上記の基礎要素技術を研究し、未発泡のものと同

等以上の強度を維持できる気泡径 1～10μm の微細かつ均一な発泡体を得るための 適な成形プロセ

スを見出すことにより、本技術を実用化・普及するための基盤技術を構築することが重要である。目

標値は、中間目標として気泡径 10μm 程度、 終目標として気泡径１～10μm の微細発泡成形体を製

造する技術の確立を挙げる。 

②無機/有機高分子複合材料の創製技術の開発(産総研超臨界流体 RC 集中研/高温高圧研) 

（目標） 

有機高分子の優れた加工性と無機材料の機械的・電磁気的特性を相補的に利用した新規な複合機能性

材料を構造制御を介して創製することを目的とし、有機高分子材料を超臨界流体により膨潤・可塑化

し、金属あるいは金属酸化物の微粒子を高分子材料相中（表面層あるいは内部）に合目的的に制御分

散化させうる無機/有機高分子複合化技術を確立する。微粒子分散相の厚さ、粒子分布、充填率、粒

径等の分散相の形態制御性と操作条件との関係を明らかにし、本方法の有効性と汎用性を明確にする。 

（目標の妥当性、設定理由、根拠等） 

有機高分子材料は，バルク材料そのものの機能（軽量化，加工性等）の向上はもとより，オリジナル

な材料にはない機能を付与した高機能化が求められている．特に、高分子材料に金属あるいは金属酸

化物などの微粒子を分散させた材料は、原材料にはない新たな機能を発現させることが期待される。

近年、形状の加工性、軽量性、大量生産性等の観点から、金属部品から有機高分子材料への代替えが

進むとともに、金属等に固有な機能が付与された有機高分子材料の必要性も指摘されている。従来の

表面改質技術である無電解メッキは機能層の剥離が生じやすく、また改質法としてのフィラー混練は

微粒子の凝集が起こり、導電塗装は微細部分への加工が困難であるなどの課題がある。すなわち、有

機高分子材料の全表面、複雑形状を有する表面などの全表面近傍に、目的とする機能発現のために適

切な金属あるいは金属酸化物の微粒子分散状態を発現できる制御技術が望まれている。超臨界流体は、

有機高分子材料に対する膨潤・可塑化効果を、また有機金属化合物に対する溶解力、微細形状部分へ

の高い拡散浸透性を有しており、これらの特性を高度利用した目的とする機能発現のための構造形成

手法として確立することで、新たな超臨界流体を用いる有機無機複合材料製造技術が期待できる。 
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③急速膨張法による無機材料の創製技術の開発（産総研超臨界流体 RC 集中研/高温高圧研） 

（目標） 

超臨界二酸化炭素を利用した急速膨張法による材料創製の基盤データを蓄積し、微粒子・薄膜製造法

としての形態制御性を操作条件と定量的に関係づけることで構造性無機材料製造設計法を確立すると

ともに、本手法をμmオーダーのパターン化材料等の薄膜製造の基盤技術を確立する。 

（目標の妥当性、設定理由、根拠等） 

材料を実用化する場合、基本的な特性発現のための組成や微細構造の制御に加えて、任意の形状に作

成できる、すなわちパターニングが可能であることが、応用範囲を広げる意味でも重要である。現在、

数十μm 以上の領域では、スクリーン印刷やサンドブラストなどが、また、サブミクロン領域では、

半導体デバイスで一般的なリソグラフィー技術があるが、１～数十μm の領域に関しては簡便な量産

技術がなく、既存の微細加工技術で対応するには大形の設備と多大なエネルギーを要する。この領域

のパターニングは、将来的に、種々のディスプレイや圧電アクチュエーター、マイクロマシン部材、

コンビナトリアルケミストリー、各種マイクロデバイス等への適用が期待でき、簡便な量産技術の開

発は必須である。このような状況下で、超臨界流体を用いた急速膨張法は、温度・減圧速度と膨張開

始時の相状態を操作条件、すなわち制御パラメータとして利用でき、過飽和度の大きさとその変化速

度が制御でき、微粒子状・膜状というモルフォロジーに加えてそのサイズと分布の制御が可能で優れ

た微細部充填性も期待できるものである。さらに、このような技術はひいてはμm 領域のパターニン

グ技術として有望である。 

④超臨界水反応場を利用した無機微粒子の合成技術の開発（産総研超臨界流体 RC） 

(目標) 

超臨界状態を含む高温高圧反応場での無機微粒子の連続合成プロセスを構築する。合成条件と生成物

の粒子特性、および化学的物理的機能性との関係を把握し、高機能性無機材料合成プロセスの開発の

ための基盤技術の確立を目指す。 

(目標の妥当性、設定理由、根拠等) 

超臨界水を利用した無機微粒子合成法は、秒オーダーという短時間で高結晶性の金属酸化物微粒子が

得られることから、新規な無機微粒子合成法として、その実用化が期待されている。本手法を工業的

レベルの微粒子合成技術として確立するためには、プロセス変数（温度、圧力、濃度、ｐH、反応時

間、流動）と粒子特性（サイズ、分布、結晶構造、形態）との関係を明らかにし、本プロセスのモデ

ル化が必要である。そこで、反応装置内での原料である金属塩水溶液の昇温、保持、冷却の各過程に

おける温度および流動を計測・制御可能な流通式超臨界水熱合成装置を開発し、粒子特性を制御する

プロセス変数を明らかにする。反応工学的解析（反応速度論、溶解平衡論）に基づき粒子生成・成長

機構のモデル化を行う。 

 

（ハ）エネルギー・物質変換技術の研究 

（目標） 

 超臨界水を主に用いた廃棄物、未利用重質資源、難分解性物質からの工業原料への変換の基礎とな
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る化学反応機構の解明およびプロセス構築に必要な工業基盤技術を開発する。また、熱エネルギー回

収プロセス構築とプロセス構築に必要な工学基盤技術を開発する。 

（目標の妥当性、設定理由、根拠等） 

 超臨界水を用いたエネルギー・物質変換プロセスについては、相変化の可制御性、物質・熱移動の

促進に係わる超臨界流体の一般的特性に加えて、加水分解反応、水性ガス反応、水性ガスシフト反応

等の積極的利用により、有害廃棄物の完全酸化による無害化のみならず、廃棄物、未利用資源からの

エネルギーや工業原料への新規な変換法として期待が高まりつつある。しかしながら、完全酸化が先

行した現状においては、分解率の達成に主眼が置かれ、必ずしも反応条件や反応器設計を合理的に行

いうる工学的視点での現象の解明と設計手法の確立は充分には行われていない。特に、固体が混合し

た系の反応挙動については、不明な点が多い。また、超臨界水プロセスの固体や塩素、イオウ等を含

有する廃棄物を扱うための必要な技術基盤である、反応器への供給方法、装置材料の選定方法等につ

いても、超臨界水特有な現象のため、従来の技術体系とは異なるものが必要であることが明らかに

なってきている。廃棄物、未利用重質資源、難分解性物質のエネルギー・工業原料への変換プロセス

の開発を通して、これら新規に開発を必要とする技術要素を工学基盤技術として確立することは、エ

ネルギー・物質変換プロセス以外への超臨界流体技術の適用の拡大を可能にするものである。 

  

（個別研究開発項目の目標の妥当性、設定理由、根拠等） 

超臨界水酸化反応によるエネルギー回収プロセスの開発 

(a)反応工学モデルの開発（産総研超臨界流体 RC 集中研／東大） 

（目標） 

 難燃性有機固体が超臨界水中で酸化分解する際の、反応経路、反応速度と操作条件、環境条件の関

係をモデル化する“反応モデル”と反応容器内の流動状態と操作条件の関係をモデル化する“流動モ

デル”を結合したシミュレーションモデルを確立し、酸化反応によるエネルギー回収プロセス等に使

用する超臨界水中酸化反応器の設計に資する。 

（目標の妥当性、設定理由、根拠等） 

難燃性や含水性の有機固形物を二酸化炭素と水に完全分解する方法として超臨界水酸化技術の開発が

進められて、超臨界水中燃焼発電や廃棄物処理によるエネルギー回収等への適用が考えられているが、

反応器の設計ができるような工学的観点からの現象解明は未だ不十分である。特に固体状の有機物に

関しては、超臨界水中でどのように流動し、どのように反応が進んで二酸化炭素と水に分解するかは

不明な点が多い。そのため、有機固体が超臨界水中で酸化反応をするときの反応経路、反応速度、流

動状態等を明らかにすることにより、エネルギー回収プロセスの設計に使用できる反応工学モデル構

築する必要がある。 

(b) 装置材料の選定（産総研超臨界流体 RC 集中研） 

（目標） 

超臨界水酸化プロセスの反応器等の超臨界水酸化性雰囲気下で使用する装置材料の評価と選定を行い、

新材料開発への指針を得る。 
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（目標の妥当性、設定理由、根拠等） 

 超臨界水酸化プロセスの実現には、この環境に耐えうる材料の選定が重要になる。しかしながら、

材料の腐食と環境条件の関係等が不明確なことから、材料選定基準が確立されておらず、装置設計を

困難にしている。そのため、装置材料の腐食に関するデータの整備が工学基盤技術として求められて

いる。 

②超臨界水中水素化反応等による未利用重質資源の軽質化・クリーン化に関する開発（産総研超臨界

流体 RC 集中研）  

(a)重質油の転換プロセス 

（目標） 

 将来有望な未利用資源である重質油を対象に、クリーンエネルギーおよび工業原料化を目指した超

臨界水を用いた軽質化・クリーン化に係わる反応特性を明らかにするとともに、プロセス要素技術の

特性評価、超臨界プロセスの設計手法に関する工学データの取得と工学基盤化を図り、未利用重質炭

素資源の高付加価値化プロセスを構築する。 

（目標の妥当性、設定理由、根拠等） 

 石油代替エネルギー供給源の確保、およびエネルギー供給源の多様化は 重要課題であり、その中

で重質油等の低品位未利用重質油の活用が必要不欠となってくる。このような情勢下、環境に有害な

有機溶剤等を使用しない超臨界水による未利用重質資源の軽質化・クリーン化プロセスが有望な手段

として期待されている。一方、超臨界流体を用いた工業化のための工学基盤の蓄積は十分には行われ

ておらず、工業化促進のために工学基盤の確立が上記の開発と合わせて必要である。 

(b)還元雰囲気下での材料評価（産総研超臨界流体 RC 集中研） 

（目標） 

 超臨界水還元性雰囲気における材料腐食試験を実施する中で、腐食現象の解明、材料腐食の評価を

行い、プロセスの操作条件に適した材料の選定や材料寿命を評価する手法を確立する。 

（目標の妥当性、設定理由、根拠等） 

 重質油等の未利用資源を対象にした超臨界水中の反応雰囲気は、低酸素ポテンシャル環境であるた

め還元性雰囲気になる。そのため、このプロセスを実現するには、超臨界水中の還元雰囲気に耐えう

る装置材料の腐食現象の解明が必要であるが、これらの研究はほとんど行われていない現状にある。 

③プラスチック廃棄物の化学リサイクルプロセスの開発 

(a)変換反応技術（産総研超臨界流体 RC 集中研/東北大） 

（目標） 

 超臨界水による縮重合型プラスチックおよび付加重合型プラスチックの有用物質やモノマーへの変

換に関して、前処理法、反応制御法、プロセスの構築を行い、プラスチック廃棄物の化学リサイクル

プロセス技術を確立する。 

（目標の妥当性、設定理由、根拠等） 

 超臨界水を用いるプラスチックの変換反応では、重縮合系プラスチックでは原料モノマーが、付加

重合プラスチックでは有用化学物質が得られることが知られている。しかし、その多くは実験段階に
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止まっており、このリサイクルプロセスを実現するには、反応制御法やプロセス特性等を明らかにす

る必要がある。また、可塑剤であるフタル酸エステルや塩素を多量に含むポリ塩化ビニルを対象とす

る場合は、含塩素芳香族化合物の生成要因となる可塑剤や激しい腐食を引き起こす塩素の除去を行う

前処理技術が必要とされる。 

(b)高圧供給系の構築（産総研超臨界流体 RC 集中研） 

（目標） 

超臨界水を用いた化学リサイクルプロセスによりプラスチック廃棄物を効率的に処理するためには、

粉砕したプラスチック廃棄物を水と共にスラリー状で超臨界水反応場へ連続かつ安定的に供給するシ

ステムが必要である。そのため、スラリー濃度、粉砕粉粒径、比重などのパラメータ変化による部品

クリアランスとの関係や、流速と配管内での沈降、配管の圧力損失等の関係を把握し、スラリーの移

送に適したポンプや配管の設計方法を確立する。 

（目標の妥当性、設定理由、根拠等） 

高温あるいは中低圧のプロセスに固形物を連続供給する方法として、粉砕した対象物を水と混和し

た状態で送るスラリー法が一般的によく使われている。この手法を超臨界水プロセスに用いることは、

原料と反応媒体である水を同時に反応装置に供給できることから、理にかなったものといえる。しか

しながら、水スラリーを供給する技術は、10MPa 程度の圧力場へのスラリー供給装置として、微粉炭

スラリー輸送プロセス等で実存するものの、超臨界水反応場への連続、かつ安定して供給する装置や、

その具体的な設計方法がないのが現状である。 

 

（２）基礎基盤技術の開発     

（目標） 

  超臨界流体プロセス技術の共通基盤技術確立に必要な超臨界流体のミクロ物性、マクロ物性、流動、

伝熱、物質移動、静的・動的相挙動などの物性及び反応機構、溶媒効果、輸送現象などの特性に関し

て測定・解析及び集積を行い、これらにより超臨界流体に関する物性データベースの構築を行うとと

もに、上記の個別テーマのプロセス構築が可能となる技術基盤を開発する。 

（目標の妥当性、設定理由、根拠等） 

 環境負荷低減、省エネルギー及び省資源を目指した超臨界流体を利用した環境負荷低減技術の確立

は、我が国の直面する二酸化炭素削減目標を達成するためには極めて重要である。本課題の超臨界流

体利用環境負荷低減技術を確立するには、超臨界水，超臨界二酸化炭素等の超臨界流体プロセス構築

に必須な物性データベースの確立が必要不可欠である。 

 また、超臨界流体プロセスにおいては、超臨界流体は高温高圧条件下で供給・処理されることにな

り、このような条件下で酸素等の高圧ガスを安全に取扱うための技術を確立することによって、我が

国の化学プロセス分野における技術的優位性が得られ，国際競争力の確保が可能となることが期待さ

れる。 

 

（個別研究開発項目の目標の妥当性、設定理由、根拠等） 
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超臨界流体のミクロ溶媒特性の解明（産総研超臨界流体 RC／産総研環境調和技術 RI 

（目標） 

高温高圧 in-situ 分光学的測定技術によって超臨界水、超臨界二酸化炭素，あるいは超臨界メタ

ノール中のミクロ特性やその中での化学反応過程を明らかにし、データベース化を図る。併せて in-

situ 分光学的測定技術の高度化を図るため、測定セルの改良や開発を行う。 

（目標の妥当性、設定理由、根拠等） 

 今後の超臨界流体技術ならびに本プロジェクトで進行中の課題を考慮すれば、局所的な超臨界流体

の構造や特性などの従来までの検討では十分とは言えないミクロ特性を解明し、それを 大限に利用

した反応プロセスの開発・確立が求められている。本研究担当グループはこれまで幾つかの高温高圧 

in-situ 分光学的測定装置を開発してきており、ハード面では強いといえる。そこで、これらのスキ

ルや人材を活用し、測定の高精度化などソフト面を充実させることにより、超臨界流体の特異的な特

性の解明を進展し、化学プロセスの構築を加速する可能性が期待できる。 

②超臨界流体のマクロ特性の解析（産総研超臨界流体 RC 集中研／産総研環境調和技術 RI／東北大／

九州大／近畿大／高温高圧研） 

（目標） 

 超臨界水、超臨界二酸化炭素及び有機物あるいは無機物を対象とする応用技術開発に必須となる超

臨界流体と有機化合物、高分子、無機物等との混合系の相平衡、溶解度、界面張力等の平衡物性、輸

送物性、熱物性等のマクロ特性データの測定及び解析とそれらをベースにした高精度推算手法の確立

を行い、マクロ特性のデータベース化を目指す 

（目標の妥当性、設定理由、根拠等） 

 超臨界流体技術は基本的に、超臨界流体が有する溶媒特性が温度・圧力という操作変数を因子とし

て大幅かつ連続的に変化することを利用するものである。利用技術で対象となる混合系の基礎特性

データは、本プロジェクトのみならず全ての利用技術に必須のものであり、その系統的な測定、解析

及び蓄積、さらには 小限の入力パラメータで目的とする物性情報が得られるデータベースはそれ自

体が超臨界流体の科学的な側面の基礎基盤となり、かつ工学的基盤技術となりうる。更に報告データ

の少ない条件での物性データの測定、解析及び蓄積を図ることにより、超臨界流体利用技術全体にお

いて実用化プロセスの開発を加速することが期待できる。 

③高圧ガス供給システムの安全技術（産総研超臨界流体 RC 集中研） 

（目標） 

 超臨界流体技術において超臨界水と混合併用される酸素などの高圧ガスを安全に経済的に加圧・移

送・保持する技術の開発を行い、超臨界流体技術を実用化・運転する際の保安基盤データを蓄積し、

保安システムを確立する。 

（目標の妥当性、設定理由、根拠等） 

 一口に超臨界流体といっても、原料として供給される状態は物質により異なっている。二酸化炭素

は高圧液化ガスとして、水は液体として供給される。これらは，超臨界流体技術で使用される状態で

はいずれも高密度膨張性流体であり、高圧ガスとしての取扱が不可欠であるが、熱力学的には安定、
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不燃、不活性、安価という特徴を有しており，これらの特徴を踏まえた安全基盤を確立することがこ

れらの技術を実用化・普及するための重要な要因である。また、現時点で想定されているプロセスの

中で超臨界水酸化処理においては、酸素は酸化剤として使用されるが、周知のように酸素は低圧でも

異常燃焼や爆発といった事故が発生しており、取り扱いにおいては危険が伴う場合が多い。400℃、

30MPa 以上という過酷な条件で酸素を安全かつ経済的に工業化した例はなく、酸素については実用化

に向けた設計指針の確立が必要である。 
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１.1.4 目標達成を判断するための指標について 

（１） 超臨界流体プロセスの技術開発 

（イ）有機合成プロセス技術の研究 

表Ⅱ－１に示すように個別研究開発項目の中間目標、 終目標は以下の通りである。  

        

表Ⅱ－１ 中間目標と 終目標表 

個別要素技術 中間目標 終目標 

①超臨界二酸化炭素

反応場を利用した水

素化反応技術 

 

超臨界二酸化炭素中での水素化反

応に有効な反応システムを開発す

る。 

 

 

アニリンの核水素化反応で転化

率：90%及び選択率 80% 

 

 

 

 

不飽和アルコールの収率 37%、選

択率 93% 

様々な芳香族化合物、特にメチレン

ジアニリンについて産業上有用な高

効率核水素化反応プロセスを開発す

る。 

 

核水素化反応では転化率 95%、反応

選択率：ジシクロヘキシルメタンジ

アミンの選択率：90%、cis-cis 体選

択率 70%を目標とする。 

 

不飽和アルコールの収率 80%、選択

率 99% 

②超臨界二酸化炭素

を基質とする有機合

成技術 

 

二酸化炭素を効率的に固定化でき

る触媒などによる合成技術を開発

する。 

 

環状炭酸エステル合成 

固 体 触 媒 （ 流 通 系 ）： 転 化 率

25％、選択率：80％ 

錯体触媒：転化率 95％、選択率：

95％ 

 

ウレタン化合物合成 

40℃及び 12 時間の 2-オキサゾリ

ジノン合成で収率 67% 

環状炭酸エステルの高効率合成技術

の確立、 

 

 

固体触媒（流通系）：転化率 50％、

選択率：95％、 

錯体触媒：転化率 94％、選択率：

99％ 

 

 

ウレタン化合物の高効率合成技術の

確立 

40℃及び 6 時間の 2-オキサゾリジノ

ン合成で収率 90% 

 

③超臨界メタノール 超臨界メタノールによるゼオライ 超臨界メタノールプロセスを開発す
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を利用した芳香族化

合物合成技術 

 

ト触媒を利用した 2,6-ジメチルナ

フタレン(2,6-DMN)の合成反応を実

施する。 

 

神戸製鋼所・モービルが共同開発

中の気相反応によるナフタレンか

らの 2,6-DMN 合成法のデータであ

る、転化率 13%、全ジメチルナフ

タレン中の 2,6-体比率 12％、2,6-

体/2,7-体の生成比 1.4 を当面の目

標とする。 

る。 

 

 

 

2,6-ジメチルナフタレンの合成反応

に関しては、高温のメチル化反応に

耐える、寿命の長い触媒系を開発

し、転化率 30%、全ジメチルナフタ

レン中の 2,6-体比率 65%、2,6-体

/2,7-体の生成比 2.6 を目標とす

る。 

④超臨界メタノール

反応場を利用したメ

チル化反応技術 

 

 

固定床流通式反応装置を用いて 2-

アミノエタノールの N,N-ジメチル

化反応における反応条件の 適化

を検討する。300℃で転化率：

70%、メチル化生成物の選択率 90%

及びワンパス反応でのジメチル化

生成物の収率 40%を目指す。 

 

メタクレゾールのオルト位ジメチ

ル化反応に有効な触媒探索の検討

を行う。 

350℃で転化率：80%、オルト位メ

チル化生成物の選択率 90%、ワン

パス反応でのジメチル化生成物の

収率 40%を目指す。 

様々な二官能性アミン化合物の N-ア

ルキル化反応への一般化を図り、産

業上有用な多官能アルキルアミン化

合物の製造プロセスを確立する。

300℃で転化率：100%及びワンパス

反応でのジメチル化生成物の収率

90%を目指す。 

 

副生物が生成しない高効率な芳香

族化合物のアルキル化技術の確立を

図る。想定プロセスは 300℃～350℃

で、メタノール収支 100%、触媒寿命

200 時間以上、転化率 100%及びワン

パス反応でのオルト位ジメチル化生

成物の収率 95%を目指す。 

⑤超臨界水反応場を

利用した水和反応技

術 

 

 

超臨界水反応場においてモデルと

してヘキセンを用いたオレフィン

水和反応技術を検証する。また流

通法によりプロピレンからイソプ

ロピルアルコールの転化率 20%、

選択率 70%を目指す。そのための

高圧ガス対応の超臨界有機合成試

験装置を作成する。 

既存プロセス置き換えを想定した超

臨界水を利用した水和反応プロセス

技術を構築する。具体的にはプロピ

レンからイソプロピルアルコールへ

の水和反応について、選択率 95%を

目指す。 

⑥超臨界水を反応場

とする物質合成技術 

超臨界水の酸・塩基触媒機能及び

高温・高圧反応場であるという特

探索した 20 例程度の有機合成反応

の内、有望な反応について 
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 異特性に適合する有機合成反応を

探索し、その反応過程を 5 例程度

解明する。超臨界水中では反応が

１秒以下の高速で進展する場合が

あり、それに対応可能な超臨界水

有機合成反応に適した実験室規模

の反応装置を開発する。 

有機合成プロセスを構築し、基本特

許を確立する。 
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（ロ）材料プロセッシング技術の研究 

 表Ⅱ－２に示すように個別研究開発項目の中間目標、 終目標は以下の通りである。 

             

表Ⅱ－２ 中間目標と 終目標 

個別研究開発項目 中間目標 終目標 

①熱可塑性高分子の超

微細発泡成形の基盤技

術の開発 

 

発泡径を制御するための因子を明

らかにし、ポリプロピレン製発泡

シートの気泡径 10μm 程度を得

る。 

微細発泡体を得るための制御手法

および 適な成形加工プロセスを

明らかにし、ポリプロピレン製発

泡シートの気泡径 1～10μm 程度、

発泡倍率 5倍以上を達成する。 

 

②無機/有機高分子複

合材料の創製技術の開

発 

 

超臨界注入法による有機高分子材

料の金属酸化物や金属の微粒子の

分散形態と操作因子との関係を定

量化し、微粒子分散機構を明らか

にする。 

金属、あるいは金属酸化物の微粒

子を有機高分子材料に分散させる

複合化技術を確立する。微粒子分

散相の形態と操作条件との関係を

明らかにし、本方法の有効性と普

遍性を確立する。 

③急速膨張法による無

機材料の創製技術の開

発 

 

 

超臨界二酸化炭素／金属アルコキ

シド系における各種原料アルコキ

シドの適用性、および超臨界急速

膨張法の基本特性の明確化と、パ

ターニングの実証。 

二酸化炭素を媒質とした超臨界急

速膨張法による材料創製の基盤

データを蓄積し、同手法を、μm

オーダーのパターン化材料等の薄

膜製造の基盤技術として確立す

る。 

④超臨界水反応場を利

用した無機微粒子の合

成技術の開発 

 

各種の金属酸化物微粒子特性とプ

ロセス変数 (操作因子)との関係

を明確化し、微粒子生成機構に関

する知見を得る。 

本手法のモデル化により、粒子特

性制御技術を確立する。粒子特性

と機能性との相関を明らかにし、

機能性無機微粒子の創製の基盤技

術を確立する。 
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（ハ）エネルギー・物質変換技術の研究 

 表Ⅱ－３に示すように、個別研究開発項目の中間目標、 終目標は以下の通りである。 

表Ⅱ－３ 中間目標と 終目標 

個別研究開発項目 中間目標 終目標 

① 超臨界水酸化反応によ

るエネルギー回収プロセ

スの開発 

(a)反応モデル 

固形炭素の超臨界水酸化反応に対

する観測方法の構築。 

反応速度と操作条件および環境条

件の関係を明らかにし、基礎的シ

ミュレーションを行う。 

超臨界水酸化プロセスの反応器

の設計、解析に適用できる、反

応モデルと流動モデルを結合し

たシミュレーションモデルの確

立。 

(b)装置材料の選定 硫黄を含有する有機固体の分解を

想定した超臨界水酸化雰囲気での

材料腐食を把握する。 

超臨界水酸化雰囲気下で使用す

る反応器材料の選定・開発に利

用する。 

②重質資源の軽質化・ク

リーン化に関する開発 

(a)重質油の転換プロセス 

 

ベンチスケールでの試験装置を設

計・製作する。 

重質油転換反応の反応挙動

を把握するとともにプロセ

スデータの取得を行う。 

超臨界水中における重質油転換

反応の反応メカニズムを解明す

る。このプロセスの設計手法の

開発と、経済的条件の把握及び

骨子となる要素技術を確立す

る。 

(b)還元雰囲気下での材料

腐食の評価 

 

超臨界水還元性雰囲気下において

有望と考えられる材料を選定し、

それらの腐食速度を把握し、腐食

メカニズムの解明する。 

未利用資源の有効利用を想定し

た模擬環境下での腐食速度の把

握、応力腐食割れ感受性および

材料強度の把握を行い、装置材

料の選定および寿命評価を行

う。 

③プラスチック廃棄物の

化学リサイクルプロセス

の開発 

(a)変換反応技術 

 

PVC からの可塑剤、塩素を 2 段階

で除去し、ポリエンを得る条件の

確立。 

  

流通式超臨界水反応装置を構築

し、ポリエンおよびポリカーボ

ネートの有用物質変換に関する反

応条件と生成物の関係を把握す

る。 

 

反応の 適化を行い、超臨界プ

ロセスの反応容器の設計、解析

に適用する。 

 

プラスチックを連続的に供給し

超臨界反応での生成物を連続的

に取り出す一貫した超臨界プロ

セスを確立する。 
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(b)高圧供給系の構築 往復動ポンプによるスラリー送液

ポンプを設計・製作し、水－プラ

スチックスラリー（プラスチック

粒径 100～200μm）の吐出圧力 35

ＭPa におけるスラリー濃度と吐

出流量の関係や容積効率変化を確

認する。 

 

スラリーの移送に適したポン

プ、配管設計方法を確立し、粉

砕されたプラスチック廃棄物を

水と共にスラリー状で超臨界反

応場へ供給できるシステムを構

築する。 
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（２） 基礎基盤技術の開発 

 表Ⅱ－４に示すように個別研究開発項目の中間目標、 終目標は以下の通りである。 

 

表Ⅱ－４ 中間目標と 終目標 

個別要素技術 中間目標 終目標 

①超臨界流体のミクロ溶

媒特性の解明 

 

In-situ 測定セルの開発及び局所

特性の定量化、超臨界水、超臨界

二酸化炭素、超臨界メタノール中

での反応機構の追跡・解明。 

超臨界水、超臨界二酸化炭素及

び超臨界メタノールのミクロ溶

媒特性の解明及びそのデータ

ベース化。 

②超臨界流体のマクロ特

性の解析 

 

超臨界水の高圧相平衡、固体―超

臨界流体系の膨潤度・溶解度、超

臨界流体―高分子系の熱物性・界

面張力・粘度、超臨界流体―アル

コキシド等の溶解度等についての

測定装置・測定方法の確立とデー

タ蓄積。 

超臨界流体系の平衡物性、輸送

物性、熱物性等のマクロ特性

データの蓄積と推算法を複合さ

せたデータベースの構築。 

③高圧ガス供給システム

の安全技術 

 

超臨界流体技術に関連した高圧ガ

ス供給技術､特に危険な酸素につ

いて内外のデータを調査し、問題

点や課題を検討する。  

調査内容を反映させ安全を考慮し

た発火試験装置、粒子衝撃試験装

置、断熱圧縮試験装置等の試験装

置を設計・開発する。 

高温酸素雰囲気中での有機材料の

発火試験等を行う。 

安全かつ経済的なシステム設計

を行うための設計指針を作成す

るとともに、公的な機関との連

携を視野に入れて、高圧酸素供

給の保安システム設計指針の策

定。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 28

１.2 研究開発項目の計画の概要 

（１） 超臨界流体プロセスの技術開発 

（イ） 有機合成プロセス技術の研究 

①超臨界二酸化炭素反応場を利用した水素化反応技術（産総研超臨界流体 RC 集中研／東工大／産総

研超臨界流体 RC） 

 基質としてアニリン及び不飽和アルデヒドを取り上げ、超臨界二酸化炭素中での水素化反応に有効

な反応システムを開発する。温度、圧力等の反応条件、触媒構造の 適化とともに、反応システムに

おける基質や生成物、触媒の相変化を把握することで、二酸化炭素や添加剤の効果を明確にし、反応

系の均一化による高活性化や超臨界二酸化炭素の分離抽出能力を利用した多相系での水素化反応の高

選択化につなげる。さらに他の芳香族化合物等の有機化合物への応用をはかり、本技術の普遍化を目

指す。 

②超臨界二酸化炭素を基質とする有機合成技術（産総研物質プロセス RI／（産総研超臨界流体 RC） 

 超臨界二酸化炭素とエポキシドの反応による高効率環状炭酸エステル合成技術を開発する。環状炭

酸エステルは現状では液相均一系触媒反応によって合成されているが、触媒の分離回収および反応速

度の点に課題が残されている。本課題においては、超臨界二酸化炭素を利用することにより、高速、

高選択的、かつ触媒分離不要な革新的プロセスの構築を目指す。具体的には、超臨界二酸化炭素中で

有効に作用する固体触媒および錯体触媒を設計、合成し、その触媒性能を評価する。また、超臨界二

酸化炭素およびエポキシドと固体または均一系触媒との相互作用を分光学的に解析し、触媒設計に

フィードバックする。更に、二酸化炭素とアミノアルコールから、環状ウレタン化合物である２－オ

キサゾリジノンの合成技術を開発する。２－オキサゾリジノンの合成方法は、ホスゲンや炭酸エステ

ルを用いる方法が知られているが､反応温度が高く､２４時間以上の反応時間を要する場合が多い。本

研究では、二酸化炭素、アミノアルコール及び脱水縮合剤を使い、低温及び短時間合成技術開発につ

いて検討する。温度、圧力、反応時間の影響を調べ、 適合成条件を明らかとし、更には極性溶媒の

効果､あるいは触媒反応についても検討する。 終的には環状炭酸エステルとウレタン化合物の合成

技術を核として、さらに超臨界二酸化炭素を利用した二酸化炭素固定化技術の普遍化をめざす。 

③超臨界メタノールを利用した芳香族化合物合成技術（産総研超臨界流体 RC 集中研／東工大／静岡

大） 

超臨界メタノールを用い、ゼオライト触媒の細孔を利用した形状選択的メチル化反応によるナフタ

レンから 2,6-ジメチルナフタレンの合成反応を実施し、高活性、高選択的､かつ長寿命の触媒系超臨

界反応プロセスを開発する｡また、上記反応の開発を実施するにあたり、分光学的手法を用いて、ゼ

オライト触媒の細孔内での超臨界メタノールおよび反応基質との分子間相互作用を測定するとともに､

触媒表面での失活原因物質の生成を捉えることにより、超臨界流体のミクロ物性､溶媒和構造等と位

置選択性、触媒寿命等との関係を明らかにしていく｡ 

④超臨界メタノール反応場を利用したメチル化反応技術（産総研超臨界流体 RC 集中研／東工大） 

 二官能性アミンとして、市場性が大きく産業上の価値が高い N,N-ジメチルアミノエタノールを、超

臨界メタノールを媒体かつメチル化剤として用いて、2-アミノエタノール原料から合成する反応につ
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いて、反応場を制御するパラメータ（温度、圧力、原料濃度、超臨界流体の種類など）を変化させて

適反応条件を見いだす。さらに、有効な触媒を見出した後、3-ジメチルアミノ 1-プロパノールや

N,N-ジメチルエチレンジアミンなど他の有用化合物合成への展開を図る。また、フェノール類のオル

ト位ジメチル化反応についても同様に実施する。また超臨界反応場で有効に作用する固体触媒の設計

指針の確立を目指して、超臨界流体中でのプローブ分子の吸着挙動解析やプローブ反応を行う。 

⑤超臨界水反応場を利用した水和反応技術（産総研超臨界流体 RC 集中研） 

 酸触媒代替反応として有機化合物の水和反応を取り上げ、具体的にはオレフィン化合物やニトリル

化合物の水和反応技術の開発を目指す。反応技術の開発には以下の装置製作及び試験を実施する。第

一に、流通型反応試験装置を製作し、目的生成物の収率、選択率に対する温度、圧力、反応基質濃度

等の操作因子を把握する。第二に、in-situIR 分光測定システムを製作し、反応メカニズムを捕らえ

ると共に反応基質におよぼす水の溶媒効果を把握する。これらの試験で得た知見を基に、超臨界水を

用いた水和反応技術の開発を行い、その反応プロセスを構築する。 

⑥超臨界水を反応場とする物質合成技術（産総研超臨界流体 RC） 

 超臨界水の酸・塩基機能や高温・高圧反応場であるという特徴に適合する有機合成反応を探索する。

超臨界水中では反応が高速で進行することが多いため、反応を捕らえるのが困難である場合も予期さ

れ、反応探索や反応過程の解明を円滑に進展させるために、超臨界水有機合成反応に適した実験室規

模の流通式反応装置を開発する。探索した有機合成反応の内、有望な反応についてプロセスデータを

調べて有機合成プロセスを構築し、基本特許を確立する。 

 

（ロ）材料プロセッシング技術の研究 

①熱可塑性高分子の超微細発泡成形技術の開発（産総研超臨界流体RC集中研／産総研環境調和技術RI

／東北大） 

連続式微小気泡挙動解析装置を試作して、超臨界流体の溶解挙動、粘度の計測、発泡セルの形成過

程の可視化を行う。さらに、超臨界流体とポリマーとの混合・混練工程の 適化及び核形成の精密制

御などの方法を検討し、セル密度が大きく、かつ微細な発泡体を安定して成形するための基本要素技

術を開発する。また、新しい成形加工プロセスの確立を目指し、得られた基本要素技術の成果に基づ

いて、溶解・混練工程には単軸あるいは二軸スクリュ押出機の適用、発泡セルの成長制御工程には、

カウンタープレシャー成形、射出圧縮成形、射出プレス成形などと組み合せた複合成形プロセスを検

討し、新しいポリマー素材の成形加工技術の開発に活用できる基盤技術を開発する。 

 

②無機/有機高分子複合材料の創製技術の開発（産総研超臨界流体RC集中研／高温高圧研） 

高圧セル内に、有機高分子材料と前駆体（有機金属錯体、金属アルコキシドなど）を封入し、超臨

界二酸化炭素によって、有機高分子材料を可塑化させるとともに、前駆体を溶解し、材料の内部に注

入する。注入後の前駆体は、還元や加水分解などにより、金属や金属酸化物に変換する。 適条件を

求めるために、温度、圧力、注入時間の影響とエントレーナの添加効果を調べる。微粒子の分散層形

成メカニズムを解明するために、各注入条件に対応する、微粒子の径、分散密度、分散層の形成深さ
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を分析・評価する。また、微粒子の分散状態と機能性との関係を把握し、機能発現機構の解明を行い、

機能性無機/有機高分子複合材料の創製技術とするため、微粒子分散制御手法などの基盤技術を確立

する。 

③急速膨張法による無機材料の創製技術の開発（産総研超臨界流体 RC 集中研／高温高圧研） 

原料となる金属アルコキシド等と超臨界二酸化炭素の相平衡を測定し、急速膨張法が適用可能な材

料種を明確にする。また、超臨界流体相あるいは超臨界流体を溶解した液相をノズルから噴射して基

板上に製膜する際の、噴射の状態や、付着、固化過程等の解析を行い、急速膨張法あるいは変形急速

膨張法による製膜のプロセスを解析する。これらの結果を基に、膜質、膜厚の制御や、多成分系原料

による複合材料化などを試み、マスクパターンを用いたパターニングへと発展させる。 

 

④超臨界水反応場を利用した無機微粒子の合成技術の開発（産総研超臨界流体 RC） 

超臨界水中での水熱合成反応による微粒子製造プロセス開発・設計のため指針を得るため、実験装

置の試作を行うとともに、種々の金属酸化物微粒子合成における操作変数と粒子特性（サイズ、分布、

形態）の関係を明らかにし、反応速度論、溶解平衡論から系統的な整理を行う。並行して、粒子特性

と機能性との関係を検討し、機能発現機構を解明する。超臨界水熱合成技術を機能性材料創製技術と

して確立するための基礎基盤と工学基盤を開発する。 

 

（ハ）エネルギー物質変換技術の研究 

① 超臨界水酸化反応によるエネルギー回収プロセスの開発 

(a)反応工学モデルの開発（産総研超臨界流体 RC 集中研／東大） 

 難燃性有機固形物を超臨界水中に固定し酸化反応を行い、その経時変化の観察や分解後の液、

ガスの分析を通して反応モデル（温度、圧力などの操作条件と反応経路・反応速度の関係）を

開発する。また、酸化反応で難燃性有機固形物周りにできる中間生成物の分析を行うともに、

流動場を観測する為の装置を構築し流動モデル（操作条件と流動状態の関係）を開発する。反

応モデルと流動モデルを結合したシミュレーションモデルを構築し、反応器の設計に適用する。 

(b)装置材料の選定（産総研超臨界流体 RC 集中研） 

 管型試験炉および槽型試験炉を持つ材料腐食評価試験装置を用いて材料評価を行う。管型試

験炉は、二重管になっており、内管を試験体とする。試験体の軸方向に温度分布を持たせ、各

温度での腐食を同時に評価できる。槽型試験炉は、オートクレーブ式で、槽内に試験片をセッ

トし、全面腐食、隙間腐食および SCC を評価できるものである。イオウあるいは塩素を含有す

る有機固体を超臨界水酸化反応により分解することを想定した酸化性超臨界水環境下における

各種金属材料の耐食性を評価し、反応器材料の選定を行う。また、超臨界水中で酸化性雰囲気

下での安定性、安全性に優れた材料の選定・評価を行う。 

②超臨界水中水素化反応等による未利用重質資源の軽質化・クリーン化に関する開発（産総研超臨界

流体 RC 集中研） 

(a)重質油の転換 
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 超臨界水を用いた場合の操作因子（温度、圧力、滞留時間、W/F 等）をパラメータとした重質油の

軽質化・クリーン化を行い、反応挙動の調査を通して実用化のためのプロセス構築を行う。また、ベ

ンチスケールでの試験を行い、供給、反応、分離、伝熱等に関する特性の把握および設計データを取

得するとともに、モデル化を図る。 

 さらに、工業化プロセスとして も適した形態について、システム試験を実施し、工業化評価およ

びモデルの検証を行う。 

(b)還元雰囲気下での材料評価（産総研超臨界流体 RC 集中研） 

 バッチ式腐食試験装置あるいは流通式腐食試験装置を用いて、超臨界水の還元性雰囲気下における

温度および雰囲気等をパラメータとした材料腐食試験を行い、腐食速度および腐食形態の把握を行う。

一方、S、Cl が存在する環境下での応力腐食割れを評価するため、超臨界用 SSRT 試験装置を製作し、

模擬環境下における応力腐食割れ感受性試験を行う。さらに、「重質油変換プロセスの開発」のプロ

セス試験装置等で実環境下腐食試験を考慮した腐食試験を行う。 

 これらの結果を総合して、超臨界水の還元性雰囲気下における装置材料の選定・評価を行う。 

③プラスチック廃棄物の化学リサイクルプロセスの開発 

(a)変換反応（産総研超臨界流体 RC 集中研／東北大） 

付加重合プラスチックであるポリ塩化ビニルから可塑剤であるフタル酸エステルの回収、脱塩素処理法を確

立し、ポリ塩化ビニルをポリエンに変換する。ポリエンの特性及び超臨界水中での分解や反応特性を評価し、

有効な化学リサイクルプロセスを開発する。縮重合プラスチックとしてポリカーボネートを超臨界水中でモノ

マー等の有用物質に変換する反応について、反応条件と収率等との関係を明らかし、化学リサイクルプロセス

を構築する。 

(b)高圧供給系の構築（産総研超臨界流体 RC 集中研） 

プラスチックを粉砕できる湿式石臼型粉砕機を用いて、回転数、砥石のクリアランス等をパラメータとした

粉砕の効率、およびその得られる粉砕粒径との関係を把握し、ポンプでのプラスチック廃棄物のスラリー送液

が可能な粒径範囲での効率的な粉砕条件を把握する。粉砕されたプラスチック廃棄物を水と共にスラリー状で、

水の臨界圧力以上の圧力場へ供給する装置として、往復動ポンプを選定し、スラリー濃度、粉砕粉粒径、比重

などのパラメータ変化による部品クリアランスと容積効率の関係や、流速と配管内での沈降、配管の圧力損失

等の関係を試験により把握し、スラリーの移送に適したポンプ、配管設計方法を確立する。 

 

（２） 基礎基盤技術の開発 

① 超臨界流体のミクロ溶媒特性の解明（産総研超臨界流体 RC／産総研環境調和技術 RI） 

高温高圧 in-situ 分光学的測定セルを設計・製作し、データ数の少ない超臨界水、超臨界二酸化

炭素及び超臨界メタノール中での溶質分子周囲の FT-IR、NMR、Raman スペクトル等を測定し，波数シ

フトや吸光度変化から局所密度などのミクロ特性や溶媒和構造に関する定量的数値データを算出する。

また時間分解スペクトル法を併用することで、反応系の場合には、反応中間生成物などの追跡を行い、

反応機構や経路に関する測定手法を確立する。これらの成果を取り纏め，局所特性に関するデータの

一般化とデータベース化を図る。なお、in-situ 分光学的測定測定技術の高度化を図るための測定セ
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ルの開発・改良は並行して行う。 

② 超臨界流体のマクロ特性の解析（産総研超臨界流体 RC 集中研／産総研環境調和 

技術 RI／東北大／九州大／近畿大／高温高圧研） 

超臨界水及び超臨界二酸化炭素と有機化合物、高分子或いは無機物との混合系の平衡物性（相平衡、

溶解度、PVT、誘電率、界面張力等）、輸送物性，熱物性等の既存データを精査して物性マップを作成

し、ニーズが予想されるにもかかわらず、データが少ない領域（系）を特定し、データの測定と解析

を行い、データを蓄積する。なお、そのための装置開発を必要に応じて行う。特に、本プロジェクト

の課題に鑑みて、超臨界二酸化炭素―高分子を対象とするの系の輸送物性と熱物性データの系統的蓄

積を優先実施する。また、超臨界水熱合成や急速膨張法等の機能性無機材料製造の基礎としての超臨

界水及び超臨界二酸化炭素と金属塩やルコキシドの相平衡を測定する。 

 それらのデータをベースにして、分子間相互作用等に立脚した熱力学推算手法の推算精度を定量的

に検討し、内挿の場合は 1%程度、外挿推算の場合は５％程度の精度で推算できる手法の確立を行い、

基礎特性のデータベース化を行う。 

 

③高圧ガス供給システムの安全技術（産総研超臨界流体 RC 集中研） 

 我国で開発される超臨界流体プロセスが世界へ展開することを考慮し、世界中での高圧ガス保安技

術や保安管理システムを調査・解析し、日本の保安システムの位置付けを明確にする。その結果に基

づいて超臨界流体技術において対象となる高圧二酸化炭素、高圧水を安全に取り扱う基盤技術、基盤

データを整備する。これらの超臨界流体と混合併用される酸素などの高圧ガスを安全に経済的に加

圧・移送・保持する技術の開発を行う。 

  特に超臨界水酸化プロセスが実用に近いとされていることから、装置あるいは配管材料として使

用される有機材料のガラス転位点温度の測定、さらには酸素雰囲気下での発火試験装置を製作し、有

機材料や金属材料の発火温度を測定し、危険性評価および材料選定の際の基礎データとする。また、

高圧酸素ガス中での断熱圧縮試験装置、微粉衝突発火試験装置、ガス噴射試験装置を製作し、測定

データより各温度・圧力・材料条件での危険性を評価し、安全かつ経済的に供給するための設計指針

を作成する。 

 

1.3 目標達成のための研究手法等  

（１）超臨界流体プロセスの技術開発 

（イ） 有機合成プロセス技術の研究 

個別研究開発項目についての解決課題、技術的背景等を表Ⅱ－５にまとめた。 

 

表Ⅱ－５ 解決課題、研究手法、技術的背景、ブレークスルー 

個別技術技術 解決課題、研究手法、技術的背景、ブレークスルー 

①超臨界二酸化炭素反

応場を利用した水素化

解決課題 超臨界二酸化炭素中で芳香族化合物或いは不飽和アル

デヒドに対する高選択的な水素化技術の開発。 
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研究手法 反応基質、水素、触媒あるいは超臨界二酸化炭素の反

応系を均一化し、或いは多相系にするなどの手法によ

り反応場を制御して 適水素化反応システムを得る。 

技術的背景 超臨界二酸化炭素中での核水素化反応は、二酸化炭素

の触媒毒性などの理由によりほとんど検討されていな

い。また、高選択的で且つ高収率の不飽和アルコール

の水素化合成技術は未だ開発されていない。 

反応技術 

 

 

 

ブ レ ー ク ス

ルーポイント 

超臨界二酸化炭素中で高活性・高選択的水素化が可能

な反応システムの構築がポイントとなる。 

解決課題 超臨界二酸化炭素を溶媒及び基質として利用した環状

炭酸エステル及びウレタン化合物の高効率合成技術の

開発 

研究手法 ・二酸化炭素を反応原料とする効率的な有機合成技術

の開発 

・高活性な無機酸化物系触媒あるいは均一系触媒の設

計・開発と特性評価 

 

技術的背景 ・二酸化炭素を原料とする有機合成技術の開発によっ

て二酸化炭素削減に寄与できる。 

・超臨界二酸化炭素中での固体触媒反応の研究例は少

ない。 

②超臨界二酸化炭素を

基質とする有機合成技

術 

ブ レ ー ク ス

ルーポイント 

・超臨界二酸化炭素中の環状炭酸エステル合成反応で

高活性かつ長寿命な固体触媒及び高活性かつ容易に生

成物と分離できる均一系触媒の開発 

・80℃以下の低温で且つ 24 時間以内の短時間で実現で

きるウレタン合成技術の開発 

解決課題 超臨界流体反応に適した、高選択的な触媒系の探索と

特性評価、および 適反応条件の決定 

 

③超臨界メタノールを

利用した芳香族化合物

合成技術 

 研究手法 ・超臨界メタノール反応場で、ゼオライト触媒の細孔

を利用した立体形状選択的メチル化反応による 2-メチ

ルナフタレンから 2,6-ジメチルナフタレンの合成反応

技術の 適化を行う。 

・超臨界状態のメタノールと反応基質および触媒との

分子間相互作用の解析。 
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技術的背景 ・ナフタレンを出発物質とする 2,6-DMN 合成法は、神

戸製鋼所・モービルが共同で低コスト製造プロセス開

発を検討している。 

・気相メチル化反応では、触媒活性の低下が宿命的で

あり、超臨界プロセスでも技術的課題となる。 

ブ レ ー ク ス

ルーポイント 

・長寿命・高選択性・高反応性を有する触媒系の開

発。 

外表面で異性体が生成するので、その触媒活性を無く

する技術開発がポイントとなる。 

 

解決課題 ・二官能性アミン化合物の選択的 N-メチル化反応技術

の開発。 

・フェノール化合物のオルト位選択的メチル化反応技

術の開発。 

研究手法 ・流通式反応装置を用いて、アルキル化反応に有効な

触媒探索を行う。 

・超臨界流体の反応場を制御するパラメータを変化さ

せて 適反応条件を見いだす。 

技術的背景 ・環境負荷の観点からはアルコールをアルキル化剤と

して使用する脱水法（直接法）が も優れているが、

直接法により二官能性のアミン類を官能基選択的にア

ルキル化した例はない。 

・フェノール化合物のオルト位選択的アルキル化反応

は、気相法では One-pass でのジアルキル化収率が低い

欠点とアルコールの分解に起因して触媒活性が経時劣

化する欠点がある。 

④超臨界メタノール反

応場を利用したメチル

化反応技術 

 

ブ レ ー ク ス

ルーポイント 

・二官能性アミン化合物の官能基選択性の制御 

・フェノール化合物の位置選択性の向上 

 

解決課題 超臨界水の酸触媒機能を利用したオレフィン化合物等

の水和反応技術の開発 

⑤超臨界水反応場を利

用した水和反応技術 

 研究手法 超臨界水反応場をオレフィン化合物等の酸触媒反応へ

適用し、その 適化を検討し、効率的な水和反応技術

を構築する。 
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技術的背景 超臨界水中の有機合成反応については 近発見された

ものであり、工業的な検討はほとんで行われていな

い。 

ブ レ ー ク ス

ルーポイント 

・超臨界水の特徴を活用した反応系の選定 

生成物の選択性操作因子の把握 

 

解決課題 工業プロセスに適した有機合成反応の探索とそのプロ

セス構築 

研究手法 超臨界水が有する酸、塩基性を利用した無触媒で進展

する収率及び選択率の高い合成反応の選定 

技術的背景 産総研超臨界流体研究センターにおいて、超臨界水中

では無触媒下でも種々の酸、塩基触媒反応が高速で進

行する可能性を見い出している。 

⑥超臨界水を反応場と

する物質合成技術 

 

ブ レ ー ク ス

ルーポイント 

超臨界水の機能を効率的に利用できる急速昇温システ

ムの開発と、 適反応条件の探索および超臨界水自身

の触媒機能と反応性の解明。 

 

 

 

（ロ）材料プロセッシング技術の研究 

 個別研究開発項目について、技術的背景、技術課題及び研究手法を表Ⅱ－６にまとめた。 

 

表Ⅱ－６ 解決課題、研究手法、技術的背景、ブレークスルー 

個別研究開発項目 解決課題、研究手法、技術的背景、ブレークスルー 

解決課題 超臨界流体による微細発泡機構を解明し、連続式プロセス

における 10μm 以下の発泡径の制御技術を開発する。 

①熱可塑性高分子の

超微細発泡成形技術

の開発 研究手法 連続式微小気泡挙動解析装置および可視化装置を開発し、

樹脂中の気泡形成過程を観察により、発泡径の制御因子の

解明を行う。また、超臨界流体とポリマーとの相互作用に

よる溶融レオロジー等の物性変化を分析し、発泡挙動との

関連性を明らかにし、 適な成形加工プロセスを構築す

る。 
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技術的背景 フロンや炭化水素などの発泡剤を使用しない環境に優しい

超臨界ニ酸化炭素による発泡成形技術の確立が望まれてい

るが、連続成形加工プロセスにおける超臨界流体とポリ

マーとの相互作用に関する要素技術の研究が不足してい

る。 

連続プロセスでは、発泡径 60μm が達成されているが、強

度を保持した軽量化には、10μm 以下の発泡成形技術の確

立が必要である。 

ブレークス

ルーポイン

ト 

可視化解析等による発泡過程の解明と制御因子の明確化、

連続成形プロセスで発泡径を制御するための超臨界流体と

ポリマーとの相互作用の明確化、微細発泡に 適な成形加

工プロセスを構築するのがポイント。 

 

解決課題 高分子材料に機能を付与することを目的とした金属、ある

いは金属酸化物の微粒子分散層を形成する複合化の基盤技

術を確立する。微粒子の分散形態と、機能性との相関の明

確化し、機能発現機構を解明する。 

研究手法 超臨界二酸化炭素によって高分子材料を可塑化させるとと

もに、金属や金属酸化物の前駆体（有機金属錯体、金属ア

ルコキシドなど）を高分子材料内部に注入する。金属に還

元する場合は、前駆体に含有される有機物を熱分解する。

金属酸化物の場合は、加水分解によって反応させる。 

技術的背景 有機高分子材料に無機微粒子を複合化させる従来技術とし

て、無電解メッキや CVD などの表面処理技術、塗装技術、

フィラー混練技術（アロイ技術）があるが、機能の継続性

（剥離）、微細な箇所への均一な加工性等の課題がある。超

臨界流体注入法については、有機高分子と金属の組み合わ

せとしてポリイミド-Ag などが報告されているが、注入の

可能性の検証で終わっており、機能を発現するための微粒

子の分散制御手法などが確立されていない。 

②無機/有機高分子

複合材料の創製技術

の開発 

 

 

ブレークス

ルーポイン

ト 

機能発現に必要な、金属、あるいは金属酸化物の微粒子分

散層を、有機高分子材料に形成するための 適操作条件の

探索。有機高分子材料、前駆体、二酸化炭素、およびエン

トレーナ間の各相互作用に基づいた、微粒子分散機構の解

明。 
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解決課題 超臨界急速膨張法における噴射粒径、充填性、膜の付着、

固化過程等の基本特性の解明。 

膜質, 膜厚制御手法の確立による実用材料の高速（＞0.1μ

m/min）製膜技術の開発。 

μmオーダーピッチのパターニングプロセスの開発。 

研究手法 超臨界急速膨張法では、原料となる金属アルコキシド等を

超臨界二酸化炭素に溶解させ、ノズルから噴射し、基板上

に薄膜を形成する。超臨界二酸化炭素への溶解性測定など

から各種原料の適用性を調べ、実際の膜形成試験を通じ

て、製膜性や、粒子の噴射、付着、固化過程等の解析を行

う。これらの結果を基に、膜質、膜厚の制御や、多成分系

原料による複合材料化などを試み、マスクパターンを用い

たパターニングへと発展させる。 

技術的背景 各種材料、特に無機材料のパターニングに関しては、数十

μm 以上の領域ではスクリーン印刷やサンドブラストが、

またサブミクロン領域ではリソグラフィー技術があるが、

１～数十μmの領域には簡便な量産技術がない。 

超臨界急速膨張法の研究に関しては、超臨界水とシリカ等

の無機材料、および超臨界二酸化炭素と有機材料の組み合

わせの報告例はあるが、超臨界二酸化炭素と無機材料の組

み合わせはほとんど行なわれていない。特に、これをパ

ターニングに適用するという例は皆無である。 

 

③急速膨張法による

無機材料の創製技術

の開発 

 

 

ブレークス

ルーポイン

ト 

噴射粒径の制御により、所定の形状に孔を開けたマスクを

通して基板上に製膜することで、スクリーン印刷等では困

難な微細部への均一充填を達成する。噴射・析出・固化過

程の解析による製膜機構の解明。実用化に向けて、超臨界

急速膨張法の特性を把握し、膜質、膜厚の制御、材料の複

合化などが可能な技術として確立する。 

 

④超臨界水反応場を

利用した無機微粒子

の合成技術の開発 

解決課題 超臨界水反応場を利用した無機微粒子の合成技術の確立。

微粒子の粒子径・形態の制御因子の解明。粒子特性と機能

性との相関の明確化。 
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研究手法 流通式水熱合成装置を試作し、プロセス変数（温度、圧

力、流動など）と結晶構造、粒子径・分布、形態との関係

を整理する。反応工学的解析により本手法のモデル化を行

う。 

技術的背景 従来技術である回分式水熱合成装置では、昇温、降温過程

の温度制御等、厳密な反応場の設定が困難である。流通式

水熱反応装置では、昇温・降温過程を含めた反応場の設定

が可能となり、粒子生成・成長の素過程の制御が期待でき

る。 

ブレークス

ルーポイン

ト 

超臨界水の晶析反応場としての特性の解明と反応場の設定

を志向した流通式水熱合成技術の確立。 

機能性を支配する粒子特性因子の解明。 

 

 

（ハ）エネルギー・物質変換技術の研究 

 個別研究開発項目についての解決課題、技術的背景等を表Ⅱ－７にまとめた。 

 

表Ⅱ－７ 解決課題、研究手法、技術的背景、ブレークスルー 

個別研究開発項目 解決課題、研究手法、技術的背景、ブレークスルー 

解決課題 難燃性有機固体の超臨界水中での酸化分解反応の反応モデ

ルおよび流動モデルの構築。両モデルを結合した超臨界水

酸化反応プロセスの反応器設計、解析に使用できるシミュ

レーションモデルの確立。 

研究手法 難燃性有機固体の超臨界水酸化反応における表面積の変化

の直接測定、分解生成物の分析等から反応モデルを、反応

容器内の流動状態と操作条件の関係から流動モデルを構築

する。さらに、両者を結合したシミュレーションモデル解

析を行う。  

①超臨界水酸化反応

によるエネルギー回

収プロセスの開発 

(a)反応工学モデル

の開発 

技術的背景 超臨界水酸化プロセスにおいて、反応器の設計ができるよ

うな工学的観点での現象解明が不十分であり、特に有機固

体の超臨界反応器内での流動や反応はこれまでほとんど解

明されていない。 
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ブレークス

ルーポイン

ト 

超臨界水中での反応状態や流動状態を精度良く直接測定で

きるシステムの構築。超臨界水中での反応を再現できるモ

デルの開発。構築したシミュレーションモデルの適用性評

価。 

 

解決課題 超臨界水酸化性雰囲気下における材料腐食の評価。酸化プ

ロセスに使用する材料の選定。 

研究手法 管型試験炉で試験体の軸方向に温度分布を持たせ、各温度

での腐食を同時に評価し、槽型試験炉で全面腐食、隙間腐

食および SCC を評価する。イオウもしくは塩素を含有する

有機固体の超臨界水酸化反応を想定した材料腐食評価を行

う。 

技術的背景 超臨界水酸化プロセスを安全かつ合理的に設計するために

は、適切な容器材料の選定が必須であるが、そのための腐

食データが不足している。 

(b)装置材料の選定 

ブレークス

ルーポイン

ト 

腐食データと材料の金属組成との相関の解明。材料選定指

針の確立。 

解決課題 超臨界水中水素化反応等による未利用重質資源の軽質化・

クリーン化に関するプロセス開発のための反応挙動の把

握。 

②重質資源の軽質

化・クリーン化に関

する開発 

(a)重質油の転換プロ

セス 

 

研究手法 ベンチスケールの流通式重質油転換装置を用いて超臨界水

中における重質油の軽質化、クリーン化反応に関するマク

ロ的な特性の把握を行い、実用化のためのプロセスデータ

の取得を行う。 

IR 等を用いて分子レベルでの反応挙動を把握し、反応メカ

ニズムの解明を行う。 

パイロットスケールのプロセス構成要素について試験を行

い、スケールアップデータ等の取得を行い、実用化のため

のプロセスデータの取得を行う。 
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技術的背景 石油精製による製品は連産品であるため、原油の重質化に

伴い需要の高い中間留分の不足が懸念されている。未利用

重質油は石油埋蔵量の 7 倍とも言われており、これらの軽

質化技術の開発により、化石燃料の供給源と利用の多様化

が可能となる。そのため、環境に有害である有機溶剤等を

使用しない高効率な重質油軽質化プロセスの開発が必要と

されている。 

ブレークス

ルーポイン

ト 

溶媒として水のみを用いることにより、対環境性に有利と

される超臨界水を用いた熱・加水分解反応、脱硫、脱金属

挙動、ガス化反応等の重質油転換挙動の把握、実用化に向

けたプロセスデータの取得が重要となる。 

解決課題 超臨界水還元性雰囲気下における腐食速度の把握および腐

食メカニズムの解明、並びに応力腐食割れ感受性および高

温強度の把握。超臨界水還元性雰囲気における適用材料の

選定。 

研究手法 バッチ式および流通式材料腐食試験装置により腐食速度の

把握および腐食メカニズムの解明を行う。 

微低速引っ張り試験装置により応力腐食割れ感受性および

高温強度の把握を行う。 

技術的背景 未利用資源の利用、有機物の合成などで想定される超臨界

水還元性雰囲気での材料腐食研究が全く行われていないの

が現状である。実用化するにあたり、経済性および安全性

を考慮した装置材料の選定を行うことが必要不可欠になっ

ている。 

(b)還元雰囲気下で

の材料腐食の評価 

ブレークス

ルーポイン

ト 

装置材料の選定においては、実機環境に近い状態での腐食

速度の把握、応力腐食割れ感受性および材料強度の把握が

重要となる。また、経済性、安全性の観点から、適材を選

定することがプロセスを成立させる上で重要である。 

③プラスチック廃棄

物の化学リサイクル

プロセスの開発 

(a)変換反応技術 

 

解決課題 ポリ塩化ビニル(PVC)からの可塑剤の回収、脱塩素化する前

処理法を確立。超臨界水中でのプラスチックの変換反応条

件の把握。高分子物質を連続的に供給できるシステムおよ

び生成物を連続的に取り出し、気体・液体・固体に分離す

るシステムの確立。 
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研究手法 可塑剤や塩素等の除去について、アルカリ溶液を用いる温

度差による２段階法を検討する。超臨界水流通式反応装置

を構築し、PVCおよびポリカーボネート(PC)の超臨界水中で

の反応条件と生成物との関係を詳細に調べる。 

高圧供給系の成果を組み込んだ一貫したシステムによる総

合試験。 

技術的背景 PVC を工業原料に効率的に変換するためには、可塑剤およ

び大量の塩素の除去が必須である。PC のような縮重合プラ

スチックは、超臨界水で加水分解モノマー化することによ

り、高速に原料化できるが、プロセスを考慮した研究は行

われていない。 

 

 

 

 

 

ブレークス

ルーポイン

ト 

効率的な脱可塑剤と脱塩素。プラスチック変換反応の実用

的条件を見いだすこと。 

解決課題 プラスチックを送液可能粒径まで粉砕する条件を探索す

る。スラリーの安定な供給やポンプ容積効率向上と、スラ

リー濃度、粒径、流速等と配管内流れの関係を把握する。

また、ポンプ容積効率向上技術や管路抵抗計算技術を確立

する。 

研究手法 湿式石臼型粉砕機を用いて、プラスチック粉砕条件と粉砕

の効率、粉砕粒径との関係を把握する。送液流速、スラ

リー状態（粒径・濃度・比重）をパラメータとし、水－プ

ラスチックスラリー送液諸条件を把握する。逆止弁等の構

造等と閉塞や容積効率低下の変化等の関係を把握する。 

技術的背景 スラリーの送液に関しては、圧力 10MPa 程度、粒径 100μm

以下の条件で、微粉炭スラリー輸送プロセス等として存在

している。しかしながらその圧力範囲を超える超臨界条件

下での圧力、100μm を超える粒径については、スラリー送

液の技術的基盤の確立、具体的な設計方法の提案がなされ

ていない。 

(b)高圧供給系の構

築 

ブレークス

ルーポイン

ト 

プラスチック粉砕条件の確立。効率的な逆止弁の開発。管

内スラリー流動状態の把握とそれに基づく設計方法の確

立。 

 

（１） 基礎基盤技術の開発 

個別研究開発項目についての解決課題、技術的背景等を表Ⅱ－８にまとめた。 
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表Ⅱ－８ 解決課題、研究手法、技術的背景、ブレークスルー 

個別技術 解決課題、研究手法、技術的背景、ブレークスルー 

解決課題 超臨界水、超臨界二酸化炭素及び超臨界メタ

ノールのミクロ特性及びその中で進行する化学

合成反応過程の解明。 

研究手法 in-situ 分光学的測定装置開発と測定技術の高

度化、時間分解測定法による中間生成物の同

定。 

技術的背景 本課題メンバーは世界でも先駆的に超臨界水用

測定装置を開発し、スキルやノウハウを有して

いる。 

①超臨界流体のミクロ溶媒

特性の解明 

ブレークスルー

ポイント 

測定セルの開発による高感度化及び測定技術の

高度化などソフト面での充実 

解決課題 高温高圧域までの高圧相平衡データ、 

超臨界流体系の平衡物性、輸送物性、熱物性、

溶解度等に関するデータの蓄積と高精度推算法

の整備及びデータベース化。 

研究手法 高温高圧物性測定装置の製作と僅少領域での

データ蓄積。既存推算法の適用精度の比較と推

算法の確定。 

技術的背景 プロセス開発に必要な超臨界流体―高分子系の

数値データや超臨界流体中の溶解度等の基礎

データが少なくて、研究の障害となっている。 

また分担研究者は高圧測定に経験・実績を有

し、装置開発・改良により実験推進は可能な体

制にある。 

②超臨界流体のマクロ特性

の解析 

 

ブレークスルー

ポイント 

例えば高温高圧相平衡等の個々の測定装置の開

発・製作や測定方法・高精度推算法の確立がポ

イントである。 

解決課題 高圧酸素供給における発火要因の解明とその対

応策の策定。  

③高圧ガス供給システムの

安全技術 

研究手法 金属材料や有機材料の酸素雰囲気中でのガラス

転位点温度や発火温度を測定し、更に断熱圧縮

時、微粉衝突時やリーク時における接触部材の

発火条件等の測定と解析を行う。 
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技術的背景 酸素ガスは低圧でも事故発生率が高く、高温高

圧領域下で酸素を安全に供給する設計データは

公表されておらず、かつ経済性を考慮した実用

化例はない。 

ブレークスルー

ポイント 

酸素も含めて高圧ガス保安のための基盤データ

の整備と超臨界流体技術でのフェイルセーフや

インターロックの設計を行う。 

 

 

2. 事業の計画内容 

2.1 研究開発の内容 

2.1.1 全体事業計画の概要 

 本事業「超臨界流体利用環境負荷低減技術」は図Ⅱ－１に示すように、「超臨界流体プロセスの技

術開発」「基礎基盤技術の開発」と調査研究からなる。「超臨界流体プロセスの技術開発」では、超臨

界流体の特性を利用することにより革新が期待される有機合成プロセス技術、材料プロセッシング技

術、エネルギー・物質変換技術の分野において、実用化を目指した個別テーマの開発とそれら超臨界

流体プロセスの開発を通して、要素技術を体系化する。「基礎基盤技術の開発」では超臨界流体のミ

クロ・マクロ特性の測定・解析・推算手法の確立および相平衡や物質移動・伝熱・流動等の平衡、輸

送現象と反応機構等の化学・物理現象の解明を行うとともに、超臨界流体プロセスに関連する高圧操

作の安全指針を確立する。  

 これらの成果と「調査権研究」における国内外の技術調査およびデ－タ・情報収集の成果を統合し、

溶媒特性の測定・推算手法、化学・物理現象の予測モデル、安全指針・規格の３つの要素モデルから

なる「基礎基盤」とプロセスシミュレーション・プロセス設計、単位操作・反応器等の装置設計法、

触媒設計・装置材料選定指針の３つの要素技術からなる「工学基盤」に体系化する。 

 さらに、 終的には基礎基盤と工学基盤を包括し、現象の発見と実用化を可及的に推進しうる共通

基盤技術として公開する。本共通基盤技術は実験技術と生産技術が融合された新たな技術体系を目指

すもので、わが国の産業競争力と国際貢献に資する知的財産として認知されるものである。 

 

2.1.2 研究開発項目の概要 

（１） 超臨界流体プロセスの技術開発 

（イ）有機合成プロセス技術の研究 

超臨界流体として、二酸化炭素、水、アルコールを媒体あるいは反応基質として用い、エネル

ギー・環境・資源面から新規なプロセス開発が社会的に要請されている合成反応プロセスの幾つかを

具体例として取り上げ、実用化に必要な反応速度、選択率、収率の目標値を達成するための反応条件

を特定する。この研究開発過程において、超臨界流体の特性変化と反応性（速度、選択性、収率）と

の関係を定量的に把握し、反応機構を解明し、反応モデルを提示する。さらに、反応性に影響を与え
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る操作因子（温度、圧力、濃度、触媒、共溶媒等）を変化させて、 適操作条件を見いだす。超臨界

流体反応プロセスにおいては昇温、降温、昇圧、降圧、混合、分離等の操作により、溶媒特性が大き

く変化するため、反応探索においても実プロセスをイメージした実験条件の設定手法が重要となる。

そのためには、反応モデルで予測される条件を設定しうる実験装置の開発が実用化の成否を決定する

と言っても過言ではない。言い換えれば実験技術と生産技術の融合であり、本研究開発においては反

応探索と実用化をイメージした実験装置の開発を有機的に連携させることにより、装置設計法、プロ

セスシミュレーション・プロセス設計法の要素技術を開発し、工学基盤として体系化する。 

 

（ロ）材料プロセッシング技術の研究 

本研究開発においてはプロセス革新の要請の大きな高分子系材料と無機微粒子材料のプロセッシン

グ技術を取り上げる。 

超臨界流体を用いた高分子材料プロセッシングにおける も重要な要素技術は高分子相への超臨界

流体の溶解、可塑化、高分子相からの超臨界流体の脱離の制御技術である。本研究開発ではこの三つ

の過程の機構を平衡論及び速度論的に解明し、基礎基盤の要素モデルを導出する。また、実用化の課

題として、目標が具体的に設定でき波及効果の大きな高分子の発泡技術を取り上げ、10・m 以下の微

細発泡成形プロセス開発を目標とする。具体的には、超臨界流体による高分子との相互作用に基づく

発泡の可視化・高分子の粘性特性などのオンライン計測技術を開発し、発泡セルの核形成・成長機構

の解明とモデル化を行い、微細発泡体を得るための発泡制御手法および 適成形加工プロセスを明ら

かにし、工学基盤を確立する。また、高分子相の拡散・溶解現象の材料プロセッシングの応用例とし

て、高分子表面層への無機ナノ微粒子の注入を取り上げ、新規手法としての可否を見極めるとともに、

溶解現象の機構を解明し、基礎基盤の構築に資する。 

超臨界流体を用いた微粒子、薄膜などの機能性材料製造法として、超臨界流体の溶解力の可制御性

の利用が考えられる。本研究では急速膨張法の変形として、液相に超臨界流体を溶解させて低粘性化

し、ノズル噴射時の流動と相分離による機械的な衝撃による微粒子化のプロセスを提案し、その実用

化の可否を検討する。 

無機機能性微粒子の製造方法として汎用性の高い手法として超臨界水中での反応晶析を取り上げ、

（ィ）と同様な実プロセスのイメージ可能な実験装置を開発し、粒子径・形態・結晶構造・組成等の

粒子特性と操作因子との関係を定量的に把握し、晶析モデルや装置設計等の要素技術を確立し、基礎

基盤と工学基盤の構築に資する。 

 

（ハ）エネルギー・物質変換技術の研究 

超臨界水を主に用いた廃棄物、未利用資源、難分解性物質からの工業原料への変換およびエネル

ギー回収プロセスの実用化に必要な基礎基盤と工学基盤技術を開発する。 

 超臨界水酸化反応による固体有機物の処理は未利用資源の利用において重要な課題であるが、殆ど

研究開発は行われていない。本研究開発では、超臨界水中での燃焼挙動が観察できる装置を開発し、

反応速度と流動状態を測定し、反応と流動のモデル化を行い、両者を結合したシミュレーションモデ
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ルを確立する。このモデルを用い、超臨界水中での固体酸化プロセスの反応器の設計・解析に適用し、

固体を含む多様な未利用資源のエネルギー回収プロセスの実用化を検討すると同時に、成果を基礎基

盤と工学基盤として体系化する。 

 未利用重質炭素資源を対象に、超臨界水中での軽質化・クリーン化に係わる加水分解反応や水素化

等の反応特性及びプロセス特性を把握し、得られたデータの工学基盤化を図るとともに、高付加価値

化プロセスを開発する。 

さらに、亜臨界から超臨界水までの熱水環境中での相分離や加水分解・熱分解反応等の種々の分

離・反応特性を利用し、プラスチックのケミカルリサイクルプロセスの開発を行う。付加高分子の代

表として塩ビを取り上げ、可塑剤の分離、脱塩素、生成ポリエンの特性と低分子化による化学原料の

回収を検討する。また、縮合高分子としてポリカーボネートを取り上げ、モノマー回収の有効性を検

討し、 適操作条件を特定する。さらに、必要な要素技術として、超臨界水中に固体‐水スラリーを

高濃度で連続供給可能なシステムを確立する。 

また、超臨界水中での装置材料の腐食現象の解明、材料腐食の評価を行い、プロセスの操作条件に

適した材料の選定や材料寿命を評価する。 

 

（２）基礎基盤技術の開発 

各プロセスの共通基盤技術確立に必要な超臨界流体中の局所特性、反応性に及ぼす溶媒効果等のミ

クロ物性及びマクロ物性及びその動的変化について、In-Situ を含めた測定装置・手法の開発、高精

度化を図り、データの集積・解析を行う。これらのデータおよび（イ）～（ハ）のプロセス開発段階

で得られた基礎物性データ等を集約して超臨界流体に関する物性データベースを構築を行うとともに、

プロセス構築が可能となる技術基盤を開発する。さらに、さらに、高圧ガス供給全体および危険性の

高い酸素ガスに係わる安全性と保安システム開発に必要な工学基盤技術を開発する。 

  

2.1.3 全体スケジュール、予算の推移 

各研究開発項目の有機的連携等については、図Ⅰ－１及び全体事業計画の概要(図Ⅱ－１)で示した。

また、全体スケジュールおよび予算の推移を図Ⅱ－２に示す。 
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工 学 基 盤 

単位操作・反応器等 

装置設計法 
ﾌﾟﾛｾｽｼﾐｭﾚｰｼｮﾝ 

プロセス設計法 

基基  礎礎  基基  盤盤  

溶媒特性の 

測定・推算手法 

化学・物理現象の 

予測モデル 

実験・生産技術の融合 

共 通 基 盤 技 術 

実用化を目指した

個別テーマの開発

基基礎礎基基盤盤技技術術のの開開発発 

ミクロ・マクロ特性・反応機構 
の解明と安全指針の確立

国内外の技術調査 
データ･情報収集

超臨界流体プロセスの技術開発 

調査研究 

安全 

指針･規格

触媒設計指針 

装置材料選定指針 

要素技術

（WG1,WG2,WG3) 

（WG4) 

実用化 

現現象象のの  
発発見見  

図Ⅱ－１ 全体事業計画の概要
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図Ⅱ－２  超臨界流体利用環境負荷低減技術研究開発の全体スケジュールおよび年度別予算の推移 

      年度 

研究項目 

平成１２年度 平成１３年度 平成１４年度 平成１５年度 平成１６年度 事項 

超臨界流体利用環境

負荷低減技術 

 

 

(1) 超臨界流体プロ 

セスの技術開発 

 

ｲ） 有機合成プロセス

技術の研究 

 

 

 

ﾛ）材料プロセッシン

グ技術の研究 

 

ﾊ）エネルギー・物質

変換技術の研究 

 

 

 

(2)基礎基盤技術 

 

 

 

(3)超臨界流体技術 

の調査研究 

 

反応装置等の設計・

製作 

 

 

 

 

反応装置の設計・ 

作成 

反応の探索 

 

 

 

解析システムの構築 

操作因子の探索 

 

反応系、供給系、観

測系の構築。各種基

礎データの取得 

 

 

 

測定装置の設計・ 

開発 

 

 

関連文献調査 

技術動向調査 

反応挙動の解明  

物性等のデータ 

取得 

 

 

 

反応システムの 

構築 

触媒の探索 

 

 

プロセスの解析 

構造制御因子 

の解明 

 

超臨界水中での 

反応挙動と腐食 

機構の解明、ス 

ラリー送液試験 

 

 

ミクロ及びマク 

ロデータの測定 

 

 

海外関連情報収 

集・技術動向調査 

プロセスデータの取

得と特性解析 

物性等のデータ解析

 

 

 

 

触媒設計 

反応の 適化 

 

 

 

構造制御手法の確

立、材料機能特性の

評価 

反応モデル構築、プ

ロセス特性解析、材

料寿命評価、設計因

子の策定 

 

 

 

データ解析 

 

海外関連機関との情

報交換/共同調査 

技術動向調査・分析

プロセスの 適化 

データ蓄積 

 

 

 

 

プロセスの 適化 

プロセスデータの取

得 

 

 

 

プロセスの 適化 

機能発現機構の解明

 

シミュレーションモ

デルの構築と評価、

プロセス 適化、材

料選定指針の提示、

 

データ蓄積 

プロセス設計への

フィードバック 

 

海外関連機関との情

報交換/共同ＷＳ等

企画/技術動向分析 

プロセス総合評価 

共通基盤技術整備 

データベースの構築

 

 

 

 

 

プロセス評価と構築

 

 

プロセス評価 

材料機能化技術の確

立 

 

設計手法の確立 

プロセスの構築と総

合評価 

 

 

物性等のデータベー

スの構築 

 

 

超臨界流体技術の総

合評価 

安全評価指針の提示

 

年度別予算（百万円） 985 1,300 1,300 965 586  

特別会計（石特） 985 1,300 1,300 965 586  

合計 985 1,300 1,300 965 586  

事
後
評
価 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

中

間

評

価
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2.2 研究開発の実施体制 

2.2.1 研究開発実施者の事業体制 

本研究開発プロジェクトは図Ⅱ－３に示すように、共同研究に参画する産・学・官の各研究グルー

プの有する研究ポテンシャルの 大限の活用により効率的な研究開発の促進を図るとの観点から、研

究開発プロジェクトリーダーの下に、産・学・官の研究者を結集して集中的に研究開発を実施する方

式（集中管理方式）を採用している。 

産：民間企業 8社と 1団体（高温高圧研究所）が参加している。 

学：共同研究先として、4大学（東京大学、東北大学、東京工業大学、静岡大学） 

再委託研究先として国内 2大学（九州大学、近畿大学九州）と協力し研究を推進 

している。 

官：共同研究先で且つ集中研究機関として独立行政法人産業技術総合研究所東北センター超臨界流

体研究センター内に集中研究室を設置すると共に、共同研究先として、つくばセンター環境調

和技術部門および物質プロセス部門とも連携して研究を推進している。 

 

本プロジェクトの運営、研究開発内容の業務を円滑かつ適正に推進させると共に、研究開発内容の

企画､運営及び効率的な推進等支援を行うために、参加企業研究統括責任者と JCII 事務局で構成され

た業務委員会を、受託機関である（財）化学技術戦略推進機構(略称：JCII)研究開発事業部の諮問・

支援部隊として設けている。 

総合調査研究委員会は JCII 研究開発事業部内に置き、プロジェクトリーダーである東北大学新井

教授を委員長として、企業研究責任者、分科会委員長、共同研究大学、再委託大学、産業総合技術研

究責任者、ＷＧリーダーおよび JCII 事務局で構成する｡（期に１回程度開催）総合調査研究委員会は

本プロジェクト全体の基本計画方向付けや年度展開策定年度研究計画の策定および変更、研究開発進

捗状況の確認等の 高承認決定機関としてプロジェクト全体の円滑な推進を図る事としている。 

総合調査研究委員会の下部組織として分科会を設け、分科会委員長、参加企業研究責任者、共同研

究大学および再委託大学研究代表者、共同研究機関産総研研究指導者、JCII 研究員（兼務研究員）お

よび JCII 事務局で構成し、ＷＧの具体的な研究計画（案）と年度計画（案）の作成および修正なら

びにそれらの本委員会への建議、ＷＧグループの研究進捗状況､研究の進め方､情報開示（知的所有権

取得､成果発表）に関する承認等についての技術的審議とＰＪ運営・施策等の立案・承認を行う中核

的な機関と位置付けている。 

本プロジェクトの研究開発を円滑且つ効率的に実施・推進する為に、具体的には、産業技術総合研

究所東北センター超臨界流体研究センター内に集中研究拠点を置き、各参加共同研究及び再委託研究

機関と有機的な連携を図りながら研究開発を推進すると共に、運用上、必要に応じ、参画している民

間企業の資源を有効活用する研究運営推進管理体制を取っている。 

 

2.3 研究開発の運営管理 
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2.3.1 研究開発実施者の運営 

 超臨界流体利用環境負荷低減技術研究開発プロジェクトは、図Ⅱ－４に示すように（財）化学技術

戦略推進機構(略称：JCII)内に総合調査研究委員会（委員長：プロジェクトリーダー）、業務委員会

を設置し、研究全体の進捗状況や全体展開内容、予算管理、全体計画見直し等の－元的な研究開発運

営・管理を行っている。 

本プロジェクトはプロジェクトリーダー（東北大学教授兼産業総合技術研究所超臨界流体研究セン

ター長 新井邦夫：研究推進統括責任者）のもとに、総合調査研究委員会、4 つの研究開発技術ＧＲ

毎の分科会及び４つの研究開発技術ＷＧを構成し、実施運営体制上の特長として、4 つの研究開発Ｗ

Ｇの各リーダーを中心とした活動により、集中的に、且つ、連携しながら研究開発を推進する実施体

制をとっている。 

 

プロジェクトリーダー       新井邦夫 （東北大学大学院 教授） 

（産業技術総合研究所 

超臨界流体研究センター長） 

サブプロジェクトリーダー     

 

鳥居―雄 （産業技術総合研 

超臨界流体研究センター 

副センター長） 

 

グループリーダー     

（有機合成プロセス技術ＷＧ）        

（基礎基盤技術ＷＧ） 

 

生島 豊 （産業技術総合研究所超臨界流体研

究センター有機反応ﾁｰﾑ長） 

グループリーダー 

 

（材料プロセッシング技術ＷＧ） 

林 拓道 （産業技術総合研究所 

超臨界流体研究センター 

材料合成ﾁｰﾑ長） 

グループリーダー 

 

（エネルギー・物質変換技術ＷＧ） 

斎藤功夫 （産業技術総合研究所 

超臨界流体研究センター 

流体特性解明ﾁｰﾑ長） 

委員長 

（有機合成プロセス技術分科会） 

碇屋隆雄（東工大大学院 教授） 

委員長 

（材料プロセッシング技術分科会） 

猪俣 宏（東北大学大学院 教授） 

委員長 

（エネルギー・物質変換技術分科会） 

幸田清一郎（東京大学大学院 教授） 

委員長 

（基礎基盤分科会） 

荒井康彦（九州大学大学院 教授） 
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プロジェクトリーダーは、事務局が運営管理する総合調査研究委員会、業務委員会での審議・検討

を踏まえ、研究企画、実施計画、実施体制、予算状況確認、進捗状況、成果拡充等への軌道修正施策

等の調整、意思決定への推進への指導及び諮問と確定を行う。 

集中研究体においては、基本計画の研究テーマである（１）超臨界流体プロセスの技術開発、

（イ）有機合成プロセス技術の研究、（ロ）材料プロセッシング技術の研究、（ハ）エネルギー・物質

変換技術の研究、（２）基礎基盤技術の開発、（３）超臨界流体技術の調査研究に基づいて４つの研究

ＷＧグループに分かれて研究を実施しており、夫々のグループにリーダーをおき、研究の推進、調整、

管理を行っている。研究体各分科会では各ＷＧグループ進捗状況、中間成果状況の報告を行うと共に、

論文、特許などの成果物の促進・承認や各研究機関の連携・調整等実施した。ＷＧグループ間の情報

交換や連携及び各共同研究機関との交流会を行い円滑な推進を配慮している。 

進捗管理に関しては、全期間、年度毎の目標を設定し各ＷＧで調整し、ＮＥＤＯへも報告し評価、

コメントを頂いている。尚、研究内容の進展に伴い、各ＷＧや分科会間の緊密な連携を行い、共通基

盤技術整備・構築の充実へ向けた一層の体制強化、補強体制等も視野に入れた柔軟な運営・検討を今

後行う予定である。 

なお、研究開発のよりー層の加速化と拡充化を図るために、適宜、必要に応じて研究開発実施体制

の見直し、強化を図る考えで推進する。 

 

2.3.2 研究開発実施者間の連携について 

本プロジェクトは集中研究方式で実施しているおり、各研究分室（東工大、高温高圧研等）間では、

総合調整研究検討ＷＧを設けて、意志の疎通を図り課題抽出、解決への検討を行っている。また、集

中研究方式の特長を生かして、各研究員同士や産総研研究員が密接な情報交換が行い、研究の効率的

な進捗を行っている。 

一方、各ＷＧはＷＧリーダーのもとに、研究員を中心とした実質的な研究討議の場を設けながら、

個別研究開発項目の技術開発や研究実施に具体的に指導関与して、責任を持ったプロジェクトの技術

的な面での研究進捗管理、装置導入の検討審議・承認権限持たせ研究開発の円滑な推進とプロジェク

トリーダーへの適宜報告を実施している｡また、一元的な研究管理、運営を行う為に、分科会共通の

下部運営組織として、総合調整研究検討ＷＧは、各ＷＧを横断して実施者間の連携と研究内容の効率

的な推進を図るため３～４ヶ月に１回程度で開催している｡（表Ⅱ－９参照） 

 

2.3.3 関連情報の収集、周知について 

各ＷＧでは国内海外の 新情報動向調査を行い、研究計画へ反映を図りながら研究を推進している。

国内外の本分野関連の学会 シンポジウムへは、適宜、参加すると共に中間成果は、国内主要な学会

等へ論文発表しており、主要研究者、研究機関からの情報収集も実施している。 

今後、研究の進展に伴い、抽出された成果は、国内外の関連学会やシンポジウムへの発表を推進する

と共に、ワークショップ等への参加、国際シンポウム等の開催、海外機関との情報交換等世界へ発信

する事も推進していく考えである。 
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図Ⅱ－３ 

経済産業省 
産業技術環境局研究開発課 
製造産業局化学課 

新エネルギー・産業技術総合開発機構 

補助金 

(財）化学技術戦略推進機構 

 参加：８企業 １団体 

 共同研究：４大学 

 再委託：２大学 

超臨界流体利用 

技術集中研究体 

東京大学 

東北大学 

東京工業大学 

静岡大学 

産業技術総合研究所 

 超臨界流体研究センター 

 環境調和技術研究部門 

 物質プロセス技術研究部門 

研究開発費 

共同研究 

共同研究 

委託 

九州大学 

近畿大学 

再委託 

研究開発実施体制（概略） 
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研究運営体制（概略） 

経済産業省 
産業技術環境局研究開発課 

製造産業局化学課

新エネルギー・産業技術総合開発機構 
新材料・プロセス技術開発室 

（財）化学技術戦略推進機構 
 超臨界流体利用技術集中研究体 総合調査研究委員会

有機合成プロセス 
分科会 

新井 邦夫 委員長 

業務委員会 

ＷＧ推進体

図Ⅱ－４ 

材料プロセッシング 
分科会 

エネルギー・物質 
変換分科会 

基礎基盤 
分科会 
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          表Ⅱ－９ 超臨界ＰＪ委員会等開催内容   

   研究ＰＪ推進会議開催日程   

      分科会     

  総合調査研究委員会 有機合成プロセス 材料プロセッシング エネルギー・物質変換 基礎・基盤 

    分科会 分科会 分科会 分科会 

平成 12 年度 第 1 回 平成 12 年 11 月 29 日 第 1 回 平成 12 年 3 月 27 日 第 1 回 平成 12 年 3 月 29 日 第 1 回 平成 12 年 3 月 29 日 第 1 回 平成 12 年 3 月 27 日 

平成 13 年度 第 1 回 平成 13 年 6 月 22 日 第 1 回 平成 13 年 6 月 15 日 第 1 回 平成 13 年 6 月 15 日 第 1 回 平成 13 年 6 月 5 日 第 1 回 平成 13 年 6 月 5 日 

    第 2 回 平成 13 年 11 月 27 日 第 2 回 平成 13 年 11 月 30 日 第 2 回 平成 13 年 11 月 30 日 第 2 回 平成 13 年 11 月 27 日 

      

   研究ＰＪ推進ＷＧ開催日程   

      ＷＧ     

  総合調整研究検討 WG 有機合成ﾌﾟﾛｾｽ 材料プロセッシング エネルギー・物質変換 基礎・基盤 

  （合同ＷＧ） ＷＧ ＷＧ ＷＧ ＷＧ 

平成 12 年度 第 1 回 平成 12 年 11 月７日 第 1 回 平成 12 年 7 月 18 日 第 1 回 平成 12 年 7 月 19 日 第 1 回 平成 12 年 7 月 18 日 第 1 回 平成 12 年７月 18 日 

  第２回 平成 12 年 11 月 22 日 第２回 平成 12 年 8 月 8 日 第２回 平成 12 年 8 月 2 日 第２回 平成 12 年 8 月 9 日 第２回 平成 12 年 8 月 9 日 

  第３回 平成 13 年 1 月 18 日 第３回 平成 12 年 10 月 24 日 第３回 平成 12 年 10 月 17 日 第３回 平成 12 年 10 月 18 日 第３回 平成 12 年 10 月 18 日 

    第 4 回 平成 13 年 2 月 15 日 第 4 回 平成 12 年 11 月 7 日 第 4 回 平成 12 年 11 月 6 日 第 4 回 平成 12 年 11 月 6 日 

      第 5 回 平成 13 年 2 月 7 日 第 5 回 平成 13 年 1 月 30 日 第 5 回 平成 13 年 1 月 30 日 

      第 6 回 平成 13 年 3 月 2 日     

平成 13 年度 第１回 平成 13 年 9 月 5 日 第 1 回 平成 13 年 4 月 26 日 第 1 回 平成 13 年 5 月 10 日 第 1 回 平成 13 年 5 月 8 日 第 1 回 平成 13 年 5 月 8 日 

  第２回 平成 13 年 12 月 14 日         

  第３回 平成 14 年 1 月 8 日 第 2 回 平成 13 年 10 月 12 日 第 2 回 平成 13 年 7 月 2 日 第 2 回 平成 13 年 9 月 17 日 第 2 回 平成 13 年 9 月 17 日 

  第４回 平成 14 年 1 月 12 日         

  第５回 平成 14 年 1 月 17 日 第 3 回 平成 13 年 11 月 26 日 第 3 回 平成 13 年 8 月 7 日 第 3 回 平成 13 年 11 月 27 日 第 3 回 平成 13 年 11 月 27 日 

  第６回 平成 14 年 1 月 23 日         

  第７回 平成 14 年 2 月 5 日   第 4 回 平成 13 年 10 月 17 日     
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3.情勢変化への対応 

 

（中間評価時の記述） 

 現時点では急激な情勢変化は無い。従って当初の基本計画通りに進めているが、今後、

本研究開発が進展し、今後 終着地点における想定される応用化/実用化レベルでの検討が

始まると、データ構築の拡充検討が重要と考えられる。この段階では、シミュレーション

やケーススタデイを通して効率的な装置設計の検討が考えられる。 

超臨界流体を用いたプロセス設計・装置設計に当たり操作条件は従来のデータや知見の

延長線では対応できない面もあり、本研究開発をよりー層推進するためには次のような共

通技術基盤の構築も必要となる。 

①超臨界流体中での対象物質の反応特性をはじめとする平衡・輸送物性の系統的蓄積 

②高温高圧領域での操作を伴う相変化や相挙動の正確な把握と予測 

③装置材料に要求される強度や耐腐食性把握 

④原料供給等の超臨界流体特有の操作技術把握 

上述したように超臨界流体利用技術において使用する超臨界流体としては二酸化炭素や

水に絞られつつあるものの、対象物質は種々多様であり、これらの組み合わせは膨大なも

のとなる。そのためには今後研究の進展を見ながら次のような課題を視野に入れた展開が

必要となるであろう。 

① 信頼性の高い測定法確立やデータベース構築 

② 超臨界流体相変化・相挙動のシミュレーション方法の確立 

③ 超臨界流体中での反応特性データの構築 

④ 装置材料選定法確立 

⑤ 超臨界流体の利点を引き出すプロセス・システムの構築 

これらを実現するための各研究課題の拡充や各研究課題間のよりー層の緊密な相互理解
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や連携、及び研究運用体制の補強・強化（基盤技術構築推進委員会等の新設）も十分視野

に入れた柔軟な展開を考慮しながら本研究プロジェクトを推進する必要がある。 

 

（事後評価時の記述） 

3.情勢変化への対応 

本事業は化学プロセスにおける省エネルギー・省資源、環境負荷の低減を目的とし

て、わが国の国際競争力を確保し、持続的な社会を構築する上で極めて重要性が高い

研究開発として位置づけられ、実施された。 

化学プロセスは様々な製品に適用され、多岐に渡っており、超臨界流体利用技術を

効果的に導入するために、個々の製品群ごとに新しい発想とシーズに基づく研究開発

構想を必要とした。このため、特定分野に集中し、 初に終わりまで見通した計画を

立案して実施するよりも、将来的に幅広い産業分野での利用が期待されるいくつかの

分野を想定し、体系的に技術開発を行うとともに、データ蓄積、知的基盤、標準化な

どの整備を行い、育成していくべき技術と位置づけられた。このようなことから、本

事業では、国内外で稼働している既存化学プロセスに対して、将来、大幅な省エネル

ギーやリスク削減の効果が期待できるいくつかの想定プロセスを掲げ、これらのプロ

セスの 適化に必要な基盤となる技術を開発することを目標として、事業が実施され

た。具体的な研究開発テーマの選定に際しては、想定プロセスとして、有機合成プロ

セス技術の研究、材料プロセッシング技術の研究、エネルギー・物質変換の技術に関

するテーマに加え、プロセス 適化を行うための基礎基盤技術の研究を加えた４つの

研究テーマが実施された。 

ただし、中間評価以降は、社会情勢の変化や技術動向を勘案して、中途で以下のよ

うな対応、計画変更を行った。 

(1)平成 12 年度から実施されてきた上記 4 テーマは平成 14 年度の中間評価により、
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実用化の点で問題があるもののほぼ良好な内容であるとの評価を受け終了した。 

また、本プロジェクトの目標である超臨界流体の基盤技術の確立については、産業

基盤技術の強化に対する多大な貢献が期待できるとの評価を受けたが、一方で、共通

基盤技術構築の観点からの個別テーマの見直し・変更、成果を実用化に向けた視点で

とらえる必要性などについての指摘を受けた。 

これを受けて、プロジェクト後半である H15、16 年度においては、共通基盤技術の

確立や超臨界流体データベースの構築に向けて、実用化という観点を十分に意識した

テーマの見直しを行い定量的な 終目標の明確化を図るとともに、併せて「化学物質

総合評価管理プログラム」のリスク削減技術としての位置づけを踏まえた整理を行う

ため、基本計画の見直しを図った。（表Ⅱ－１０） 

 

表Ⅱ－１０  基本計画に関する変更事項一覧 

作成時期 平成 12 年 3 月 

 

通商産業省工業技術院によってプロジェクト基本計画

を策定。 

変更時期 平成 14 年 3 月 

 

 

 

 

平成 15 年 2 月 

 

 

 

 

省庁再編に伴う経済産業省とＮＥＤＯ技術開発機構の 

役割分担の見直し、プログラム／プロジェクト制度の 

導入を受けて、プロジェクト基本計画中の研究開発の 

目的、内容、目標を統一的に明記する等の改訂。 

 

平成 14 年度のプロジェクト中間評価結果及び「化学物

質総合評価管理プログラム」のリスク削減技術の位置 

付けをより明確にする観点から、「（別紙）研究開発計 

画」の個別研究開発計画を 18 から 8つへ集約するとと

もに、リスク削減技術の観点から有用性が見込まれな 
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平成 16 年 3 月 

い「① 超臨界流体プロセスの技術開発  (b) 材料プロ

セッシング技術」中のサブテーマ「熱可塑性高分子の 

超微細発泡成形技術」及び「(c)エネルギー・物質変換

技術」中のサブテーマ「超臨界水中水素化反応等によ 

る重質資源の軽質化・クリーン化技術」の 2サブテー 

マを平成 14 年度で終了する等の改訂。 

 

ＮＥＤＯ独立行政法人化に伴う、名称、根拠法等の改 

訂。 

 

・見直しの方向 

中間評価で、「新規プロセスとしては研究範囲が広く、画期的で大きな内容と個別

的な小さな課題が混在している」との指摘を踏まえ、かつ、リスク削減技術の観点か

ら、個別研究開発項目を 18 から 8へ集約を図った（表Ⅱ－１１）。 

 

表Ⅱ－１１ 個別研究開発項目の集約 

テーマ名 平成 14 年度 平成 15 年度以降 

(a) 「有機合成 

プロセス技術」 

 

(1) 超臨界二酸化炭素反応場を

利用した水素化反応技術 

(2) 超臨界二酸化炭素を利用し

た環状炭酸エステルの高効率合

成プロセスの開発 

(3) 超臨界二酸化炭素を利用し

た新規な触媒反応の開発 

(4) 超臨界メタノールを利用し

た芳香族化合物の高選択的有機

合成反応プロセスの開発 

(Ⅰ)超臨界二酸化炭素を利

用した有機合成プロセスの

リスク削減技術 

(Ⅱ)超臨界メタノールを利

用した有機合成プロセスの

リスク削減技術 

(Ⅲ)超臨界水を利用した有

機合成プロセスのリスク削

減技術 
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(5) 超臨界メタノール反応場を

利用した二官能性アミン化合物

及びフェノール化合物のメチル

化プロセスの開発 

(6) 超臨界流体合成反応に有効

な固体及び均一系触媒の開発 

(7) 超臨界水反応場を利用した

水和反応プロセスの開発 

(b) 「材料プロセッシ

ング技術」 

 

(8)熱可塑性高分子の超微細発

泡成形技術の開発 

(9) 無機／有機高分子複合材料

の創製技術の開発 

(10) 急速膨張法による無機材

料の創製技術の開発 

(11) 超臨界水反応場を利用し

た無機微粒子の合成技術の開発

(12) 超臨界流体と高分子との

相互作用の基礎データの整備 

(Ⅳ)超臨界流体を利用した

高分子材料の創成及び合成

プロセスのリスク削減技術

  

(c) 「エネルギー 

・物質変換技術」 

 

(13) 超臨界水酸化反応による

エネルギー回収プロセスの開発

(14) 超臨界水環境下における

腐食メカニズムの解明 

(15) 超臨界水中水素化反応等

による重質資源の軽量化・ク

リーン化に関する開発 

(16) プラスチック廃棄物の化

学リサイクルプロセスの開発 

(Ⅴ)超臨界流体を利用した

物質変換技術 

(Ⅵ)超臨界水酸化雰囲気、

還元雰囲気下に適した装置

材料の選定技術開発 

② 「基礎基盤技術 

の研究」 

 

(17) 各プロセスの共通基盤技

術確立に必要な超臨界流体のミ

クロ物性、流動、相平衡等の基

礎物性及び反応機構、溶媒効果

等の反応特性 

(18) 高圧ガス供給システムに

関する安全技術の開発 

(Ⅶ)共通基盤の確立 

(Ⅷ)高圧ガス供給システム

に関する安全技術の開発 

 



 

 59

さらに、平成14年度まで実施した(8)「熱可塑性高分子の超微細発泡成形技術」及び 

(15)「超臨界水中水素化反応等による重質資源の軽質化・クリーン化技術」の2個別

研究開発項目については、本プロジェクトの基礎基盤技術及びリスク削減技術開発の

位置づけを考慮して、スケールアップした実証研究を取りやめて、既存小型実験装置

改造システム等を駆使した基盤データに集中して充実化することとなったため、平成

14年度で終了した。具体的には、(8)「熱可塑性高分子の超微細発泡成形技術」につい

ては、発泡以外の新規な高分子材料の創成技術へのより幅広い普及・波及効果を目指

すため、高分子材料と超臨界二酸化炭素の相互作用に関するデータを中心に基盤デー

タベースを充実化させる方向でテーマの見直しが行われた。 

また、(15)「超臨界水中水素化反応等による重質資源の軽質化・クリーン化技術」

については、本プロセスの反応環境である還元性雰囲気下での装置材料の腐食挙動に

関するデータの充実化を図り、腐食データベースを作成することを主眼においたテー

マとして、新たに「超臨界水酸化雰囲気、還元雰囲気下に適した装置材料の選定技術

開発」が設定された。幹事会についても図Ⅱ－５にあるとおり、構造材料幹事会を新

たに発足させ、還元雰囲気を含めた超臨界水酸化雰囲気中での広範な範囲の構造材料

の腐食データベースを整備し、公開することで、同プロセスの普及を目指すものへと

見直された。 

この他にも、(9) 無機／有機高分子複合材料の創製技術の開発、(10) 急速膨張法に

よる無機材料の創製技術の開発については、実用化への橋渡しデーター構築と整備が

なされ、実用化研究に近い目処が出てきたために、本プロジェクトの基礎基盤技術研

究的な性格を考慮して、平成14年度をもって、終了とし、参加団体主体で、実用化段

階の継続研究へと移行した。 

 

個別研究開発項目においては、 先端の基盤技術としてのレベルを達成するために
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目標を具体化及び数値目標を設定し、併せて従来より実施していた「基礎基盤技術の

開発」においてはデータベース構築を 大の課題と位置付け目標をより明確にした

（表Ⅱ－１２）。 

 

表Ⅱ－１２ 個別研究開発項目における目標値の数値化 

テーマ名 平成 14 年度の達成目標 平成 15 年度以降の達成目標 

(Ⅰ)超臨界二酸化炭素を利

用した有機合成プロセスの

リスク削減技術 

 

(1)超臨界二酸化炭素反応

場を利用した芳香族化合

物及び不飽和アルデヒド

の高選択的な水素化反応

技術を開発する。 

       

(2)超臨界二酸化炭素を溶

媒及び基質として用い、

環状炭酸エステルやウレ

タン化合物等の合成プロ

セスの基盤技術を構築す

る。 

(1)MDA(メチレンジアニリン)

等の様々な含窒素芳香族化合

物の水素化反応で、転化率9

5%、選択率90%以上を達成す

る。  

 

(2)環状炭酸エステル合成に

おいて、固体触媒（流通系）

で転化率50%、選択率95%、錯

体触媒で転化率99%、選択率9

9%を達成する。  

(Ⅱ)超臨界メタノールを利

用した有機合成プロセスの

リスク削減技術 

 

(3)超臨界メタノールを反

応基質及び媒体として用

い、ナフタレン等の芳香

族化合物の高選択的メチ

ル化反応技術を開発す

る。 

 

 

 

 

(4)固体酸・塩基触媒と超

臨界メタノール反応場を

利用することにより、二

官能性アミン化合物及び

フェノール化合物のメチ

(3)ゼオライト触媒を用いた

2,6-ジメチルナフタレン合成

反応において、高温のメチル

化反応に耐える寿命の長い触

媒系の開発、および転化率3

0%、全ジメチルナフタレン中

の2,6-体比率65%、2,6-体/2,

7-体の生成比2.6を達成す

る。 

  

(4)固定床流通式反応装置を

用いて、2-アミノエタノール

のN,N-ジメチル化反応におい

て300℃で転化率100%、ワン

パス反応でジメチル化生成物



 

 61

ル化反応技術を開発す

る。 

 

 

 

 

 

 

 

の収率90%を達成する。  

メタクレゾールのオルト位

ジメチル化反応に有効な触媒

探索の検討を行い、300℃～3

50℃でメタノール収率100%、

触媒寿命200時間以上、転化

率100%及びワンパス反応でオ

ルト位ジメチル化生成物の収

率95%を達成する。  
(Ⅲ)超臨界水を利用した有

機合成プロセスのリスク削

減技術 

(5)既存プロセス代替を想

定し、超臨界水を利用し

た水和反応技術を開発す

る。 

 

(5)超臨界水を利用した水和

反応プロセス技術において、

プロピレンからイソプロピル

アルコールの選択率95%を達

成する。 

(Ⅳ)超臨界流体を利用した

高分子材料の創成及び合成

プロセスのリスク削減技術 

(6)熱可塑性プラスチック

に炭酸ガスや窒素等の超

臨界流体を注入して、微

小気泡を形成することに

より、製品強度を保持し

つつ、製品の軽量化等を

図る超微細発泡成形技術

を開発する。 

 

 

(7)有機高分子材料に機能

を付与することを目的

に、金属及び金属酸化物

の微粒子を材料表面や内

部に均一に分散させる無

機/有機高分子複合化技術

を開発する。 

 

(8)二酸化炭素を媒体とし

た超臨界急速膨張法によ

る無機材料の創成技術を

開発する。 

(6)超臨界二酸化炭素のポリ

マーへの高い溶解性・浸透性

と高い膨張率を利用した高分

子成型加工プロセスにおい

て、ガラス転移温度等のポリ

マー物性の定量化を行うとと

もに、それに基づいて粘性低

下機構や相分離発生・成長の

メカニズムを解明する。  

 

(7)金属及び金属酸化物の微

粒子を材料表面や内部に均一

に分散させる無機/有機高分

子複合化技術開発において、

微粒子分散層の形成機構を解

明するともに、実用化技術展

開への策定を行う。  

 

(8)二酸化炭素を媒体とした

超臨界急速膨張法による無機

材料の創成技術開発におい

て、μmオーダーのパターン
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(9)超臨界水反応場を利用

した無機微粒子の合成技

術を開発する。 

 

 

 

化材料等の薄膜創成のための

プロセス設計指針を確立す

る。  

 

(9)超臨界水反応場を利用し

た無機微粒子の合成技術開発

において、超臨界状態を含む

高温高圧反応場での無機微粒

子の連続合成プロセス技術を

構築する。  
(Ⅴ)超臨界流体を利用した

物質変換技術 

 

(10)超臨界水酸化反応に

よるエネルギー回収プロ

セス技術を開発する。 

 

 

 

 

 

 

(11)プラスチック廃棄物

の化学リサイクルプロセ

ス技術を開発する。 

 

 

 

(10)超臨界水酸化反応による

エネルギー回収プロセス技術

の開発において、超臨界水酸

化プロセスの反応容器の設

計、解析に適用できる反応モ

デルと流動モデルを結合した

シミュレーションモデルを確

立する。 

  

(11)プラスチック廃棄物の化

学リサイクルプロセスの開発

において、超臨界水による縮

重合型及び付加重合型プラス

チックの有効物質やモノマー

への変換リサイクルプロセス

を開発し、粉砕したプラス

チック廃棄物を水とともにス

ラリー状で超臨界水反応場へ

連続かつ安定的に供給する高

圧供給系の設計手法を確立

する。 

(Ⅵ)超臨界水酸化雰囲気、

還元雰囲気下に適した装置

材料の選定技術開発 

設定無し。 (12)超臨界水酸化雰囲気化で

使用する反応器材料の選定・

開発を行う。 

  

(13)超臨界水環境および超臨
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界水還元性環境における材料

腐食評価、応力腐食割れ評価

マトリックスの構築を行い、

反応容器などの装置構成材の

材料選定指針の確立を行う。

(Ⅶ)共通基盤の確立 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(14)超臨界流体のミクロ

溶媒特性の解明を行い、

データベースを構築す

る。 

 

 

(15)設定無し。 

 

 

 

(16)超臨界流体のマクロ

特性の解明を行う、デー

タベースを構築する。 

 

 

 

 

 

(17)設定無し 

 

 

 

 

 

(18)上記で得られた成果

をもとに、物性データ

ベースの構築とプロセス

構築が可能となる技術基

盤を開発する。 

 

 

(14)高温高圧in-situ分光的

測定法によって超臨界水・二

酸化炭素・メタノール中のミ

クロ特性やその中での化学反

応過程を明らかにする。 

  

(15)in-situ分光的測定技術

の高度化を図るため、測定セ

ルの改良及び開発を行う。 

  

(16)超臨界流体と有機化合

物、高分子、無機物等との混

合系の相平衡、溶解度、界面

張力等の平衡物性、輸送物

性、熱物性等のマクロ特性

データの測定及び解析を行

う。  

 

(17)超臨界流体を用いたシス

テム構築に必要な、単位操

作、反応、材料等の工学基盤

に関するデータの取得、収集

を行う。 

  

(18)(1)～(17),(19)で得られ

た成果に基づいて、産業、研

究に資する超臨界流体データ

ベースを構築し、公開する。
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(Ⅷ)高圧ガス供給システム

に関する安全技術の開発 

(19)高圧ガス供給システ

ムの安全技術を確立する 

(19)高圧ガス供給システム安

全技術に関するデータベース

構築を行う。  

 

 

・見直しによる効果等 

終目標を明確にし、目標を達成するために必要なテーマに集約・見直しを行うこ

とで、個別研究開発項目の加速化・深化が図られ、その結果、実用化に向けた基盤技

術の確立を行うことができた。 

これにより、産業において、超臨界流体を用いた環境負荷低減に資する化学プロセ

スの早期導入が期待できる。 

  

 (2) 研究開発のマネジメントに関しては、PLを指名するとともに、委託先機関に、

幹事会委員長、企業出向研究者、企業側代表者からなる総合調査研究委員会の他、各

テーマの幹事会を設置し、年3 ～4 回程度の進捗状況報告の中で研究開発の方向性、

研究成果に関する審議等を行い、研究開発の効率化を図った。 

・具体的には、ＰＪ集中研の機能強化と研究効率強化による成果抽出及びプロジェ

クトの投資効果と付加価値向上への体制再構築・強化の観点から、PJ運営体制は、平

成14年度に実施された中間評価結果を踏まえ、中間評価以前の分科会―各ＷＧの2層構

造研究推進体制から脱却し、各研究開発項目担当者間の連携を、より一層強化して進

めるために、総合調査研究委員会を核として、PJリーダー直結型の総合調査研究委員

会幹事会を結成した。また、研究開発項目ごとに研究責任者を配した研究推進体制を

敷き、研究効率向上推進を行うとともに、各研究項目間の横断的な連携成果の受け皿

として、新たに再構築設置した総合調査研究委員会基盤構築推進幹事会（幹事長：Ｐ

Ｊﾘｰﾀﾞ兼任）に図りながら、研究開発を実施した（図Ⅱ－５）。 
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・また、大学研究機関との共同研究・再委託先の再編成とスリム化を行い、産総研

東北センターと東工大の２極集中研究体制方式とし、各幹事会毎の再委託先との連携

を強化したフォーメーションで、より効率的な連携研究を加速化し、より実用化に資

する基盤構築が達成できるよう再編成をした。 

・本PJ 終目標である実用化へ資する共通基盤（基礎基盤、工学基盤）から構成さ

れた国内外の動向や国内外の研究成果を効果的に織り込んだ超臨界データベースの構

築を目指して、H14年度から従来の“基礎基盤分科会”を“基盤技術構築推進分科会”

に発展・改組し、基盤技術の体系化、グループ間の連携等を共通の場で議論し、より

効率的に研究を進めていく事した。基盤技術構築推進分科会は、個別のサブ研究テー

マは、いわゆる“たて軸”であり、一方、それぞれの技術開発に必要とされる基礎基

盤、工学基礎を“よこ軸”としてとらえ、共通基盤技術の体系化やテーマ間連携構想

等を共通の場で議論し、産業界や各波汲分野のユーザー側ニーズを十分認識した実用

化に資する共通基盤技術構築・構想を纏める受け皿として機能させ、中間評価以後の

新たな開発コンセプトとして、超臨界・亜臨界分野のデータベース構築構想を企画推

進し、これを完成させた。 

・国家ＰＪとしての投資効果や付加価値をよりー層高めるために、中間評価以後、

再委託や共同研究体制を再構築・強化し、特許につながる成果抽出を目指すと共に、

ＰＪ内運用の“特許創出会”を設け、特許創出を推進させた。その活動成果として、

１２０件弱の特許出願を達成した。 

・本プロジェクトは、実用化に資する共通基盤技術の確立を目的とするものである

が、省エネ、CO2・有害化学物質削減については、具体的な削減効果の試算を行い、超

臨界活用の優位性を明確にしながら、実用化についても十分に意識した研究開発をよ

りー層進めていくために、実用化をにらんだモデルプラントを検討し、省エネル

ギー・省資源化・環境負荷低減効果、有害化学物質削減効果、コスト試算等の検討を
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行い、これを推進する為の道具として、 “超臨界・亜臨界流体適用プロセス対応のプ

ロセスシミユレータ”の開発を中間評価以後の新たに開発コンセプトに加え実施し、

実用化へ資する基盤技術を構築させ、超臨界・亜臨界流体技術適用プロセス実用化へ

の加速化の道具を完成させた。 

・実用化に資する基盤構築の完成度や貢献度等を自己判定するために、 

①中間評価以後の新たなＰＪ内運用活動体制の１つとして、 “実用化推進検討会”

を参加企業中心に開催し、ＰＪ成果の実用化への展開や課題抽出、成果の横展開構想

等を抽出すると共に、委託先管理法人主体で②“総括成果報告会“③２１世紀を拓く

「水とCO2」利用技術国際シンポジウム”を、公開の場で、各各開催し、ＰＪ成果の社

会貢献度を確認すると共に、実用化へ資する基盤技術の重要性の再認識と実用化への

普及展開の足場を築いた。 

・また、ＰＪの投資効果向上を目指すために、成果の外部発表を積極的に行ってい

く活動展開を行い、口頭発表４００件強、論文２００件弱の成果を創出・達成させた。 

ＰＪ期間中に、ＰＪ終了後の｢成果の受け皿と総括成果の実用化への加速化と実用化

への横展開を推進させるために、産総研東北センタ内にＰＪ期間中に、実用化につい

て更なる検討を行うために、ＰＪ終了後の｢成果の受け皿と総括成果の実用化への加速

化と実用化への横展開を推進させるために、ＰＪ内に実用化に向けたシナリオ作りの

為に、“実用化検討会“を新たに設置し、これと連携する形で、産総研東北センタ内

に産総研独自の組織機能体として“超臨界インキュベーションコンソーシアム”を、

さらに、フェイズ２として“超臨界実用化研究会”の発足に、ＰＪ側総括成果や超臨

界データベース、超臨界プラントプロセスシミユレータ、等を通じて、連携・支援す

る活動展開をした。 

・テーマを絞って集中的に実用化研究を進めるために、エネルギー・物質変換プロ

セス構築分野で、重点分野と位置付けさせて、商用化プロセスプラント構築完成へ加
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速させ、ＰＪとしてもその成果活用において貢献した。 

・基礎基盤技術分野での世界 高水準の成果を実用化にむけた視点でとらえる必要

があるために、中間評価以後の新たな活動体制として、構造材料幹事会を発足させ、

世界初の超臨界・亜臨界流体適用プロセスの経済的なプロセス構築に資する“腐食

データベース”構築完成させた。 

 

4. 中間評価結果への対応 

本研究開発は、化学工業で基盤的・中核的な役割が期待できる超臨界流体を反応溶

媒とする有望な新化学プロセスを構築するための実用化に資する基盤技術を開発する

ことを目的としており、H12年度から、事業が開始された。 

 

評価委員の主なコメント： 

平成 14 年 4 月 25 日、平成 14 年 6 月 28 日に産業技術総合研究所評価部、新エネル

ギー・産業技術総合開発機構技術評価部の合同事務局によって実施された本事業に係

わる中間評価における評価委員のコメントの概要を、以下に記載する。事業化の見通

し以外は、良好な評価であったが、一部に、修正、配慮すべき、とのコメントが有っ

たため、平成 14 年度以降は、基本開発計画を一部変更して、研究開発を実施した。 

 

① 総合評価 

新規プロセスとしてはあまりに範囲が広くまた総花的であり，画期的で大きな内容

と個別的な小さな課題が混在している。さらに、一部の個別テーマについては国際的

な研究・技術水準と比べて、選定の重要性、達成目標水準等明確でない部分がある。

全体として、実用化の視点が少し不足している。 

→本事業では、将来の実用化プロセスに資する基盤技術を早期に確立することを目指
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したため、当該分野に優れた研究開発能力、ノウハウを有する民間企業と革新的な研

究開発を行っている国内の大学研究者等との有機的連携により、挑戦的な研究開発

テーマに取り組み、幅広い分野の基盤技術開発が行われた。 

コメントにあるような範囲が広く、実用化の視点が不足している点に関しては、

テーマの絞り込み、目標の数値化を行い、さらに水準の高い基盤研究開発を行うとと

もに、実用化を意識した研究成果が出るよう努力した結果、データベースの公開を初

めとして、実用化、商用化に結びつくようなプロセスも見出された。 

 

② 目的･意義 

幅広い分野で利用できると期待される共通基盤技術を確立することを事業目的と 

している点は良いが、実際に行っている開発・研究の内容は、その目的を果たすこと 

ができないと考えられるもの、共通性を見出すことがそれほど簡単ではない分野もあ 

る。これらを考慮して、目的を少し見直したほうがよいとも思われる。市場性を考え 

た場合、実用化への距離が遠いか、まだ将来への可能性のみを模索している段階であ 

るかのように見受けられる分野も多い。 

→中間評価以降は、プロセスの絞り込み、より実用化に資する基盤技術研究を強化

するために、個別研究開発計画を18から8つへ集約するなどの見直しを行うとともに、

各研究開発テーマの達成目標を実用化の視点から数値化するなどの見直しを行い、成

果の一部を活用して実用化に結びついたプロセス、実用化を目指してプロジェクト終

了後も実用化研究が継続される研究開発項目等も見い出された。 

 

③ 研究開発マネジメントについて 

産学官連携によって集中的・効率的に事業を推進するとしているが、十分に連携 

が取られて進められているか明解でないところがある。  
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→総合調査研究委員会を核として、PJリーダー直結型の総合調査研究委員会幹事会

を構成し、各幹事会ごとに、研究責任者を配した研究推進体制を敷くとともに、各研

究項目間の横断的な連携を強化するために、新たに総合調査研究委員会基盤構築推進

幹事会（幹事長：ＰＪﾘｰﾀﾞ兼任）を設置した（図Ⅱ－５）。 

 

④ 研究開発成果 

世界のレベルから見て、トップレベルの要素技術は現在では化学工学的な基礎基盤

技術と有機合成の内容に偏っており、これらの技術開発では十分に発表もなされてい 

るが、材料プロセッシング、エネルギー・物質変換プロセスの開発との成果の差が大

きい。特許申請はあまりないようであるが、もっと申請できるような技術開発が望ま

れる。 

→中間評価以後、研究開発成果の特許化を積極的に行うため、ＰＪ内運用の“特許

創出会”を設け、特許のブラッシュアップなどの活動を行い、特許申請を推進させた。

その活動成果として、120件近くの特許出願を達成した。 

 

⑤ 実用化の見通しについて 

今後は、テーマを絞って集中的に実用化研究を進めるべきと考える。もちろん、平 

行して共通基礎基盤技術の確立やシーズ的研究も進め、相互補完的な効果が生れるよ 

うにすべきであろう。 

→①中間評価以降、 “実用化推進検討会”を参加企業中心にＰＪ内で開催し、成果

の実用化への展開や課題抽出、成果の横展開の可能性等を検討した結果、その後、各

企業で実用化を目指した継続的研究が行われることとなった。 
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5. 評価に関する事項 

 

① 中間評価の実施時期： (第 1 回)平成 14 年 4 月 25 日(木) 10:00～16:50   

                 メトロポリタンプラザ１２皆第２会議室（１２階）     

             (第 2 回)平成 14 年 6 月 28 日(金) 13:30～17:10  

                 かんぽヘルスプラザ東京 はくちょう 

評価手法：：評価委員会においては、研究開発実施者からのヒアリングとそれを踏

まえた評価委員による評価コメントを作成、及び実施者側との議論等により評価作業

を進めた。なお、評価の透明性確保の観点から、知的財産権保護の上で支障が生じる

と認められる場合等を除き、原則として、評価委員会は公開とし、研究開発実施者と

意見を交換する形で審議を行うこととした。また、評価結果も公開することとした。 

 

② 評価事務局：産業技術総合研究所 評価部  

        新エネルギー・産業技術総合開発機構 技術評価部  

 

③評価項目・基準 

評価委員会においては、次に掲げる｢研究開発プロジェクトに係る基本的な評価 

項目、評価基準｣(平成13年5月経済産業省告示第428号 経済産業省 技術評価指針)に

準じ、プロジェクト全体及び研究開発項目別に分けて評価を行った。プロジェクト全

体に係わる評価に関しては、主たるプロジェクトの設計･運営に関するものとして、目

的･意義、計画の内容の明確性や妥当性について、成果に関するものとして、その意義

や実用化への見通しについて、それぞれ評価した。また、各研究開発項目に係る評価

において、主にその技術的成果の達成度等について評価した。 
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④評価委員リスト：(表Ⅱ－１３) 

 

表Ⅱ－１３ 平成 14 年度｢超臨界流体利用環境負荷低減技術研究開発｣  

中間評価委員リスト  

 氏  名 所 属･役 職 

分科会長 

分科会長代理 

 

 

 

長浜 邦雄 

山崎 仲道 

佐々木 俊夫 

 

田中 哲治郎 

 

徳田 昌生 

西川 恵子 

船造 俊孝 

東京都立大学大学院工学研究科教授                 

東北大学大学院工学研究科教授 

住友化学工業株式会社筑波研究所 

グループマネージャ 

株式会社野村総合研究所 

コンサルティング部門ＣＤＰ 推進室室長 

北海道大学大学院工学研究科教授 

千葉大学大学院自然科学研究科教授 

中央大学理工学部応用化学科教授 
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超臨界流体利用環境負荷低減技術研究開発プロジェクト 運営体制スキーム図 

総合調査研究委員会 

（ ＰＬ：新井教授） 

 

プロジェクト全体の運営・方針決定 

 

 

幹事会 

ＳＰＬ（ 所属） 
 

テーマの運営・方針決定・知財管理・

調査研究・研究内容審議 

企業名（ JCII出向研究員） 

産総研共同研究TL 

再委託研究者（大学） 

共同研究研究者（大学） 

 

エネルギー 

・ 物質変換 

幹事会 

幸田（上智大）

有機合成反応 

幹事会 

生島（産総研）

材料プロッセシ

ング幹事会 

猪股（東北大）

基盤構築推進 

幹事会 

新井（東北大） 

総合調査研究委員会 

（ ＰＬ 東北大新井教授） 

＜各委員会等の役割と構成＞ 

  構成：ＰＬ、幹事会委員長、 

 企業側代表、産総研共同研究TL代表 

構成：幹事会委員長、企業側委員、 

  産総研共同研究ＴＬ、JCII研究者 

新日鐵化学 

日本触媒 

三井化学 

 

坂倉（産総研）

 

原田・ 松田 

（龍谷大） 

 

佐古（静大） 

 

碇屋（東工大）

日本製鋼所 

 

 

 

林（産総研）

 

舛岡滝島 

（広大） 

 

猪股（東北大）

日本酸素 

 

倉田（産総研） 

鈴木（産総研） 

 

 

荒井（九大） 

相田（近大） 

新井（東北大） 

碇屋（東工大） 

猪股（東北大） 

幸田（上智大） 

渡辺（東北大） 

 

東芝 

三菱マテリアル

日機装 

 

鈴木（産総研）

 

 

 

新井（東北大）

幸田（上智大）

（財）化学技術戦略推進機構 

研究開発事業部 

（財）化学技術戦略推進機構 

プロジェクト全体の管理 

技術部長 平 

業務委員会 

東工大集中研 東北集中研

構造材料 

幹事会 

渡辺（東北大）

有機合成プロセス

幹事会 

碇屋（東工大）

三井化学 

 

 

 

生島（産総研）

 

大島（東大） 

荒井（北大） 

 

東芝 

三菱マテリアル

 

伯田（産総研）

 

 

渡辺 

（ 東北大） 

 

業務委員会 

PJ 運 営 、

JCII運営連

絡会 

業務委員会 
PJ運営、 

JCII運営連絡会

図Ⅱ－５ 
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Ⅲ.研究開発成果について（中間評価まで） 

1.事業全体の成果 

1.1. 全体に係わる成果の概要 

 全体に係わる成果の概要については表Ⅲ－１にまとめた。 

 

表Ⅲ－１ 全体に係わる成果の概要 

個別研究項目 目的・目標に対する

成果 

成果の意義 セールスポイント 

（１）超臨界流体プ

ロセスの技術開発 

（イ）有機合成プロ

セス技術の研究 

 

 

・不飽和アルコー 

の合成技術の開発 

 

 

 

・環状炭酸エステル

の合成技術の開発 

 

 

 

・メチル化反応技術

の確立 

 

 

 

 

 

・超臨界水触媒機能 

を利用した有機合 

成技術の開発 

・極性溶媒を使用せ

ず、選択率 98%、収率

57%の高選択的水素化

技術を開発。 

 

・超臨界二酸化炭素反

応場で転化率 94%選択

率 99%環状炭エステル

合成に成功。 

 

・超臨界メタノールに

より、2-アミノエタ

ノールの N-メチル化

反応が高効率（転化率

88%,合計選択率 94%）

で進行。 

 

・酸触媒機能と塩基触

媒機能による別個の有

機合成が選択的に起き

ることを解明した。 

・これまでで一番高い収率

を達成し、選択率も 98%と

非常に良い結果である。 

 

 

・高効率の均一系触媒を開

発でき、また二酸化炭素が

原料になるため、CO2 削減

に寄与。 

 

・反応性に富むアミン化合

物等の有機化合物を高選択

的にアルコールで直接 N-

アルキル化できる技術を確

立。 

 

 

・0.1～10 秒程度の高速で

反応が進行し、反応容器の

小型化の可能性を得た。 

 

(ロ）材料プロセッ

シング技術の研究 

・ 発泡の可視化解析

技術の確立 

 

 

 

・無機/有機高分子複

合化手法の確立 

・発泡微細化の基本因

子の明確化。発泡生成

に減圧速度の閾値があ

ることを確認。 

 

・微粒子の平均径、分

散密度、分散層の形成

・微小気泡挙動連続解析装

置の構築(溶融粘度のオン

ライン計測・発泡の可視

化) 

 

・平均径 6nm、深さ約 1μ

m、1%の Ag 粒子分散層の形
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・急速膨張法による

製膜技術の確立 

 

 

 

・微粒子制御因子の

解明 

深さの注入条件依存性

およびエントレーナ効

果を確認。 

 

・原料の溶解性や製膜

性、製膜プロセスにつ

いての重要な知見が得

られた。 

 

・プロセス変数の 

粒子径・分布への影響

を実験及び熱力学的解

析により明確化。 

 

成に成功。 

 

 

 

・高速、厚膜製膜が可能な

急速膨張法による 50μm

ピッチのパターニングに成

功。 

 

・微粒子化による触媒の高

活性化を実証。 

（ハ）エネルギー・

物質変換技術の研究 

 

 

 

 

 

・超臨界水中酸化反

応の解明 

 

 

 

・重質油転換反応に

おける超臨界水の効

果 

 

 

・材料腐食の評価 

 

 

 

 

 

 

 

・水－プラスチック

スラリー送液システ

ムの構築 

・酸化反応の反応速度

から、この反応がガス

境膜内拡散律速である

ことを確認。 

 

・重質油から軽質ガ

ス、低イオウ・重金属

フリーの軽質油等を高

収率で得た。  

 

・超臨界水還元性雰囲

気下において適用可能

な材料の候補が選定で

きた。 

・酸化性雰囲気とは腐

食形態が異なることを

確認。 

 

水－プラスチック 

（粒径分布 100～250

μm）スラリーを濃度

33wt% （ 吐 出 圧 力

・精度高い反応モデルを構

築が期待できること確認。

 

 

 

・超臨界水中での重質油の

転換プロセスが対環境性に

優れていることを示した。

 

 

・超臨界水還元性雰囲気下

においては、ハステロイ C

系、MAT21 が好ましいこと

を提案できた。 

・SUS316 で適用可能な条

件を提示することができ

た。 

 

・これまで具体的な設計方

法の提案等がなされていな

かった粒径 100μm を超え

る水－樹脂系スラリーの供
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35MPa）までの送液を

確認。スラリー濃度

20wt%で容積効率 50%

以上を確保。 

給方法として、往復動ポン

プによる送液が可能である

ことを立証した。 
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（２）基礎基盤技術

の開発 

・超臨界水の触媒機

能発現機構の解明 

 

 

 

・ 超臨界アルコール

中の有機合成反応の

解析 

 

 

 

・ 超臨界流体‐有機

物混合系のマクロ特

性の測定技術の開発 

 

・超臨界 CO2 の高分

子可塑化効果による

熱物性データ解析 

 

・ In－situ FTIR 法 

により２量体の水から

H3O
+と OH-への解離機構

を明らかとした。 

 

・ 超臨界アルコール 

の芳香族への付加反応

のメカニズムを解明 

 

 

 

・新しい膨潤度（固

体、液体）測定装置 

を設計・開発 

 

・超臨界 CO2 によって

高分子が非晶質となり

可塑化が進行すること

を明らかとした。 

 

・超臨界水の酸･塩基触媒

発 現 機 構 を 世 界 で 初

めて実証した。 

 

 

・ 超臨界アルコール中の 

有機合成反応でアルコール

自身が反応の活性種ダイ

マーとして機能する場合を

解明した。 

 

・高分子への超臨界流体溶

解のデータの測定・解

析が可能となった。 

 

・ 低温から高温までの広 

温度範囲の高圧熱量計の作

成 

 

 

 

1.2 全体としての目標達成度 

（１）超臨界流体プロセスの技術開発 

（イ）有機合成プロセス技術の研究 

平成 13 年度までの目標は、個別の要素技術によりやや相違があるが、全体としてみれば、評価時

までの目標は概ね達成されたといえる。全体的には①水素化反応技術では目標としたアニリンの核水

素化反応に有効な反応システムを開発し、また不飽和アルデヒドの選択的水素化反応では目標を達成

しており、全体として 90%を達成している。②は超臨界二酸化炭素を原料とする環状炭酸エステル及

びウレタン化合物の合成技術であり、両方とも目標をクリアしている。③芳香族化合物合成技術では

目標を完全に達成している。④二官能性アミン化合物及びフェノール化合物のメチル化反応ではほぼ

目標に到達しているが、ジメチル化生成物収率がやや低い値を示し、到達度 90%である。⑤超臨界水

反応場を利用した水和反応技術では高圧ガス対応の合成装置の作成にやや遅れが生じ、目標の達成ま

でには至らなかった。⑥超臨界水を反応場とする物質合成技術ではほぼ目標を達成している。 

 

（ロ）材料プロセッシング技術の研究 
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 平成 13 年度までの目標は、個別研究開発項目により、進捗状況に相違はあるものの、全体として

みた場合、評価時までの目標は概ね達成されたといえる。具体的には、①微細発泡技術では、高分子

発泡の可視化観察により、発泡に与える操作因子である温度、圧力及び減圧速度の影響を明らかにで

き、成形加工プロセスにおける発泡の制御指針が得られた。②無機/有機高分子複合化技術では、超

臨界注入法による高分子中の金属、金属酸化物微粒子の分散層と操作因子との関係から微粒子分散層

の形成傾向を把握した。③急速膨張法による無機材料創製技術では、超臨界二酸化炭素への金属アル

コキシドの溶解性や噴射される粒子の径及び固化過程などの基礎特性を解明するとともに、マスクパ

ターンを応用したパターニング製膜を実証できた。④超臨界水反応場による微粒子合成では、プロセ

ス変数が粒子特性に与える影響について、原料溶液の被る温度変化に伴う溶解度変化が粒子特性を決

定する因子のひとつであることを明らかにできた。 

 

（ハ）エネルギー・物質変換技術の研究 

平成 13 年度までの目標は、個別研究開発項目の要素技術により相違はあるが、全体としてみた場合、

評価時までの目標は概ね達成されたといえる。具体的には、①超臨界水酸化反応プロセス技術では、

細孔のある固形炭素については、温度、圧力、酸素濃度、流量の影響を調べ、この酸化反応がガス境

膜内律速であること明らかにでき、反応モデルの構築が可能になった。②未利用重質資源の軽質化プ

ロセスでは、超臨界水による転換反応が対環境性に優れていることが分かった。さらに、超臨界水還

元性雰囲気下では Cr と Mo のバランスが良好なハステロイ C 系と MAT21 が好ましことを明らかにでき

た。③プラスチック廃棄物の化学リサイクルでは、ポリ塩化ビニルからの脱可塑剤、脱塩素法を確立

するとともに、プラスチックスラリーの高圧供給の可能性を実証した。 

 

（２）基礎基盤技術の開発 

 平成 13 年度までの目標は、個別の要素技術によりやや相違があるが、全体として見た場合、評価

時までの目標は概ね達成されたといえる。 

 ①超臨界流体のミクロ溶媒特性の解明では目標とした測定セルの開発を行い、また超臨界水の触媒

機能発現機構の解明に成功した。また反応過程の時間分解追跡についても、超臨界アルコール中での

高選択的有機合成反応について FT-IR や NMR を用いて解明しており、中間目標はほぼ達成している。

②超臨界流体のマクロ特性の解析では，例えば二酸化炭素への弗化物の溶解度精密測定装置を作成し、

実用推算法の推奨を行った。また、高温高圧水系の相平衡については流通式相平衡測定装置を完成さ

せ、データの蓄積と推算手法の適用性精査が図られている。超臨界流体―無機物混合系の平衡物性蓄

積では、無機、複合材料合成に適合した金属化合物の探索と評価では溶解度および相平衡測定装置を

構築し、アセチルアセトナト、アルコキシド等の溶解度や相平衡の評価を行った。また、超臨界水中

への金属塩の溶解度についても、400℃、30MPa 以上の高温高圧域での測定を実施している。この研究

グループは多くの課題にとりくんでおり、全体としての中間目標達成は概ね達成していると言える。

③高圧ガス供給システムの安全技術では，まず酸素雰囲気中における材料物性の測定装置から着手し

装置試作にやや遅れが生じているが、検討事項ならびに手法については明確になっているので，達成
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度は 70%程度と言える。 

 

1.3 成果の普及、広報  

  添付資料３を参照。 

 

1.4 論文等 

 論文総数(57)、 その他誌上発表(20)、口頭発表(124)、招待講演(32)、 

 新聞発表（12） 

 

1.5 知的所有権 

特許出願： 国内 22 

海外  5 

 

1.6 広報  

広報  1 件（見本出展） 

 

 

2. 研究開発項目毎の成果 

2.1 個別研究開発項目の成果の詳細 

（１）超臨界流体プロセスの技術開発 

（イ）有機合成プロセス技術の研究 

①超臨界二酸化炭素反応場を利用した水素化反応技術（産総研超臨界流体 RC 集中研／東工大／産総

研超臨界流体 RC） 

 バッチ式超臨界二酸化炭素反応装置を用いて超臨界二酸化炭素中でのアニリンの核水素化反応に有

効な高効率触媒系の開発を目指し検討を行った。各種核水素化触媒のスクリーニングの結果、

Ru/Al2O3 等の一般的な遷移金属担持触媒では、二酸化炭素が触媒毒となって核水素化反応が進行しな

いことが明らかとなった。一方、(C6H6)2Ru2Cl4―H2O 触媒系では、二酸化炭素の影響を受けずに高い活

性を示し、S/C 1000、水素圧 6MPa、二酸化炭素圧 18MPa、100℃、13h 条件で転化率 74%（TOF 60）、

シクロヘキシルアミン収率 58%、シクロヘキシルアミン選択率 78%で反応が進行することが明らかと

なった。また、本反応では活性に二酸化炭素圧依存性があり、二酸化炭素圧 9MPa までは活性が低下

するが、9MPa 以上では逆に二酸化炭素圧力の増大とともに活性が向上することが明らかとなった。こ

のことは更なる反応条件の 適化、触媒の改善でより高効率化が図れる可能性を示している。また、

本反応系のような超臨界二酸化炭素―水二相系での核水素化反応は反応系が酸性化することで触媒が

壊れてしまう等の理由によりこれまで達成されていない。このような多相系での反応は、触媒の分離

回収が容易であるだけでなく、超臨界二酸化炭素の分離抽出能力を利用することで目的生成物を触媒

から分離することができる。その結果、目的生成物からの副反応を抑えることができ、反応の高選択
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化につながることが期待できる。また、本反応システムは反応媒体が二酸化炭素と水であり、環境負

荷の小さいプロセス開発につながる事が期待できる。 

 香水、医薬品などに用いられる芳香を有する種々のファインケミカルズを製造するにはα,β-不飽

和アルデヒドの選択的水素化反応によってα,β-不飽和アルコールを合成する効率的なプロセス開発

が重要であり、そのプロセス開発が要望されている。しかしながら､通常は C=C 不飽和二重結合の方

が、C=O 二重結合より水素化され易く､α,β-不飽和アルコールを合成するのは困難である。そのため、

α,β-不飽和アルコールを選択的に合成するために多くの研究が実施されてきているが、50℃，2 時

間の反応でＨ２:4MPa，CO2:14MPa で担持白金触媒を用いた場合、転化率：40.3%、選択率：92.6%及び

収率：37.3%であった。本研究では超臨界二酸化炭素に溶解できる Ru-TPPTS 錯体を触媒として用い、

シンナムアルデヒドの水素化反応によるα,β-不飽和アルコールの合成を検討した。反応条件は 50℃，

2 時間の反応で H2:4Mpa、CO2:16MPa であった。超臨界流体均一相の反応では C=C 不飽和二重結合の水

素化反応が優先的に起き､転化率：21.3%であり、α,β-不飽和アルコールの選択率：24.8%及び収

率：5.3%であった。触媒を多くすると超臨界二酸化炭素―固体の２相系となったが、選択率は向上せ

ず、転化率だけが向上した（転化率：54.9%、α,β-不飽和アルコールの選択率：23.6%､収率：

13.0%）。更に触媒量とシンナムアルデヒド量を増加させた所、α,β-不飽和アルコールの選択率が向

上して、C=O 二重結合の水素化反応が選択的に起きることが判明した（転化率：58.0%、α,β-不飽和

アルコールの選択率：98.0%､収率：56.8%）。この場合、超臨界二酸化炭素中に溶解出来ないシンナム

アルデヒドが溶液相を形成していると考えられる。触媒は超臨界二酸化炭素及びシンナムアルデヒド

の両方に溶解できるため、C=O 二重結合の選択的水素化反応がどこで起きているのか不明である。恐

らく液層の関与が重要であると推察されうるが、生成したα,β-不飽和アルコールの存在場所等今後

検討していかねばならない課題と考えられる。 

②超臨界二酸化炭素を基質とする有機合成技術（産総研物質プロセス RI／産総研超臨界流体 RC） 

サファイア窓付きのバッチ型反応容器を用いて、超臨界二酸化炭素とプロピレンオキシドの反応の

相挙動を観察した結果、生成物である環状炭酸エステルであるプロピレンカーボネートが超臨界二酸

化炭素相から相分離し、超臨界条件を保ったまま生成物を分離できることを明らかにした。これによ

り、超臨界二酸化炭素を容易にリサイクル可能であり、二酸化炭素の圧縮エネルギーを 小限に押さ

える見通しを得た。 

超臨界二酸化炭素からの環状炭酸エステル合成用の固体触媒を探索した結果、希土類の酸化塩化物

が高い触媒活性を有することを見いだし、触媒分離不要な環状炭酸エステル合成プロセスを開発でき

る目途がついた。一方、従来提案されていた Al-Mg 混合酸化物や MgO 等を用いた場合には、極性有機

溶媒のない条件下では目的物の収率が低いことが判明した。新たに開発した触媒は、精密に構造の制

御された結晶性化合物であり、酸点と塩基点を併せ持つため高性能を発揮すると考えられる。また反

応の圧力効果は大きく、超臨界条件で反応させることが重要なことを明らかにした。 

超臨界二酸化炭素からの環状炭酸エステル合成用の均一系触媒を探索した結果、新規化合物である

フルオロアルキル基を有するホスホニウム塩(C6F13CH2CH2)3MePI)が目的の反応に高い触媒活性を有する

ことを見いだした。このような化合物は超臨界二酸化炭素に極めて高い溶解度を有するため、生成物
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を超臨界二酸化炭素相から相分離させることによって、触媒分離不要な均一系触媒プロセスを開発で

きると期待される。仕込み組成でプロピレンオキシド (58 mmol)及びホスホニウム塩 (0.58 mmol)を

用い、内容積 20 mlのオートクレーブ中で二酸化炭素14Mpa、 温度 100 ℃及び 15 時間で反応させ

て、転化率 94%及び選択率 99%の結果を得た。反応初期には均一系になることを目視で確認した。 

流通式反応器を試作し超臨界二酸化炭素条件下での固体触媒反応が実施可能であることを確認した。

この装置を用いて、我々の開発した希土類酸化塩化物(SmOCl)の触媒活性を測定したところ、仕込み

組成で プロピレンオキシド流量 (0.1 ml/min)、SmOCl (10 g)及び二酸化炭素流量 (0.1 ml/min)を

用い、10 ml 反応器中で二酸化炭素 14Mpa、 温度 200 ℃及び 2 時間で反応させて、転化率 20%及び

選択率：80％の値が得られた。 

近年地球温暖化防止のため、二酸化炭素排出削減は依然急務であり、そのために、二酸化炭素の資

源化および有効利用方法の開拓は欠かせない研究課題である。本研究では二酸化炭素の有効利用法と

して、超臨界二酸化炭素を反応溶媒かつ化合物原料として用いる二酸化炭素固定化研究を検討し、

80℃以下の低温化で、より効率的に超臨界二酸化炭素の固定化が可能なウレタン化合物合成技術の開

発を目指している。 

 まず、容易にアミン類と二酸化炭素との反応からウレタン結合を生成する反応に注目した。すなわ

ち、カルバミン酸類が生成する反応であり、低温でも容易に生成することが特徴である。しかも、

カーボネートと同様にウレタン化合物は、多種多様で利用範囲が広いため、大量に存在する二酸化炭

素を利用する手法の一つとして有用な合成方法であると考えられる。その中でも、超臨界二酸化炭素

を用いたウレタン化合物のモデルとして、環状ウレタン化合物にターゲットを絞った。この環状ウレ

タンは、特に 5員環の場合、オキサゾリジノン化合物と呼ばれ、2-オキサゾリジノン系化合物として

抗菌性を有することが古くから知られており、現在は VRE 等に有効な新しい医薬品として利用されて

いる。また、不斉合成における有効な置換基としても多くの分野でも利用されているので、合成する

モデル化合物として好適であると考えた。本研究では、超臨界二酸化炭素の固定化として新たな効率

的な利用ルートの開拓として、2-オキサゾリジノン（環状ウレタン化合物）の合成を検討した。 

 実験は 50ml のステンレス製容器に原料、反応試剤、準溶媒等を入れ、オーブン中で所定の温度に

達した後に、二酸化炭素を導入し所定の圧力に設定し、攪拌しながら反応させた。反応後、十分に氷

冷した後、二酸化炭素をゆっくりと脱圧してから、得られた反応物をガスクロマトグラフで分析を

行った。生成物は蒸留あるいはクロマトグラフィーで精製し、GC-MASS と NMR から化合物の同定を

行った。 

 2-オキサゾリジノン化合物の合成方法は、様々な方法があるが、ホスゲンや炭酸エステルを用いる

方法が多く、二酸化炭素とアミノアルコールからオキサゾリジノンを合成する報告例は少ない。本研

究ではジシクロヘキシルカルボジイミド（DCC）を用い、安価な原料であるアミノアルコールから 2-

オキサゾリジノンの合成を検討した。DCC は、カルボン酸とアルコールからエステル等の合成する際

に有効な脱水縮合剤である。また、DCC は水と反応し難溶性の尿素になるため、分離が容易である等

の利点がある。まず、少量の準溶媒（アセトニトリル）存在下、DCC と 1-フェニル-2-アミノアル

コールを反応させたところ良い収率で 5-フェニル-2-オキサゾリジノンが生成することが分かった。
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特に反応温度 40℃、圧力 8.6MPa の超臨界条件では、96.5％と非常に良い収率で 2-オキサゾリジノン

が生成した。これは、従来報告されてきた四塩化炭素、アミン、ホスフィンを用いた合成方法に比べ

て、操作上も、収率の上でも優れている。また、圧力上昇に伴い、収率が向上していることから、圧

力依存性があると考えられる。更に、極性有機溶媒を加えない条件でも、58.1％の収率で合成できる

ことが判明した。更に、2-メチル-2-アミノアルコールから 40℃及び 12 時間で 4-メチル-2-オキサゾ

リジノンを収率 91.4%で合成できた。一方、DCC を用いない条件で反応を行ったところ、オキサゾリ

ジノンが生成しなかったため、この反応には DCC の存在が必要不可欠であることが分かった。以上の

結果より、DCC によってアミノアルコールからオキサゾリジノンが生成する反応は、アミノアルコー

ルと二酸化炭素は容易にカルバミン酸を生成する。生成したカルバミン酸が DCC によってカルバミン

酸エステル中間体を経由し、DCC が尿素になることで分子内脱水縮合が起こり、オキサゾリジノンが

生成するものと考えられる。 

③超臨界メタノールを利用した芳香族化合物合成技術（産総研超臨界流体 RC 集中研／東工大／静岡

大） 

ゼオライト触媒の細孔内での形状選択的反応を利用した芳香環への選択的メチル化反応を実

施するにあたり、まず、超臨界流体反応に使用可能な流通反応装置を製作した。さらに、本装

置を用いて、2-メチルナフタレンのメチル化による 2,6-ジメチルナフタレンの合成反応を行い、

以下のような結果を得た。 

2,6-ジメチルナフタレンを合成する際、位置選択性に大きな影響を与える因子としてゼオラ

イト触媒の種類が考えられる。ゼオライトは結晶学的に決定される特有の細孔構造を持ってい

るため、ゼオライトの細孔径に近い分子直径を有する芳香族化合物に対して分子ふるいとして

の機能が期待される。まず、細孔構造の異なる触媒について、その効果を検証した。触媒には

SAPO-11(細孔径 3.9×6.4Å)、ZSM-5(5.3×5.6Å)、モルデナイト(6.5×7.0Å)、シリカアルミ

ナ(細孔構造を有しない)を用いた。 

細孔径の大きなモルデナイトおよび細孔構造を有しないシリカアルミナでは、生成物である

ジメチルナフタレン異性体のうち、α位に置換されたジメチルナフタレンが多く生成し、2,6-

ジメチルナフタレンの選択性は低い。一方、細孔径の小さな SAPO-11,ZSM-5 はβ位に置換され

たジメチルナフタレンが多く生成するが、2,6 体と 2,7 体の生成比において も良好な結果を与

えたのは SAPO-11 であった。 

反応は、温度 400℃、圧力 8MPa、原料組成：2-メチルナフタレン/メタノール=1/5(モル比)、

原料送入量(LHSV)：3.6h-1で行なったが、気相反応で一般的に良好な選択性を与える ZSM-5 より

も一回り細孔径の大きな SAPO-11 の方が、超臨界条件では位置選択性向上に適合していること

がわかった。今後、他の骨格構造を有する触媒で反応を行ない、超臨界反応条件に対する 適

触媒構造を検証する。 

SAPO-11 を用いて反応温度が選択性および反応性に及ぼす影響を検証した。反応は、温度 325

～425℃、圧力 8MPa、原料組成：2-メチルナフタレン/メタノール=1/5(モル比)、原料送入量

(LHSV)：3.6h-1 で行った。反応時間の経過とともに転化率は減少するが、低い反応温度(特に
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350℃以下)ほど転化率の低下は著しく、400℃以上では、2,6 体/2,7 体の生成比が時間の経過と

ともに向上するが、低温では逆に時間とともに悪化する現象が観測された。また、反応初期の

2,6 体/2,7 体の生成比は低温ほど良好であった。 

SAPO-11 を用いて反応圧力が選択性および反応性に及ぼす影響を検証した。反応は、温度

400℃、圧力 3～20MPa、原料組成：2-メチルナフタレン/メタノール=1/5(モル比)、原料送入量

(LHSV)：3.6 h-1 で行なった。この結果、圧力が低いほど反応時間の経過に伴う転化率の低下は

著しく、12MPa 以下では、2,6 体/2,7 体の生成比が時間の経過とともに向上するが、15MPa 以上

では逆に時間とともに悪化する現象が観測された。また、反応初期の 2,6 体/2,7 体の生成比は

高圧ほど良好であった。 

温度と圧力を変化させたときのジメチルナフタレン異性体の組成分布から、位置選択性は低

温・高圧で向上するが、この条件では触媒の失活および細孔の閉塞が進行し、結果として時間

の経過とともに転化率および 2,6-体の選択性の低下がおきていると考えられる。さらに、高圧

にすることにより細孔内よりも外部活性点での基質密度が高くなるため、外部活性点での反応

割合すなわち非形状選択的反応により生成するジメチルナフタレン異性体の割合が大きくなり、

2,6-体選択率の低下を引き起こすと考えられる。したがって、本反応において、触媒の失活抑

制と外部活性点での反応の抑制(外部活性点の除去あるいは被覆)が今後検討を要する課題であ

ると考えられる。 

触媒寿命を改善する目的で、SAPO-11 を用いて CO2 による効果を検証した。反応は、温度

350℃、圧力 15～30MPa、原料組成：2-メチルナフタレン/メタノール/CO2=1/5/12(モル比)、原

料送入量(LHSV)：3.6h-1で行なった。この結果、初期活性は時間とともに低下するが、約 5 時間

程度で転化率がほぼ一定となり、CO2 のない場合と比較して劣化をある程度抑制できることがわ

かった。今後、長寿命化の原因確認、相分離状態の観察と延命効果との関係確認等を実施する

が、CO2を希釈媒体とすることで、触媒長寿命化の可能性が見出せた。 

④超臨界メタノール反応場を利用したメチル化反応技術（産総研超臨界流体 RC 集中研／東工大） 

 固体酸・塩基触媒を利用した高選択的メチル化反応を検討するために、メタノールを超臨界状態で

流通できる連続流通式固定床管型反応装置を開発した。本装置を用いて、2-アミノエタノールの N-メ

チル化による N,N-ジメチルアミノエタノール合成反応およびメタクレゾールのオルトメチル化による

2,3,6-トリメチルフェノール合成反応を検討した。 

固体酸触媒(モルデナイト（プロトン型）、β型ゼオライト（プロトン型）、シリカアルミナ、γア

ルミナ)あるいは固体酸塩基両機能性触媒(Cs-P-SiO2)の存在下に、超臨界メタノールを調節可能な媒

体としてかつ反応基質として利用して、2-アミノエタノールの N-メチル化反応について検討を行った。

その結果、以下の知見を得た。 

超臨界条件にすることにより反応温度をマイルドにすることが可能で、なおかつ選択率が飛躍的に

向上した。現在得られている 高性能は、Cs-P-SiO2触媒で 300℃、8.2MPa、メタノール／2-アミノエ

タノールのモル比 = 20、 W/F = 133 g-cat･hr/mol-amine の超臨界条件下で、転化率 88%、N-メチル

化合計選択率 94mol%およびワンパスでのジメチル化収率 35mol%が得られた。反応圧力 0 MPa（気相条
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件）では、同程度の転化率(69%)を得るためには 100℃高い反応温度(400℃)が必要である。このとき

N-メチル化選択率は 11%であり、エチレンイミンなどの環状アルキレンイミン類が主生成物として得

られた。超臨界メタノールの密度変化により逐次生成物分布が影響を受ける傾向が認められ、同一反

応温度(300℃)、同一転化率(70%)における反応圧力 5.2MPa と 8.2MPa では、超臨界条件(8.2 MPa)の

方がジメチル体の生成を約 4 割程度多くすることができた。メタノールとアミンモル比の制御によっ

て逐次生成物分布を制御できる可能性が示された。これは副生する水の反応阻害効果を逆に活用した

結果である。 

この反応系は、より長い炭素鎖を有する他のアミノアルコール類（例えば 3-アミノ 1-プロパノー

ルや 5-アミノ 1-ペンタノール）やエチレンジアミンなどの多官能性アミン類を選択的に N-メチル化

することが可能であり、応用範囲は広いものと期待できる。現在、副生する水により反応が可逆的に

阻害されることが明らかになったため、ジメチル体の収率向上を目的に、超臨界媒体からの副生水の

効率的な除去方法の開発や、水により反応阻害されない触媒改良が今後の検討課題となっている。 

 固体塩基(酸化マグネシウム)、固体弱塩基触媒（酸化ジルコニウム）および鉄バナジウム複合酸化

物(Fe-V-SiO2)触媒の存在下に、超臨界メタノールを調節可能な媒体としてかつ反応基質として利用し

て、メタクレゾールのオルト位選択的ジメチル化反応について検討を行った。その結果、以下の知見

を得た。 

超臨界条件にすることにより反応速度の向上が認められ、なおかつメタノールの分解が抑制できた。

検討した範囲内で も高活性な Fe-V-SiO2 触媒（反応温度 350℃，メタノール／メタクレゾールモル

比 = 13, LHSV = 4/hr）では、気相条件(0 MPa)では転化率が極めて低く 9%であり、このときのメタ

ノール収支は 96%と低い一方で、超臨界条件(8.2 MPa)では両者共に向上して、転化率 35%、メタノー

ル収支 100%が達成された。現状の 高性能は、Fe-V-SiO2 触媒、反応温度 350℃、8.2MPa、メタノー

ル／メタクレゾールモル比 = 30、 LHSV = 4/hr の超臨界条件下で、転化率 94%、オルト位メチル化

合計選択率 98mol%およびワンパスでのジメチル化収率 37mol%が得られた。この時、メタノール収支

は 97.4%であった。 

超臨界条件にすることで触媒寿命の大幅な改善が認められ、超臨界メタノールの密度が大きいほど

効果が増大する傾向があった。気相条件では触媒活性が経時的に劣化して、反応開始後 7.5 時間経過

後も激しい劣化が進行し続ける一方で、超臨界条件（8.2MPa 以上）では、反応開始後 3 時間程度で安

定化することを見出した。超臨界条件ではメタノールの分解が抑制されるために触媒劣化が防止され

ると同時に、気相条件では露点の問題からポリメチル化生成物やオキシアントラセン類などの重質な

副生成物が触媒表面へ沈着してコーキングすることによって活性劣化するのに対して、超臨界メタ

ノールのコーク前駆体の抽出洗浄作用により触媒寿命が向上したと考えられる。超臨界条件では、気

相条件に比較して 3-メチルアニソールやテトラメチル体の副生が微増する傾向が認められた。 

 今後、触媒の高活性化と同時に、副反応の挙動解析を実施する必要がある。特に酸化マグネシウム

触媒や鉄バナジウム系触媒では、気相条件で 3-メチルアニソールの副生は認められず、超臨界条件で

のみ生成する。アニソール類は固体酸点上で生成するため、これらの触媒が超臨界条件では弱い固体

酸としても機能できる可能性が示唆される。この知見は、超臨界条件下において発現される固体の酸
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性と塩基性が気相条件とは異なる可能性を示しており、固体触媒設計の指針を確立していく上で、物

性解析などの検討を並行して行うことが重要である。 

⑤超臨界水反応場を利用した水和反応技術（産総研超臨界流体 RC 集中研） 

オレフィン水和反応に関して、モデルとして、ヘキセンの水和反応を実施した。その結果、反応技

術及びその応用可能性を把握することができた。 

亜臨界、超臨界水中でヘキセンを反応させることにより、触媒の非存在下でも主生成物 2-ヘキサ

ノールが生成した。さらに詳細な検討を行い、この反応系での、反応速度制御と反応平衡制御に関す

る知見を得た。 

 短時間領域（反応平衡到達以前）、250～380℃での 2-ヘキサノール収率は、250℃付近で痕跡程度だ

が、温度の上昇と共に向上し、360℃付近で極大値となる。25～35MPa では、高圧ほど収率は向上した。

したがって、この反応系では、 適な温度と高圧にすることで収率を向上させられることがわかった。 

 ヘキセン水和反応の経時変化を採った結果、330、360、380℃において、40 分まで時間を伸ばすこ

とにより収率は向上し、 大値に達した。この結果は反応平衡の存在を示唆していたので、理想気体

単一相を仮定した反応平衡推算を行った。実験収率と推算値による収率はほぼ一致した。また、2-ヘ

キサノールを亜臨界水中で脱水する逆反応を行ったところ、正反応の実験値を支持する結果となった。

したがって、この反応系での 大の収率を得るには、理想気体に基づいた推算値による反応条件を選

ぶ（低温、高圧）ことである。 

副反応生成物として、3-ヘキサノールおよびドデセン類が検出されており、予期しなかった原料ヘ

キセンの異性化反応および二量化反応の進行があった。特に、ドデセン類生成（二量化）反応につい

ては、収率が一定時間（10 分以内）において、380℃＞360℃＞330℃＞300℃の順に低くなり、高温ほ

ど生成が促進されることがわかった。このことから、工業的に有用な、オレフィン類の二量化反応の

可能性を見出した。 

⑥超臨界水を反応場とする物質合成技術（産総研超臨界流体 RC） 

蛋白質の分解はアミノ酸構成を知る上でも、また得られた生成物を利用する上でも重要であり、酵

素分解や酸分解が行われている。また、蛋白質のペプチド結合を切断する手段として高温高圧水の利

用の可能性がバッチ法で検討されているが、過分解して生理活性効果が低いことが知られている。本

研究では従来法より極めて短い反応時間による分解反応を検討した。内径 3mm、長さ 11cm の反応管を

用い、400℃、30MPa でとうもろこし蛋白質であるツェインスラリーを 0.7 秒反応させた。本実験の結

果と６N 塩酸加水分解値と比較するとグリシン、アラニン、プロリン、ロイシン、バリン、フェニル

アラニン等の蛋白質を構成するアミノ酸の回収率が多いことが判明した。400℃、30MPa で 30 秒反応

させたバッチ法の結果と比較すると、本実験結果では 16 種のアミノ酸が検出されたのに対し、バッ

チ法では 8 種類しか検出されず、しかも検出量が少なくなっており、グリシンの場合を比較すると原

料 100mg からバッチ法で・・・mol であるのに対し、本研究の流通式では 2,600・mol 検出されている。

血圧上昇抑制作用を調べるアンジオテンシン変換酵素阻害活性を比較すると、バッチ法で 18%と低い

値であるのに対し、本研究の流通式では 78%阻害活性を示し、ペプチドも多く出来ており、生理活性

物質の生産に適していることが明らかとなった。 
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近年、ペプチドの生理活性とその重要な機能が注目される中で、その生産技術として、タンパク質

を酵素等で加水分解することにより、生理活性を有する種々のペプチドを生産する方法や、更に、有

機化学的手段、遺伝子工学の手法等により、種々の生理活性ペプチドを合成する方法が開発されてお

り、これらの生理活性ペプチドは、例えば、機能性食品材料、医薬品、研究用試薬等として広汎に利

用されている。 

 水熱条件（24MPa，200-250℃） 下で循環式流通反応装置を用い、単量体アミノ酸（グリシン） を

装置内で循環させながら水熱処理と 0℃冷却を数十分くり返すことによってオリゴペプチドの合成に

成功した例が報告されている。同論文には、高温条件だけでは、脱水、脱アミノ化、脱カルボン酸化

のような解離反応を誘発し、ペプチド合成にはむしろ不利に働くことが述べられ、そのために、反応

過程に冷却過程が必須であることが記述されている。しかし、高温熱水を用いて短時間で効率的にペ

プチドを合成したとの報告例はない。 

 高温・高圧反応装置を用い、圧力 25MPa で 100mM グリシン水溶液を 15ml/min で流通させて、370℃

で反応させた。反応管の長さは 170cm で、反応管体積は 0.334ml であった。反応時の密度は 0.54037

で反応時間は 0.72 秒であった。得られた試料を分析した所、ジグリシン濃度は 0.98mM、ジケトピペ

ラジン濃度は 1.49mM、トリグリシン濃度は 0.004mM、及びテトラグリシン濃度は 0.002mM であった。

トリグリシンはジグリシンと単量体グリシンのペプチド結合が起きて生成したものと推察される。テ

トラグリシンはジグリシンとジグリシンとのペプチド結合あるいはトリグリシンと単量体グリシンと

のペプチド結合で生成したと考えられる。 

本研究では、260℃以上の高温熱水中に反応基質として所定の濃度の単量体アミノ酸、あるいは単

量体アミノ酸とオリゴペプチドを存在させることにより、例えば、単量体アミノ酸からジアミノ酸が

合成される。この場合、反応基質の濃度を上げることにより、トリアミノ酸、テトラアミノ酸、ペン

タアミノ酸のような、より鎖長の長いオリゴペプチドが合成される。また、上記反応系において、反

応温度、反応基質の種類及び濃度により、例えば、単量体アミノ酸とジアミノ酸のペプチド結合によ

るトリアミノ酸が生成される。従って、上記反応系において、反応温度、反応基質の種類及び濃度を

調節することにより、所望のオリゴペプチドを極めて短時間で合成することを可能とし、オリゴペプ

チドの合成方法として有用と考えられる。 

アミノカルボン酸類の環状アミドがラクタムである。ラクタム化合物のうち、ナイロンの原料とし

て用いられているε-カプロラクタムはシクロヘキサノンオキシムを濃硫酸中で煮沸処理することに

よるベックマン転移法によって製造されている。この方法は苛酷な条件下で反応させるため装置腐食、

製造工程の危険性と共に副生物である硫酸アンモニウムの処理に問題があることが知られている。ま

た、シクロヘキサノンオキシムを製造するのに、例えばベンゼンからニトロベンゼンを経てアニリン

をつくり、タングステン酸ナトリウムを触媒として過酸化水素でアニリンからシクロヘキサノンオキ

シムにする方法等複雑な多くの工程を必要としている。 

 一方アミノ酸からラクタムを合成する方法も検討されていて、例えば 6-アミノ-n-カプロン酸をヘ

キサメチルジシラザンの存在下にキシレン中で還流下に加熱すれば、48 時間後に・・カプロラクタム

が収率 75%で得られたことが報告されている。あるいはシリカゲルと共にトルエン中で還流下に加熱
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し、Dean-Stark 装置で生成する水を除去すると、6-アミノ-n-カプロン酸からε-カプロラクタムが

20 時間で収率 75%が得られることが報告された。これらの場合、閉還剤や触媒を必要とし工程が複雑

となり、反応時間が長く、しかも有機溶剤を使用する技術的課題が見られる。近年、地球環境の悪化

の懸念が高まりつつあり、化学工業分野において有害な有機溶剤を使用しないで且つ簡単で効率的な、

あるいは短時間で反応が終了するような環境調和型化学プロセスの開発が求められている。 

本研究では、超臨界水条件下で例えば 6-アミノ-n-カプロン酸を反応させてε-カプロラクタムを合

成する五員環以上ラクタムの合成方法の開発を試みた。連続式反応装置を用い、温度 374℃、圧力

30MPa 及び密度 0.558g/cm3 の高温高圧水条件下で 6-アミノ-n-カプロン酸を反応させ、環化反応によ

る七員環ラクタムである・・カプロラクタムの連続合成を試みた。反応器内径：0.65mm 及び反応器長

さ：25cm で、従って、反応器容積は 0.083cm3 と算出された。各導入調製液は高圧ポンプで注入した。

反応に使用した水は蒸留水を使用し、キャリヤー水を 6.8ml/min の流速で通水した。0.1M6-アミノ-

n-カプロン酸を含有した基質溶液を調製し、この基質溶液を 3.2ml/min の流速で反応器に導入した。

反応器に入る前の 6-アミノ-n-カプロン酸の濃度は 32mM であった。反応時間は 0.278 秒であり、反応

後の水溶液を高速液体クロマトグラフィー質量分析装置で調べた所、ε-カプロラクタムが生成して

いることを確認した。ε-カプロラクタムの含有濃度は 8.0mM であり、その反応収率は 25.0%であった。 

前述の実験方法と同様に反応させて、4-アミノ-n-酪酸から・-ブチルラクタムの合成を試みた。窒

素ガスでバブリングして溶存酸素を除去した蒸留水を使用し、0.09M の基質溶液を調製し反応に供し

た。反応条件は下記の通りである。 

反応温度：350℃、反応圧力：30MPa、高温高圧水密度 0.6443g/cm3、 

キャリヤー水流速：1.8ml/min、基質溶液流速：1.2ml/min 

 反応器に入る前の 4-アミノ-n-酪酸の濃度は 36mM であった。反応時間は 1.070 秒であり、反応後の

水溶液を高速液体クロマトグラフィー質量分析装置で調べた所、・-ブチルラクタムが生成している

ことを確認した。五員環ラクタムである・-ブチルラクタムの含有濃度は 14.0mM であり、その反応収

率は 38.9%であった。 

強酸触媒によって反応が進行するピナコール転位反応について超臨界水中で検討を行った。高温・

高圧 FTIR システムにより、水熱（523Ｋ，25MPa）、超臨界（663K、25MPa）、及び室温条件下でのピナ

コール転位反応をその場観察した。その結果、573K 以下の水熱条件ではほとんど反応が進行しないが、

超臨界水中では無触媒でも速やかに反応が進行することを初めて確認した。ピナコールの OH 変角振

動の吸光度から Beer-Lambert 則を適用して 1 次反応速度定数（k１）を決定した。超臨界水、水熱、

酸触媒使用等の条件下での k１を比較した。超臨界水中では酸触媒を添加しなくても反応速度が著し

く増大した。 

 上記の結果より、超臨界状態では水分子モノマーから生成するプロトンが酸触媒作用を有する可能

性が示されたが、この際プロトンとともに生成する OH-は果たして塩基として機能するのであろうか。

そこで、通常なら濃塩基存在下で進行するベンズアルデヒドの不均化反応を、水熱及び超臨界水中無

触媒下で IR によるその場測定により検討した。超臨界条件下で著しいスペクトル変化が観察され、

超臨界条件下ではベンジルアルコールが合成されるが、水熱条件では合成されないことが分かった。
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さらに、GC-MS、1H-NMR による分析によりベンジルアルコールと安息香酸の生成が確認された。斯く

て、超臨界状態では強塩基を添加しない無触媒でも不均化反応が起こることが初めて明らかになった。 

 

（ロ）材料プロセッシング技術の研究 

①熱可塑性高分子の超微細発泡成形の基盤技術（産総研超臨界流体 RC 集中研／産総研環境調和技術

RI／東北大） 

1)超臨界流体のプラスチックへの溶解挙動と、溶解に伴うプラスチックの溶融粘度変化の連続オン

ライン計測、および発泡セル形成過程の可視化も可能な連続式微小気泡挙動解析装置に組み込む単軸

押出機、超臨界流体定量供給装置、および気泡挙動解析システム等の設計製作を行った。超臨界流体

定量供給装置は、質量流量計により流量制御可能であり、連続的な定量供給が可能である。また、液

体二酸化炭素、気体二酸化炭素、窒素、アルゴン等の単独供給及び液体二酸化炭素＋窒素混合流体等

の複合（混合）超臨界流体の供給も可能であることが大きな特徴である。 

本装置を用い、超臨界流体としてCO2とN2を用いて発泡成形を検討し、同じ重量％の注入ではCO2よりN2の

方が発泡倍率は高く、気泡径も小さくできることが明らかとなった。また、CO2と N2の混合により発泡倍率を

制御できる可能性があることも明らかになりつつある。部分的に10μmの発泡径が得られることを確認した。 

他企業ではCO2を使用した発泡シートで60・mを量産化している。さらに、バッチプロセスでは気泡径が10

μm のものが実用化されている。それ故、バッチプロセスで一部実用化されている微細な発泡径をもつ発泡プ

ラスチックを新しい連続プロセスを考案し実現する。 

2)超臨界二酸化炭素を用いた樹脂発泡挙動の基礎的検討 

発泡過程を支配している因子を明らかにするために、高圧薄層可視化セル装置を用いて、ポリプロ

ピレン（PP）を試料として超臨界二酸化炭素を発泡媒体とした発泡挙動を直接観察できた。その結果、

発泡は、減圧時の圧力が高圧でないと起きないことを明らかにできた。また、発泡状況の可視化観察

により圧力、温度、減圧速度の変化が発泡現象に与える影響について明確にでき、発泡体の径の制御

には減圧速度が重要であることが明確になり、発泡による減圧速度に閾値が存在することを明らかに

できた。これらの知見は、連続式プロセスの運転条件などの設定指針になる。 

また、溶融プラスチックの気泡径の制御には冷却をコントロールする必要があることを明らかにで

きた。さらに、発泡サイズを小さくするためには、減圧速度を大きくする、減圧差を大きくする、ポ

リマーの溶融粘度を大きくする、成形温度を低くすることが不可欠であることが明らかとなった。 

②無機/有機高分子複合材料の創製技術の開発（産総研超臨界流体 RC 集中研／高温高圧研） 

超臨界二酸化炭素を用いた超臨界流体注入法によって、有機高分子材料の表面近傍に、ナノメー

ターオーダーの金属や金属酸化物の粒子（微粒子）を、均一に分散させることによって、有機高分子

材料に新しい機能を付与するための基盤技術の確立を目標にした。 

1)微粒子の分散層の形成技術 

μm チタンを注入する目的で、チタン(Ⅳ)イソプロポキシドを用いて超臨界流体注入処理を行った

場合、エントレーナとしてエタノールを添加することによって、チタンの含水酸化物の微粒子を形成

できた。粒子の平均径は、5～10nm、分散層厚みは、数μm まで変化することが分かった。これは、超
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臨界二酸化炭素に溶解するチタン(Ⅳ)イソプロポキシドの溶解度が増加し、二酸化炭素に同伴してポ

リメチルメタアクリレート（PMMA）に浸透するチタン(Ⅳ)イソプロポキシドの量が増加したためであ

ると考えられる。また、銀のアセチルアセトナート錯体を前駆体に用いた系では、エントレーナ無添

加の場合とエントレーナとしてアセトンを添加した場合、何れも銀の微粒子を形成できた。粒子の平

均径は 4～12nm であった。分散層の形成深さは、アセトンの添加により数百 nm まで増加した。その

場合の粒子の分散密度は、分散層の重量分率で 8%、面積分率で 5%、体積充填率で 1%であった。 

2)微粒子の分散形態の制御技術 

 チタン、および銀の何れの場合も、圧力一定条件下で、温度増加に伴う粒子の平均径、分散層厚み、

および粒子の分散密度は、50℃付近で極大値を示した。分散層の形成深さについては、臨界温度以下

の 25℃では薄く、表面近傍に止まっていた。これは、PMMA への二酸化炭素の注入量が、超臨界状態

の二酸化炭素と比べて少なく、それに同伴する前駆体の注入量が少なくなるとともに、拡散速度が小

さいため前駆体は表層に止まったためである。また、70℃で減少したのは、温度上昇に伴って、流体

の密度が小さくなった結果、PMMA への二酸化炭素の注入量が少なくなるとともに、二酸化炭素への前

駆体の溶解量が減少したためである。微粒子の平均径とその成長は二酸化炭素の PMMA に対する注入

量に依存しているものと推測されるが、その成長機構については未解明であり、今後の課題である。

温度一定条件下における、微粒子の平均径、分散層の形成深さ、分散密度は、何れも、圧力の上昇と

共に増加した。同一温度では、圧力が増加することにより、二酸化炭素の密度、二酸化炭素に対する

前駆体の濃度が高くなり、かつ PMMA に注入される二酸化炭素の量が多くなることから、注入される

前駆体の量が増加し、試料の内部深くまで到達するためと考えられる。また、エントレーナの添加に

より、形成深さを数倍、分散密度を十倍以上向上させることができた。 

③急速膨張法による無機材料の創製技術の開発（産総研超臨界流体 RC 集中研／高温高圧研） 

無機原料として使用する金属アルコキシドの超臨界二酸化炭素への溶解性を調べた結果、液体状で

あるシリコンやチタンのアルコキシドは、二酸化炭素と、条件によって完全な均一超臨界相を形成す

ることが判明した。45℃で、シリコンアルコキシド（テトラエチルオルソシリケート）は 9.5MPa 以

上で、チタンアルコキシド（チタンテトライソプロポキシド）は 11.5MPa 以上で均一相となる。また

固体であるスズのアルコキシドでも、アルコール共存下、10MPa 以上の圧力領域で、流体 1l 当たり数

g～十数 g が溶解した。これらの結果から、金属アルコキシドは、性状は種々異なっていても、急速

膨張法による噴射、製膜に十分な量の溶解が可能であることが確認された。 

これらのアルコキシドを実際に超臨界二酸化炭素に溶解させ、孔径 0.1～0.45mm のノズルを通して

大気中に置かれた基板に向けて噴射することで、金属酸化物の薄膜を形成した。通常のスプレー法で

は粉末が堆積したような密着性の悪い膜しか得られないが、超臨界急速膨張法で得られた膜は極めて

密着性が高い。アルコキシド濃度、その加水分解の程度、基板温度、噴射量、などの製膜条件によっ

て膜厚、膜質は種々変化するが、条件を適当に選べば、一般のドライプロセスよりも一桁以上速い

0.1μm/min 程度の速度で、緻密な焼結体レベルの膜形成が可能であった。 

様々な条件下での大気中での製膜に加え、新規に設計、導入した雰囲気制御可能な製膜チャンバー

を用いた実験も実施し、製膜プロセスを解析した。その結果、噴射されたアルコキシドは、二酸化炭
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素の気流に保護されて未反応のまま基板に到達し、基板上で加水分解、重合、固化が進行して密着性

の高い膜を形成することが推察された。特に大気中では、基板上での反応が瞬時に起こるため、次々

に膜の堆積が進行し、高速に厚膜が形成できると考えられる。 

アルコキシドの代わりに高沸点アルコールを、基板として適当なポリマー膜を用いることで、噴射

液滴の痕跡をポリマー上に捕らえ、粒径分布を測定することにも成功した。測定された噴射液滴の粒

径は１～十数 μm で、その値は噴射条件によって一桁近く変化した。これらの粒径に関するデータは、

パターニング時の微細部への充填を図る際に重要である。 

急速膨張法によるパターニングの可能性を検証する目的で、50μm 程度のピッチを持つ金属メッ

シュ、および特別に作製した金属製のマスクを用いて、酸化チタンのパターニングを試みた。チタン

テトライソプロポキシドの 10％イソプロパノール溶液を 45℃、10MPa で二酸化炭素に溶解させ、

200℃に加熱したガラス基板上にマスクを通して噴射した。10 分間の噴射で得られた膜は厚さ 0.5～

１μm 程度で、マスクの孔形状を忠実に再現したパターンとなっていた。これにより、本方法による

パターニングが可能であることが確認できた。 

今後は、より微細なピッチのパターンにも対応できるように、膜厚、膜質に影響する要因を詳細に

調べ、それらを自由に制御できる技術の構築を目指す。さらに実用化に向けて複合酸化物系など材料

の複合化も検討して行く予定である。 

④超臨界水反応場を利用した無機微粒子の合成技術の開発（産総研超臨界流体 RC） 

金属酸化物微粒子合成における合成条件と粒子特性との関係を明らかにする目的で、 高温度

500℃、耐圧40MPaの流通式水熱合成反応装置を試作した。ここでは、触媒材料や透過性導電体材料と

して利用されるベーマイトを例にプロセス変数（反応温度、圧力、濃度、pH、流量、反応時間）が生

成物の粒子特性に及ぼす影響を検討した。流量が大きくなるほど、粒子サイズ分布が小さくなる傾向

がみられ、金属塩水溶液と超臨界水との混合点前後における反応溶液が被る温度履歴が粒子生成過程

に重要な因子のひとつであるとの知見を得た。そのため、本手法において鍵となる原料液の溶解度変

化を把握するための金属水溶液の温度変化を測定する装置及び中性以上の高いpH下での連続合成実験

を行うためのスラリー供給システムの設計、試作を行った。 

本手法を光触媒材料のひとつであるチタン酸カリウム(K2Ti6O13)に適用したところ、幅10nm, 長さ

1,000nmのワイヤー状の粒子が得られた。メタノール酸化反応における光触媒特性は固相法で合成し

たものよりも数桁も高かった。また、亜臨界水並びに超臨界水反応場を利用し、ニオブ酸カリウム

(K4Nb6O17)の水熱合成を試み、水分解光触媒活性を固相合成物と比較した。超臨界水反応場で得られた

ものは、固相合成物に比べ1桁以上高い光触媒活性を示した。これら水熱合成物の触媒活性の向上は、

微粒化により比表面積が増大した結果によるものであり、高機能性無機微粒子を得る合成手法として

の優位性を確認した。 

 

（ハ）エネルギー・物質変換技術の研究 

① 超臨界水酸化反応によるエネルギー回収プロセスの開発 

(a)反応モデルの開発（産総研超臨界流体 RC 集中研／東大） 
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本年度までに有機固体の超臨界水酸化反応の様子を直接観察するセルの設計・製作、関連システム

の導入を行い、固形炭素の超臨界水酸化反応の様子を観察した。 

内部細孔のない固形炭素（固体炭素）の反応速度は小さく、500℃、30 MPa、総流量 2 ml/min、酸

素濃度 9.7 wt%にて 380 分反応させた際に 31%程度の質量の減少が観察された。一方、内部細孔のあ

る固形炭素（活性炭炭素）は固体炭素に比べてはるかに速く反応し、反応が進むにつれて、粒子は形

状をほぼ保ったまま小さくなった。 

 次に活性炭炭素の反応速度の操作条件依存性を調べた。半径減少速度の酸素濃度依存性は、反応速

度が酸素濃度に対してほぼ１次となった。また、反応速度は温度、圧力、流量とともに若干増加する

が、その依存性は非常に小さいことがわかった。また活性炭粒子の半径が時間に対して直線的に減少

し、反応中も粒子の密度が変化しなかったことから、粒子細孔内の酸素の拡散に対して、細孔表面で

の酸素の反応は十分速いと考えられる。すなわち、粒子の酸化反応における触媒有効係数が非常に小

さいと予測される。従って、活性炭粒子が細孔を持たない球体であると近似し、反応は球体の表面で

起こると仮定すると、本反応では反応速度の温度依存性は小さく、流量の増大による酸素の粒子表面

への物質移動の促進により反応速度が増大していることや、全圧の増大により酸素濃度が増大するも

のの、酸素の拡散係数が全圧に反比例するためその効果はキャンセルされることなどから、本反応は

活性炭粒子の酸化反応がほぼ拡散律速であると考えられる。今年度末には固体炭素への操作条件の反

応依存性を確認する。その後、高温水との溶解を考慮する必要がある有機固体への操作条件の反応依

存性の確認や複数の有機固体を充填させた場合の操作条件の反応依存性を確認し、超臨界水酸化反応

の反応工学モデルを確立し、 後にシステム試験装置を導入して、超臨界水酸化反応利用プロセスへ

の適用を計る。 

(b)装置材料の選定（産総研超臨界流体 RC 集中研） 

 材料腐食評価試験用として設計・製作した試験装置を用いて材料評価を行った。本装置は、材料試

験体を装着する管型試験炉および槽型試験炉、加熱器、冷却器、背圧弁、試験液調整タンク、廃液受

タンクから構成される。管型試験炉は、二重管になっており、内管を試験体とする。試験体の軸方向

に温度分布を持たせ、各温度での腐食を同時に評価できる。槽型試験炉は、オートクレーブ式で、槽

内に試験片をセットし、全面腐食および SCC を評価できる。今年度はイオウもしくは塩素を含有する

有機固体の超臨界水酸化反応を想定した材料腐食評価として、全面腐食・すきま腐食・SCC 評価と温

度依存性を調べた。 

 イオウおよび塩素共、酸素分圧によって 終分解生成物が変化し、その結果材料に及ぼす影響は大

きく異なる。イオウは酸素分圧が大きくなると主として H2S を形成し、同様に塩素は高酸素分圧下で

HCl を形成して材料に全面腐食を生じさせる。HCl は解離による水素イオンによって腐食を進行させ

るため、臨界温度近傍で損傷速度を 大にする。この腐食を軽減させるため、中和により NaCl を形

成させた場合には、広範囲の温度領域で腐食は減少した。しかしながらこの場合、残留酸素分圧が材

料腐食に大きな影響力を持ち、厳しい腐食や割れを引き起こす領域があることが明らかになった。こ

のメカニズムは現在のところ不明である。また、この場合耐食材料として通常添加され、耐食性付与

に有効である Ni,Cr,Mo が、この超臨界水酸化反応条件下においてはほとんど効果がないことも明ら
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かになった。イオウについては、分解生成物が複雑であるためそれぞれの作用についての確認を急い

でいる。 

 これまでの結果は、超臨界水酸化条件の変化が材料の腐食挙動に極めて大きな影響を与えているこ

とが確認できている。このためそれぞれの条件に合う材料選定、および材料にとっての環境条件の閾

値の確認を今後とも引き続き行う予定である。 

② 超臨界水中水素化反応等による未利用重質資源の軽質化・クリーン化に関する開発（産総研超臨

界流体 RC 集中研） 

(a)重質油転換プロセス 

 超臨界水中における重質油転換反応挙動を把握するために、ベンチスケールでの連続試験を行った。

その結果、重質油から高付加価値製品である軽質ガス、軽質油を 80wt%以上得られることを確認した。

また、超臨界水中における重質油転換を構成すると考えられる、熱・加水分解反応、脱硫・脱金属反

応、ガス化反応について検討を行った。 

 熱・加水分解反応については反応温度を高温、高圧にすることで軽質化が促進されることを確認し

た。なお、生成した軽質油は BTX や直鎖系の軽質油である。また、超臨界水との反応生成物と考えら

れる含酸素化合物の収率が増加することを確認した。さらに副生成物であるコークス量は気相熱分解

に比較して大幅に減少した。これは超臨界水による熱分解フラグメントの再重合抑制効果と推定され

る。コークスは石油生成過程においては脱硫触媒や水素化生成触媒の触媒毒となることからコークス

生成量は少ない方がよい。気相熱分解ではコークス生成量は 30～40wt%（対原料）生成していたが、

超臨界水を用いることにより数 wt%まで低減することが確認された。脱硫、脱金属反応については、

超臨界水中において触媒無しで脱硫反応が進み、軽質油中のイオウ濃度は 1000ppm まで減少する。ま

た脱金属については生成油中には重金属類がほとんど含まれていないことを確認した。ガス化反応に

ついては 550℃の比較的低温領域において水性ガス、水性ガスシフト反応により水素が生成し、反応

温度が高温になるに従ってガス収率が増加することを確認した。なお、ガス組成は水素を含む C1～C4

の炭化水素が主成分であることを確認した。 

 以上、超臨界水中における重質油転換反応挙動を連続試験により把握し、また基本となる反応につ

いて定量的なデータが取得出来た。さらに、超臨界水を用いた重質油の高効率軽質化・クリーン化プ

ロセスの実現性を示唆できたものと思われる。 

(b)還元雰囲気下での材料腐食の評価 

超臨界水還元性雰囲気下における腐食速度を把握するためにバッチ式および流通式試験装置によ

り材料腐食試験を実施した。SUS316 においては酸素ポテンシャルが小さくなるのに伴い腐食速度が増

加する傾向が見られた。また、NaCl を添加した場合は、NaCl を添加しない場合に比べると、いずれ

の条件においても腐食速度が増加しており、特に亜臨界条件での増加が著しかった。Cl-が pH 中性域

においても腐食速度に影響を及ぼすことが確認された。ニッケル基合金については、NaCl を添加した

場合 MC アロイ、Alloy625 において、亜臨界状態で若干の質量減少傾向が見られた。ハステロイ C 系

および MAT21 においては特に質量減少は見られなかった。 

SUS316 においては、400℃では表面層の剥離は観察されなかったが、亜臨界条件および高温条件で
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は表面層が剥離しており、腐食が進行していることが確認された。SUS316 においては温度により腐食

形態が異なることが示唆された。ニッケル基合金においては、Alloy625,MC アロイで表面層の腐食が

見られたが、ハステロイ C 系および MAT21 では腐食層が殆ど観察されなかった。これは酸化皮膜を安

定化させる Mo,Ta の効果であると考えられ、還元性雰囲気においては Cr+Mo のバランスが耐食性を向

上させる上で重要であると推察される。 

 腐食速度評価を一般材の指標値との比較により行った結果、pH 中性、水素分圧～5MPa、0～5%NaCl

の条件であれば十分 SUS316 の適用が可能であること、ハステロイ C 系、MAT21 が特に優れているこ

とが確認された。 

③ プラスチック廃棄物の化学リサイクルプロセスの開発 

(a)変換反応技術（産総研超臨界流体 RC 集中研／東北大） 

 付加重合型プラスチックであるポリ塩化ビニルには可塑剤としてのフタル酸エステルおよび塩素が

多量に含まれている。可塑剤は含塩素芳香族化合物を生成させる要因となる可能性があり、塩素は激

しい腐食を引き起こすことから、装置の安全上大きな問題となる。このようなことから、ポリ塩化ビ

ニルの超臨界水変換を行う前に、可塑剤および塩素を除去する処理が必要である。そのため、苛性

ソーダ水溶液によるフタル酸および塩素の除去を行った。即ち、オートクレーブ中で反応温度 150～

250℃、反応時間 0～24 時間、10～50wt％苛性ソーダ水溶液の反応条件で、まずフタル酸の抽出を

行った。苛性ソーダ濃度を高めるとフタル酸の抽出率は高くなる傾向を示し、反応温度を上昇させる

とより顕著であった。反応時間は、苛性ソーダ濃度に依存し、50wt％の反応抽出液を使用すると も

短くなる傾向を示した。 終的に、反応抽出液 50wt％、反応温度 250℃、反応時間 1 時間でポリ塩化

ビニルに含まれていたフタル酸ジオクチルをフタル酸塩としてほぼ 100％抽出することができた。さ

らに、フタル酸を除去したポリ塩化ビニルを、オートクレーブ中で反応温度 150～350℃、反応時間 0

～24 時間、10～50wt％苛性ソーダ水溶液の反応条件で、塩素の抽出を行った。苛性ソーダ濃度を高め

ると塩素イオンとしての濃度は高くなる傾向を示したが、反応抽出液の濃度依存性ははっきりしな

かった。そのため、苛性ソーダ濃度を 50wt％に固定し反応温度を上昇させたところ塩素イオンとして

の濃度は高くなる傾向を示し、反応時間に依存するものでないことが判明した。これより、反応抽出

液 50wt％、反応温度 350℃、反応時間 1 時間で反応抽出前の試料に含まれていた塩素をナトリウム塩

としてほぼ 100％抽出除去することができた。これらの二段階の操作条件により、ポリ塩化ビニルに

大量に含まれている可塑剤の抽出回収、塩素の除去についてほぼ 100％行なうことができることが確

認できた。脱可塑剤、脱塩素した残留物は元素分析から、炭化水素化合物であるポリエンが多量に含

まれていることが推察できた。 

 得られたポリエンの超臨界水を反応溶媒とした水素化反応を行った。回分式超臨界反応装置を使用

し、反応温度 500℃、圧力 60MPa の反応時間 1 時間にて環化反応が発生し、ナフタレン、アントラセ

ンに代表される芳香族系化合物の生成が確認されたが、未反応ポリエンあるいはポリエンが変質した

と推測される物質が残留することがわかった。回分式反応では限界があることが確認できたので、流

通式反応を行った。まず、流通式超臨界反応装置を構築し、反応温度 500℃、圧力 25MPa の反応時間

１0分にてフタル酸に代表されるベンゼンカルボン酸類の生成が認められた。 
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 縮重合型プラスチック（ポリカーボネート）は前処理を必要としないことから、試料をそのまま流

通式超臨界反応装置に導入して、反応温度 200～260℃、圧力 15～25MPa、反応時間 5 分で行った。ど

の条件においてもビスフェノール A の生成が認められ、特に反応温度 235℃、圧力 22MPa においてそ

の生成量は 大となり、超臨界水を用いない加水分解方法と同程度の結果となった。 

 今後、流通式超臨界水反応装置を使用したポリエンおよびポリカーボネートの超臨界水による水素

化反応の生成物の詳細やマテリアルバランスを把握することにより、有用物質転換させる操作条件の

成果が得られるものと思われる。 

(b)高圧供給系の構築（産総研超臨界流体 RC 集中研） 

 湿式石臼型粉砕機を用いたプラスチックの粉砕においては、砥石のクリアランスを一定にし、回転

数をその粉砕機の条件による粉砕の効率、およびその得られる粉砕粒径との関係を試験により把握し

た。 

往復動ポンプを用い、PVC 粉（粒径分布 100～250μm）と水と混合したスラリーにおいて、吐出圧

力 35ＭPa まで昇圧させ、スラリー濃度 0wt％から 33wt％まで段階的に変化させた時に連続的に供給

が可能であり、その流量変化についての知見を得る事が確認できた。即ち、スラリー濃度１wt％で一

度流量の大幅な低下を来たし、その後スラリー濃度が 5wt％をピークに流量が回復し、その後緩やか

に流量が低下する様子を確認する事も出来た。またスラリー濃度 20wt％における容積効率 50％以上

を確保する事が出来た。 

スラリーの昇圧方法としては、背圧弁をテストしたところ、高圧になるにつれ、弁開度が小さくな

り、水のみが弁部を通過し、弁入口部での濃度が上昇するために閉塞が起きることが確認された。一

方、比較的小径のスラリーであれば管路抵抗による方法で安定した昇圧が出来、粒径が 1mm に近いス

ラリーであれば 低 2 段の可変容積をもつ圧力室への注入により、昇圧できる事も確認された。安全

装置として通常のレリーフ弁を用いると、スラリーの弁部への噛み込みでレリーフ弁が解放後の復帰

しないため使用する事ができないことから、接点付き圧力計による昇圧ポンプの自動停止と洗浄用ポ

ンプの起動による配管洗浄方式を採用し、配管閉塞時の異常昇圧に対する対応ができた。 

 

（２）基礎基盤技術の開発 

①超臨界流体のミクロ溶媒特性の解明（産総研超臨界流体 RC／産総研環境調和技術 RI） 

超臨界水は酸触媒機能と塩基触媒機能を有し、有機合成反応に有効であることが報告されている。

水のミクロ構造が超臨界状態でどのように変化しているかは興味深い課題であるが､不明なことが多

く種々の方法で検討されてきている。超臨界水の触媒機能が何に由来するかについては検討例が非常

に少なく、これまではラーマン分光の結果からモノマーがプロトンと OH-へ解離するものと推察され

ていた。今回赤外分光を用いて検討したところ、ダイマーの関与が強いことを見出したのでその結果

を紹介する。 

 以前に当該研究グループが開発した高温高圧赤外分光システムを用い、温度 25～470℃, 圧力 10～

40MPa で温度依存性および圧力依存性を検討した。また、観察された 4 つの振動を、モノマーおよび

ダイマーの OH 伸縮振動 (νm+d)、水素結合ネットワ－クを構築しているポリマーの OH 伸縮振動 (ν
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poly)、変角振動 (νb)と面外変角振動 (νL)に帰属した。圧力の増大とともにすべての振動モ－ドが単

調に増大する傾向が得られた。 

 モノマーおよびダイマーの OH 伸縮振動は亜臨界領域で単調に増大し、超臨界領域で急激に減少す

る傾向を示し、その結果臨界点で極大値をとる。また、743K での吸光度は常温とほぼ同じ程度であっ

た。一方、ポリマーの OH 伸縮振動は亜臨界領域で単調に減少していき、及び超臨界領域では急激に

減少していく傾向を示した。温度 653K 以上の超臨界水領域ではモノマーおよびダイマーの OH 伸縮振

動以外の振動モ－ドが負値に転じている。これらの結果から、超臨界水は常温水と比較してポリマー

の OH 伸縮振動およびダイマーの存在量が多くなり、水素結合が常温水よりもかなり少なくなってい

ることが分かる。 また、モノマーおよびダイマーの OH 伸縮振動が減少する際、変角振動が負値をと

る挙動を示すことから、ダイマーから変角振動が失われた化学種が部分的に生成していることが推定

できる。水の水素結合ダイマーは 3 つの構造をとることが報告されている。それらは linear, 

bifurcated, cyclic 構造であり、特に linear 構造が安定であり、この構造の分極エネルギ－が構造

安定化に も寄与することが知られている。これらのエネルギ－値を用いた各モノマーおよびダイ

マーの存在比は温度 773K において、モノマー=0.00、ダイマー (linear)=0.58、ダイマー

(bifurcated + cyclic)=0.42 であり、ほぼダイマーのみが存在し、そのうち、ダイマーの linear

構造がやや多い。上記のことと密度依存性の結果から、臨界密度以下の超臨界水で、密度低下に伴い

増加するはずの変角振動が、モノマーおよびダイマーの OH 伸縮振動(ダイマーが支配的)の減少とと

もに、負値に転じたことは、ダイマーのうちの一部が変角振動を持たない化学種に変化することを意

味する。すなわち、ダイマーは H3O
+と OH-へ解離していると考えられる。 

 高圧条件下において超臨界流体などを NMR で直接観察する方法は、大別すると高圧プローブ法と高

圧セル法とに分けられる。前者は、コイル部などの検出器と高圧容器とを一体で設計、製作する方法

で、一般に測定感度の向上が期待でき、より高温・高圧下での測定が可能となるが、専門的な技術を

必要とし、且つ高価となる欠点を有する。他方、後者は、市販の高分解能型検出器内に非磁性材料で

構成された高圧セルを設置する方法であり、測定が簡便となり、安価で汎用性が高いと言える。室温

近辺に臨界温度（31 ℃）をもつ二酸化炭素について、比較的機械強度が高いアルミナを用いて、

キャピラリ型セルの約 100 倍近い試料容積を有する高圧セルを開発した。このアルミナ製の高圧セル

は、精密な温度制御機能を有し、化学シフトや緩和時間を再現性良く測定でき，かつ測定試料の流通

が円滑に行える。この新規高圧セルはヘッドキャップ、外管、内管の主要３点からシンプルに構成さ

れる。試料溶液は内管内部を通過し、セルの底部で折り返し、観測領域における内管の形状をコイル

中心をもって点対称とすることで、磁場の均一度を低下させず、高分解能（～0.007 ppm）のスペク

トルが得られるようになった。モデル分子として、ペルフルオロベンゼンに CF3 基を導入した分子、

ペルフルオロ（メチルシクロヘキサン）などの分子を用いて、溶媒和構造の異方性について検討した。

このように単純なベンゼン骨格を有する分子においても、その各部位における溶媒和構造は単純であ

るとは言い難い。同数のフッ素を導入した化合物では、非対称で双極子モーメントを持つ分子の方が

過剰局所密度は大きくなる傾向を示し、二酸化炭素分子との相互作用では分子の極性が重要であるこ

とが判明した。また，超臨界二酸化炭素中の水の挙動を化学シフトならびに縦緩和時間をプローブと
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して調べた。溶質である水やアルコールは、濃度増加に伴い水素結合により顕著に自己会合しやすい

ことが知られている。しかし、非極性溶媒である四塩化炭素中の結果に比べ、大きな四極子モーメン

トを有する二酸化炭素中では、単量体が安定化し自己会合が抑制されることが判明した。近年、超臨

界二酸化炭素中において、金属触媒を用いた均一系の反応に対し、触媒の効率的回収を目的とした不

均一系の化学反応の試みがなされている。また、超臨界二酸化炭素が液相へ溶解することによる膨張

液体についても，NMR の緩和時間により運動性変化の観点から調べた．一例として重ベンゼンを液相

に用いた結果を紹介する。ベンゼン分子は対称性が良く、その回転運動は"spinning"と"tumbling"の

2 種類で記述される。重水素核の緩和時間は C-D 軸の回転運動を反映した相関時間と関連付けられ、2

種類の異方的な回転の双方を含んだ情報を提供する。ただし、常圧における値で規格化したところ，

二酸化炭素の溶解により、運動性が高まることが明らかとなった。さらに、興味深いことは、並進に

対する加圧効果の方が回転に対するより 3 倍近くも大きいことである。この現象は、並進運動に対し

て座標の変化が少ない回転運動がより影響を受けづらいことを反映したものと推測される。また、本

研究の結果は、超臨界二酸化炭素を用いることにより液相をより効率的に制御できる可能性を示唆し

たもので、仮に運動モードごとに制御することができれば、今後、化学反応プロセスを構築する上で

かなり役立つものと期待できる。 

 一方，超臨界アルコール中での有機合成反応を対象として，分光学的手法（NMR、FTIR、UV）によ

り観測し、反応物としての超臨界アルコールの特性を考察した。従来、こうした反応は、ステンレス

製の反応高圧容器を用いて行われているが、その金属管壁が触媒的に働く可能性があるため、超臨界

アルコール自身の反応特性を正確に把握するためには、この触媒効果を分離して評価する必要がある。

そこで、石英製の高圧容器を用いて反応を行うことにより金属の効果を除去し、各反応におけるアル

コール自身の反応活性を考察した。まず、ケトンやアルデヒドへのアルコールの付加反応（アセター

ル化）を超臨界アルコール中で試みた。この反応には、通常、酸触媒が必要であるとされている。し

かし、超臨界条件下では、石英容器中においても反応が有意に進行することが確認された。これは、

無触媒条件でも、超臨界アルコール自身が反応物として働く可能性を示していると言える。このよう

な超臨界アルコールの反応活性と、その溶液構造との関連を議論するため、NMR および FTIR スペクト

ルの解析を行った。その結果、超臨界状態では、アルコール分子は主にダイマーとして存在すること

が分かった。従って、このダイマーから、反応の活性種が生成している可能性が考えられる。ハイド

ロキノンの芳香環上でのメチル化反応についても、同様の解析を行った。この反応は、石英容器中で

はほとんど進行しなかったが、金属片を加えることにより、反応速度が有意に上昇することが確認さ

れた。これにより、超臨界条件下では金属容器壁が触媒としてアルコールの反応を促進する可能性も

あることが明らかになった。今後は、こうした知見に基づいて、反応の機構解析と効率化を進めてい

く必要があるだろう。以上の研究で使用した高温 NMR 検出器においては、水素核と炭素核のみが観測

可能であったが、これに加えて、重水素核が観測可能な検出器への改良を行った。この改良により、

反応における生成化学種の分離同定が容易になるとともに、アルコールや反応分子の運動性を評価す

ることが可能となる。近年、超臨界アルコール中でゼオライト触媒を用いた反応の開発が進められて

いるが、こうした固体触媒内部での分子の運動・吸着状態を解明する上でも、本装置は有用であると
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考えられる． 

 

② 超臨界流体のマクロ特性の解析（産総研超臨界流体 RC 集中研／産総研環境調和技術 RI／東北大／

九州大／近畿大／高温高圧研） 

流通式による高温・高圧水＋炭化水素系相平衡の測定装置を設計・製作し、その健全性を確認でき

た。すなわち、水＋デカン系の文献値との比較により、本測定装置と測定手法が妥当であることを確

認した。さらに文献値の少ないあるいは測定例のない領域での水＋トルエン、水＋p-キシレンおよび

水＋エチルベンゼンの高温・高圧相挙動を明らかにすることができた。これらのデータは、亜臨界・

超臨界水利用のプロセス設計における有用な基礎データとなる。本測定装置の特色は、平衡セル内の

相挙動をサファイアガラス窓を通して観察できることである。得られたデータは、修正 SRK 状態方程

式に本研究で提案する指数型混合則を組み合わせることで相関可能であることが示された。この計算

手法は、種々の条件下でのプロセス設計に役立つものである。また，フッ素系化合物の超臨界二酸化

炭素に対する溶解度測定については測定装置・手法ともに測定精度 5%程度で可能であることを確認し

ており，データ蓄積の準備は終了している． 

 また今回開発を目指しているポリマーの溶液膨潤特性測定装置の原理は、シリンダー上部にポリ

マー試料は透過せずに溶液のみを透過できるガラスフィルターを固定して、これと下部にある水銀層

で形成されるセル中にポリマー粉末を採取し、ここに溶液を導入することによって誘起された膨潤体

積増加量を水銀に転化しながら毛細管に導き、その時間的変化並びに平衡時における変化量から、平

衡膨潤値並びに膨潤速度を求めるものである。本装置開発に当たっては，解決しなければならない幾

つかの技術課題がある。 

 ポリマー粒子と溶液との接触方法は、測定セル上部に３方バルブを装着しこれを操作しながら測定

セル中を真空ポンプで排気・減圧にした後に、溶液を導入して再び常圧に戻す方式を採用し良好な再

現性を得ることに成功した。また、膨潤体積増加量を計測する毛細管水銀柱の設置に当たっては、膨

潤の進行によって発生するセル中の水銀面が低下がもたらすポリマー層への圧力反動を避けるために、

一定の傾斜を付けて装着する方式を採用して定常膨潤の実現に成功した。 

 工業的な基盤技術の確立を目指す意味から測定試料は、全て、下記のような、市販の汎用ポリマー

を選定して使用した。 

 (1)ポリスチレン、(2)架橋ポリスチレン、(3)ポリエチレン、(4)ポリプロピレン、(5)ポリメチル

メタアクリレート、(6)ポリエチレングリコールテレフタレート(PET)、(7)ポリブタジエン・スチレ

ンブロック共重合物及び(8)ポリオキシメチレン。 

 測定するポリマーは、粒形分布の狭い粉末状であることが望ましいので、粒状の試料を購入し、こ

れを液体窒素を用いて冷却した後、ホモジナイザーで粉砕し、更に、篩い分けを行って測定試料とし

た。幸いにも、上記のポリマーに対しては、全てこの手法を用いて調製ができた。 

 典型的なポリマーを用いてその溶液膨潤特性の測定を行い得られた実験データの解析を試みたとこ

ろ、この装置が非常に速い膨潤現象に対しても十分に対応でき、しかも極めて精度よく測定できるこ

とが判明した。またデータはポリマー中に存在する共有結合に由来した架橋構造密度を実験的に評価
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できる可能性を暗示している。次に、高圧仕様の溶液膨潤特性測定装置の制作に取りかかっている。

超臨界二酸化炭素を主体とした溶媒中に於けるポリマーの溶液膨潤現象の測定には、30MPa 程度の圧

力下で機能する装置の開発が必要になるため、装置の本体部分をガラス製からステンレス製へ変更し

て耐圧性を向上させなければならない。現在作業は進行中であるが、 大の難関と考えられていた膨

潤体積測定部の制作、ステンレス製ジョイント部と透明石英毛細管との接合部分の耐圧試験に成功し、

現在、装置全体の調製を行いながら予備的な測定実験の準備に移っている。 

 高分子材料への超臨界二酸化炭素の溶解度、それに伴う融点、結晶化点およびガラス転移点の測定

データに対して文献調査を実施すると、高圧でのその場測定データでないものが散見された。そこで、

本研究では超臨界二酸化炭素と高分子材料との相互作用の基礎特性データ整備のために、高圧下で重

量が測定できる高圧熱重量－示差熱分析（高圧 TG-DTA）を用いて、超臨界二酸化炭素の高分子材料中

への平衡溶解度を測定した。高分子材料としては、代表的な水溶性ポリマーであるポリエチレンオキ

サイド、ポリエチレングリコールおよび本プロジェクトで用いられているポリプロピレン、ポリエチ

レンテレフタレートを用いた。また、高圧下で熱量測定ができる高圧示差走査熱量計（高圧 DSC）を

設計・製作して、高圧下での高分子材料の融点、結晶化点およびガラス転移点等の測定も行った。こ

れらの測定結果から、固体状態ポリエチレングリコールへの超臨界二酸化炭素溶解度は、圧力増加と

ともに流体密度に対してほぼ比例的に増加すること、また溶融ポリエチレングリコール、ポリエチレ

ンオキサイドにおける超臨界二酸化炭素溶解度の圧力依存性はほぼ比例で、温度依存性についてはヘ

ンリー定数に直した場合、Stiel らが提案した ln(1/Kp)と(Tc/T)2 の相関式によく適合することが分

かった。さらに、ポリエチレングリコールおよびポリエチレンオキサイドの融点は、二酸化炭素の可

塑化効果により、圧力の増加に伴い直線的に低下した。またデータが皆無に等しい固体状態ポリプロ

ピレンの超臨界二酸化炭素溶解度を測定したところ、超臨界二酸化炭素溶解度は圧力に対しては直線

的に増加せず、流体密度に対して直線的に増加することを明らかにした。ポリプロピレンの融点近傍

の 150 ～ 170 ℃では、ポリプロピレンの融解に起因する超臨界二酸化炭素溶解度の大きな変化がみ

られた。固体状態と溶融状態における溶解度の違いは、両者の膨潤度の差、固体状態での非晶部のみ

へ溶解し溶融状態では全体へ溶解することが原因として考えられる。ポリエチレンテレフタレート、

ポリプロピレンの融点、結晶化点を超臨界二酸化炭素中で測定した結果は，超臨界二酸化炭素の可塑

化効果により圧力の増加に対して両者ともに融点、結晶化点が直線的に低下した。特に、ポリプロピ

レンにおいては二酸化炭素圧 10.0MPa 以上では融解ピークがアモルファス部及び結晶部と考えられる

二つのピークに分離することを明らかにした。これらのデータより超臨界二酸化炭素を用いた高分子

の成形プロセスでは反応温度を下げて、生産プロセスの省エネに寄与すると考えられる。 

 なお、溶融ポリマーに二酸化炭素が溶解すると、可塑化作用により流動性が著しく向上することが

知られている。本課題では、ポリマー中の二酸化炭素量と粘性低下の定量的把握を目指して、高圧

キャピラリー法による溶融ポリマーの粘度測定装置の開発ならびに測定手法の策定を行っている。本

法の原理は溶融ポリマーへ二酸化炭素をドライアイス（固相）状態で供給し、溶解・均相化させた後

にバレル（プランジャー）にて試料を圧送してキャピラリーを試料が通過する際の応力を直接測定す

るもので、バレルの移動速度からせん断速度、所要応力からせん断応力を算出する。予備実験ではわ
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ずか 1wt％程度の二酸化炭素の導入により、粘度（せん断応力）が１桁程度低減することが確認され

たが、試料中の二酸化炭素量の測定精度が全体での測定精度を決定することが明かになった。そこで

その組成決定法について種々検討し、キャピラリー後段に設けた背圧槽での界面変化を同時計測する

ことで二酸化炭素とポリマー量を純成分の密度データから決定する方法を開発した。 高圧条件下で

の界面変化については静電容量式液面測定法を用いている。本法では、実験開始時のゼロ点調整法を

正確に行なう必要があるが、キャピラリー内部での実組成の決定が可能であり、高圧下での粘度測定

の他にも、展開可能な手法と言える。150℃および 175℃について純粋ポリスチレン（PS）と二酸化炭

素を添加した系(ドライアイス過剰仕込みと通常の測定)について測定を行った。測定条件は 150℃が

背圧 100atm⇔50atm、175℃が背圧 70atm⇔20atm、サンプリングボンベの温度 200℃とした。175℃お

よび 150℃での過剰仕込み測定ではそれぞれ二酸化炭素溶解度は 3wt%および 4wt%であるが、粘度低下

の傾向としては妥当な結果が得られた。なお、過剰仕込みの測定についても液面測定を行ってみたが、

二酸化炭素濃度の値が 8wt%～10wt%くらいであり、背圧による二酸化炭素濃度の制御も可能であるこ

とがわかった。また、実際に測定を行ったところ、150℃、純粋 PS については現在の範囲が限界であ

る。しかし、ドライアイスを仕込むことによって、かなり粘度が低下することが定量的に判明した。

濃度シフトファクターaC は 150℃の方が大きいので、濃度による影響が大きいのが原因と考えられる．

150℃についてはまだ測定点が少ないため、もう少しデータを収集する必要がある。 

 発泡シミュレーションを行うために必要な物性値（二酸化炭素の溶解度、二酸化炭素が溶解した高

分子の粘度、高分子-二酸化炭素間表面張力など）のうち、発泡条件である 300℃、300 気圧において、

高分子-二酸化炭素間表面張力の測定を行う装置の設計を行い、現在作成中である。二酸化炭素の溶

解度および二酸化炭素が溶解した高分子の粘度については、プロジェクトの他の研究員との連携で研

究を行っている。 

 流通式による亜臨界・超臨界水（水蒸気）に対する無機塩の溶解度測定装置を設計・製作した。文

献値が報告されている食塩（NaCl）の溶解度を測定することで、本方法の信頼性を確認した。無機塩

類の溶解度データは超臨界水利用のプロセスにおける閉塞、腐食などの解析において重要な知見を与

えるものである。正則溶液モデルを拡張し、亜臨界・超臨界水（水蒸気）に対する無機塩の溶解度相

関モデルを確立した。このモデルによれば、広い温度領域における無機塩の溶解度の計算が可能とな

り、プロセス設計上有用である 

 無機材料合成に用いる金属化合物としては超臨界二酸化炭素、アルコールへの高い溶解性と適度な

反応性、分解性を併せ持つことが求められる。また無機材料合成には一般に焼成によって有機物を除

去する過程が不可欠であり、フッ素や硫黄を含む金属化合物や錯体の使用はなるべく回避することが

望ましい。これらの点を概ね満たす既存の化合物としては金属アセチルアセトナトとアルコキシドが

まず挙げられる。そこで代表的な化合物を選択し、超臨界二酸化炭素への溶解度測定を行った。本研

究では少量の試料で評価可能なこと、相状態を確認しながら溶解度の測定が可能であること、温度や

圧力制御への応答が早く分解挙動評価への展開が容易であることから、比較的容量の小さい内部可視

容量可変型セルと流通型装置を組み合わせた装置を構築し評価を行った。金属アセチルアセトナトと

しては、触媒への応用が期待され、かつこれまで溶解度に対する報告が少ない貴金属（Ag、Pt、Pd）
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の測定を行った。Ag については他の１価金属のアセチルアセトナト同様に溶解度が著しく低く、実用

性はなかった。一方 Pt については 2 価のアセチルアセトナトとしては高い溶解度(20MPa、313K で

0.35mg/CO2 L )を示し、貴金属担持触媒の合成には十分適用可能であることを実証した。 

 金属アルコキシドとしては酸化物合成に多用されるチタンイソプロポキシドとアルミニウム tert-

ブトキシドを取り上げた。チタンイソプロポキシドは 12MPa 以上の条件で均一相となり、2 相領域も

併用すれば 0.4～3wt%程度の範囲で溶解度を制御可能であることが分かった。アルミニウム tert-ブ

トキシドについては検討中であるが 20 MPa までの条件で均一相は観察されず、また溶解度もチタン

の場合より大幅に小さいことが判明している。 

 

③高圧ガス供給システムの安全技術（産総研超臨界流体 RC 集中研） 

高圧酸素雰囲気中での各種装置を、安全を考慮し設計を行い、発火試験装置、断熱圧縮試験装置、

微粉衝突発火試験装置、ガス噴射試験装置を製作した。酸素雰囲気材料物性測定については，雰囲気

酸素圧力の上昇とともに有機化合物材料の発火温度は低下する傾向が見られ、高圧ガス試験における

発火条件の予備データとなるとともに、危険性を評価するための基準となるデータが得られた。 

 また、内外の高圧酸素供給技術について安全技術調査を実施し、法規・基準ならびに安全技術に対

する報告書を作成した。 

 

2.2 研究開発項目毎の目標に対する達成度 

（１）超臨界流体プロセスの技術開発 

（イ）有機合成プロセス技術の研究 

①超臨界二酸化炭素反応場を利用した水素化反応技術 

 (評価時点における目標値もしくは目標) 

超臨界二酸化炭素中でのアニリンの核水素化反応及び不飽和アルデヒド C=O 二重結合の選択的水素化

に有効な反応システムを開発する。本反応における二酸化炭素圧力の影響などを把握し、反応条件の

適化を図る 

・アニリンの核水素化反応で転化率：90%及び選択率 80%を目指す。 

・極性溶媒を使用しない条件で不飽和アルコールの収率 37%、選択率 93%を目指す。 

 (達成度、判定理由・根拠) 

超臨界二酸化炭素中でのアニリンの核水素化反応に関して、(C6H6)2Ru2Cl4―H2O 触媒系に水を添加する

ことによって本反応に有効なシステムを構築した。得られた転化率 74%及びシクロヘキシルアミン選

択率 78%であった。超臨界二酸化炭素中での芳香族アミン化合物の核水素化反応はこれまで報告例が

なく、今回有効な反応システムを見出すことができた意義は大きい。シンナムアルデヒドから極性溶

媒未使用で、Ru 触媒を用い、選択的水素化反応による不飽和アルコールの合成を試みた。液―超臨界

流体の２相系となり、転化率：58%、選択率：98%及び収率：57%で不飽和アルコールを合成し、目標

をクリアしている。全体としてみれば、90%程度の達成である。 

②超臨界二酸化炭素を基質とする有機合成技術 
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(評価時点における目標値もしくは目標) 

超臨界二酸化炭素を利用した環状炭酸エステル及びウレタン化合物の効率的合成技術を開発する。 

・環状炭酸エステル合成 

固体触媒（流通系）：転化率 25％、選択率：80％を目指す。 

錯体触媒：転化率 95％、選択率：95％を目指す。 

・ウレタン化合物合成 

40℃及び 12 時間の 2-オキサゾリジノン合成で収率 67%を目指す。 

 (達成度、判定理由・根拠) 

・環状炭酸エステル合成 

固体触媒として希土類の酸化塩化物(SmOCl)が高い触媒活性を有することを見いだした。流通系で転

化率 20％、選択率：80％ 

均一系触媒としてフルオロアルキル基を有するホスホニウム塩が目的の反応に高い活性を有すること

を見いだした。転化率 94％、選択率：99％ 

・ウレタン化合物合成 

2-メチル-2-アミノアルコールから 40℃及び 12 時間で 4-メチル-2-オキサゾリジノンを収率 91.4%

で合成した。 

従って両者とも中間目標をほぼ達成している。 

③超臨界メタノールを利用した芳香族化合物合成技術 

(評価時点における目標値もしくは目標) 

超臨界メタノールによるゼオライト触媒を利用した 2,6-ジメチルナフタレンの合成技術の解発を目

指す。神戸製鋼所・モービルが共同で開発中のナフタレンを出発物質とする気相反応による 2,6-ジメ

チルナフタレン合成法のデータである、転化率 13％、全ジメチルナフタレン中の 2,6-体比率 12％、

2,6-体/2,7-体の生成比 1.4 を当面の具体的な目標とする。 

 (達成度、判定理由・根拠) 

超臨界メタノールによるゼオライト触媒を利用した 2,6-ジメチルナフタレンの合成反応を実施し、

超臨界反応に適した触媒細孔径の選択に対する方向性と、反応温度・反応圧力が選択性に及ぼす効果

に対する知見を得た。現時点での転化率 24％、全ジメチルナフタレン中の 2,6-体比率 37%、及び

2,6-体/2,7-体の生成比 2.1 であり、中間目標に対する達成度は 100%である。 

④超臨界メタノール反応場を利用したメチル化反応技術 

(評価時点における目標値もしくは目標) 

 固定床流通式反応装置を用いて 2-アミノエタノールの N,N-ジメチル化反応における反応条件の

適化検討する。300℃で転化率 88%及、モノメチル体とジメチル体の合計選択率 90%及びワンパスでの

ジメチル化生成物収率 40%を目指す。 

また、メタクレゾールのオルト位ジメチル化反応に有効な触媒探索の検討を行う。300℃で転化率：

80%、モノメチル体とジメチル体の合計選択率 90%及びオルト位ジメチル化生成物の選択率 40%を目指

す。 
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(達成度、判定理由・根拠) 

 固体酸塩基両機能性触媒（Cs-P-SiO2）存在下に超臨界メタノール中で 2-アミノエタノールを反応

させた結果、300℃で転化率 88%及、モノメチル体とジメチル体の合計選択率 94%及びワンパスでのジ

メチル化生成物収率 35%であった。二官能性アミンの選択的 N-アルキル化反応に関する当初の目標は

ほぼ達成したと言える。 

 一方メタクレゾールのオルトアルキル化反応に関しては、鉄バナジウム系触媒存在下、超臨界メタ

ノールを用いてメタクレゾール転化率 94%、モノメチル体とジメチル体の合計選択率 98%及びオルト

位ジメチル化生成物のワンパスでの収率は 37%であった。 

 したがって、現時点での本テーマ全体の達成度は、中間目標に対しては 90%程度と考えられ

る。 

⑤超臨界水反応場を利用した水和反応技術 

 (評価時点における目標値もしくは目標) 

 超臨界水反応場においてモデルとしてヘキセンを用いたオレフィン水和反応技術を検証する。また

流通法によりプロピレンからイソプロパノールの転化率 20%を目指す。そのための高圧ガス対応の超

臨界有機合成試験装置を作成する。 

 (達成度、判定理由・根拠) 

 超臨界水中で無触媒ヘキセン水和反応を初めて達成し、主生成物収率および副反応生成物収

率の制御因子の把握を行うことで技術蓄積ができた。高圧ガス対応の超臨界有機合成試験装置

の設計・開発がやや遅れており、プロピレンからイソプルアルコールの実験に着手したところ

である。バッチ式反応では収率 10%であった。 

これらの点から、評価時までの達成度は 80%程度であると考えられる。 

⑥超臨界水を反応場とする物質合成技術 

 (評価時点における目標値もしくは目標) 

 酸・塩基触媒機能及び高温・高圧反応場であるという超臨界水の特性に適合する有機合成反応を探

索し、その反応過程を５例程度解明する。超臨界水中では反応が 1 秒以下の高速で進展する場合があ

り、それに対応可能な超臨界水有機合成反応に適した実験室規模の反応装置を開発する。 

 (達成度、判定理由・根拠) 

 5 秒以下の短時間で所定の目標温度に昇温可能な流通式超臨界水反応装置を開発した。これ

を用いて超臨界水反応場を利用したモデル反応に適用したところ、無触媒下で有機反応が 0.1

秒～60 秒の短時間で進展することを認めた。蛋白質からのアミノ酸への分解反応、アミノ酸か

らペプチドへの反応、ピナコール転位反応、ベンズアルデヒドからベンジルアルコールと安息

香酸への不均化反応、アミノ酸からのラクタムへの合成などに成功した。これらの反応は水熱

条件では進行せず、超臨界水中でのみ効率的に進行した。例えば、 超臨界水によるピナコー

ル転位反応、不均化反応では、無触媒下で、特に臨界点付近でその反応性が特異的に増加する

ことが確認できた。したがって、現時点での本テーマ全体の達成度は、中間目標に対してほぼ

達成したと考えられる。 
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（ロ）材料プロセッシング技術の研究 

①熱可塑性高分子の超微細発泡成形技術の開発 

（評価時点における目標値もしくは目標） 

実験装置（連続式微小気泡挙動計測解析装置）の設計・試作と超臨界流体制御手法の開発。超臨界

二酸化炭素（窒素）を用いた樹脂発泡挙動の制御因子を解明し、発泡径 10μｍ程度を達成する。 

（達成度、判定理由・根拠） 

連続式微小気泡挙動計測解析装置構築中で、解析に必要な可視化観測や溶融粘度の計測シス

テムは装備されており、13 年度中に完成の見通しである。超臨界流体（CO2、N2、CO2+N2）混合

を用いてポリプロピレンの発泡シート状サンプルが得られるのは確認できている。平成 13 年

度中に巻取り装置が完成するとシートサンプルの製作ができ、その評価が可能になる。 

超臨界二酸化炭素を用いた樹脂発泡挙動の基礎的検討で圧力、温度、減圧速度の影響、発泡に必要

な減圧速度に閾値があることが明らかとなり、回分式の 適条件での発泡径は 10μm 程度のものが得

られている。従って、現時点での達成度は 80％である。 

②無機/有機高分子複合材料の創製技術の開発 

（評価時点における目標値もしくは目標）  

 超臨界注入法による有機高分子材料中の金属や金属酸化物の微粒子分散形態と操作因子との関係の

明確化。 

（達成度、判定理由・根拠） 

 有機高分子材料への金属、あるいは金属酸化物の微粒子の注入技術について、超臨界流体注入法を

用いることによって、銀については金属の、チタンについては含水酸化物の微粒子を形成できた。何

れも平均径が十数 nm の微粒子を、数 μm の深さにわたって分散させることができた。制御技術につ

いては、微粒子の形成に係わる温度・圧力の影響、エントレーナ添加効果を明確にした。 適条件で

得られた銀の微粒子分散複合体は、重量含有率 8%、単位面積当たりの分散面積 5%、体積充填率 1%の

形態で分散層を形成することができた。従って、現時点での達成度は 90%である。 

③急速膨張法による無機材料の創製技術の開発 

（評価時点における目標値もしくは目標）  

超臨界二酸化炭素／金属アルコキシド系における各種原料アルコキシドの適用性、および超臨界急

速膨張法の基本特性の明確化と、パターニングの可能性の検証。 

（達成度、判定理由・根拠） 

各種アルコキシドの超臨界二酸化炭素への溶解性の傾向が判明し、アルコキシドの超臨界急速膨張

法への適用に関する指針が得られた。また、ノズルから噴射されて基板に付着する粒子の粒径や、そ

の固化過程に関するデータが得られ、本法の基本特性が明確になって来た。さらに、酸化チタンによ

る 50μm ピッチのパターニングを実施し、膜質やピッチサイズについては十分とは言えないながらパ

ターニングの可能性は検証できた。以上のように、中間目標はほぼ達成できている。 

④ 超臨界水反応場を利用した無機微粒子の合成技術の開発 
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（評価時点における目標値もしくは目標） 

各種の金属酸化物微粒子の粒子径・分布・形態とプロセス変数との関係の明確化。 

（達成度、判定理由・根拠） 

流通式反応装置を試作するとともに、ベーマイトを例にプロセス変数が粒子特性に与える影響につ

いて実験的に明らかにした。溶解平衡に基づく解析から、原料溶液の被る温度変化に伴う溶解度変化

が粒子特性を決定する因子のひとつであることを明らかにした。達成度は 80％である。 

 

（ハ）エネルギー・物質変換技術の研究 

①超臨界水酸化反応によるエネルギー回収プロセスの開発 

(a)反応モデルの開発 

（評価時点における目標値もしくは目標） 

・固形炭素の超臨界水酸化プロセスを直接観察し、反応速度の依存性を確認。 

（達成度、判定理由・根拠） 

・固形炭素については、細孔のあるものについては温度 400－500℃、圧力 23－30MPa、酸素濃

度 1.4－9.7wt％、流量 0.5－5ml/min の条件での反応速度の依存性を定量化するともに、固

形炭素の超臨界水酸化反応への操作条件の依存性を把握した。これらのことから、中間目標

に対してはほぼ 100％達成できたと考えられる。 

(b)装置材料の開発 

（評価時点における目標値もしくは目標） 

・ 材料腐食評価試験用の設計・製作および、その試験装置を用いたイオウを含有する有機固体

の超臨界水酸化反応を想定した材料腐食評価。 

（達成度、判定理由・根拠） 

・材料試験体を装着する管型試験炉および槽型試験炉、加熱器、冷却器、背圧弁、試験液調整

タンク、廃液受タンクから構成される材料試験装置を設計・製作、イオウを含有する有機固体

の超臨界水酸化反応を想定した材料腐食評価として、温度 450℃、圧力 30MPa、硫酸濃度 2wt%

の模擬液を用いて、Fe 基合金、Ni 基合金、Ti 基合金について全面腐食試験・隙間腐食試験・

SCC 試験を行った。中間目標に対しては 80%程度達成できると考えられる。 

②超臨界水中水素化反応等による未利用重質資源の軽質化・クリーン化に関する開発 

(a)重質油転換プロセス 

（評価時点における目標値もしくは目標） 

・ 超臨界水中における重質油転換反応挙動の把握。 

・ 超臨界水中における重質油転換反応のプロセスデータの取得。 

（達成度、判定理由・根拠） 

 超臨界水中における重質油転換反応挙動を把握するために、ベンチスケールでの連続試験を行い、

超臨界水中における重質油転換反応を構成されると考えられる熱・加水分解反応、脱硫、脱金属反応、

ガス化反応挙動について検討を行った。その結果、熱・加水分解反応については高温、高圧で軽質化
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が進むこと、また、超臨界水の持つ再重合抑制効果によりコークス生成量が低減することを確認した。

さらに、触媒無しで脱硫が進むこと、脱金属についてはほぼ 100%で起こることを確認した。ガス化挙

動については高温になるに従って収率が増加すること、比較的低温である 550℃において水性ガス、

水性ガスシフト反応が起こっていること、ガス組成は水素を含む C1～C4 成分で構成されていること

が確認された。 

 以上の結果から、超臨界水中における重質油転換反応挙動を連続試験を通じて把握し、また基本と

なる反応について定量的なデータの取得が出来た。以上より、中間目標は達成することが出来たもの

と考える。 

(b)還元雰囲気下での材料腐食の評価 

（評価時点における目標値もしくは目標） 

・ 超臨界水還元性雰囲気下における腐食速度の把握。 

・ 超臨界水還元性雰囲気下における腐食メカニズムの解明。 

・ 適用材料の選定 

（達成度、判定理由・根拠） 

 バッチ式および流通式材料腐食試験装置を用いて、超臨界水還元性雰囲気下での各種試験材の腐食

試験を行い、腐食速度の把握および腐食メカニズムの解明を行うことができ、また材料選定の目処が

ついたことから、当初の目標を達成することができた。 

超臨界水還元性雰囲気下での材料腐食は、酸化性雰囲気と腐食形態が異なることが確認され、好ま

しい材料も異なることがわかった。還元性雰囲気では Cr と Mo のバランスが良好なハステロイＣ系と

MAT21 が好ましく、殆どの条件において材料選定の目安である腐食速度１mm/y 以下を満足することが

確認された。他の材料においても条件によっては良好な腐食状態であり、十分適用可能であることが

確認された。 

装置材料の選定においては、腐食速度および腐食形態の把握の他に、応力腐食割れの有無、強度評

価が重要と考えられ、今後これらに関する試験を行い、総合的な材料評価を行う予定である。 

③ プラスチック廃棄物の化学リサイクルプロセスの開発 

(a)変換反応技術 

（評価時点における目標値もしくは目標） 

・付加重合型プラスチックとしてのポリ塩化ビニルからの可塑剤の回収、脱塩素化を二段階で

行なう操作条件の策定。 

・ポリ塩化ビニルからの可塑剤、塩素を抽出した後のポリエンを超臨界水の反応溶媒として利

用した操作条件の策定。 

・縮重合型プラスチックとしてのポリカーボネートを超臨界水の反応溶媒としての加水分解し

て得られるビスフェノール Aに転換させる操作条件の策定 

b)達成度、判定理由・根拠 

 ポリ塩化ビニルからの可塑剤回収、塩素の除去を２段階で行い、共に 100%抽出できる操作条

件が確立できた。ミクロ流通式超臨界水反応装置を構築して、不溶性であるポリエンを超臨界
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水で処理したときの反応条件と生成物について基礎的なデータを得た。また、同様にして、ポ

リカーボネートをビスフェノール A として回収を行い、亜臨界域で収率が増加することを確認

した。これらの点から評価時までの達成度は 70%程度と考えられる。 

(b)高圧供給系の構築 

（評価時点における目標値もしくは目標） 

・往復動ポンプを用いたスラリー供給装置を設計・製作する。 

・水－プラスチック（粒径分布 100～250μm）スラリーを吐出圧力 35ＭPa まで昇圧させた時の、スラ

リー濃度変化による吐出流量の変化を明らかにし、その限界を把握する。 

・スラリーの送液効率を評価するため、スラリー濃度 20wt％における容積効率を確認する。 

（達成度、判定理由・根拠） 

プラスチック粒径分布 100～250μm のものを水と混合し、スラリー用に改造した往復動ポンプを用い、

吐出圧力 35ＭPa まで昇圧させ、スラリー濃度 0wt％から 33wt％まで段階的に変化させた時に連続的

に供給が可能である事が確認でき、かつ、スラリー濃度 20wt.％における容積効率が約 67％と大幅に

50％を超える容積効率が確保できた。このようなことから、目標を 90％程度達成したといえる。 

 今後スラリーの比重、粒径をパラメータにする事や、ポンプ逆止弁部のクリアランスを変更する事

による流量の変化や、配管抵抗の変化、流速による沈降影響を確認していく。 

 

（２）基礎基盤技術の開発 

①超臨界流体のミクロ溶媒特性の解明 

 (評価時点における目標値もしくは目標) 

 in-situ 高圧分光測定セルの開発を行い、超臨界水の触媒機能の発現機構を解明する。また in-

situ 分光測定法により超臨界流体中での化学反応過程の追跡と反応活性種を同定する手法を確立する。 

 (達成度、判定理由・根拠) 

 部品点数が少なく、高感度の流通式 NMR 高圧セルを開発した。試料流体は内管内部を通過し、セル

の底部で折り返し、観測領域における内管の形状をコイル中心で点対称とすることで、磁場の均一性

を低下させず、（～0.007ppm）の高分解能スペクトルが得られた。 

 また、高温高圧赤外分光システムを用い、超臨界水の構造を調べた所、観察された 4 種の振動のな

かで、ダイマーの OH 伸縮振動と変角振動の変化から臨界点付近では、変角振動が失われたダイマー

の化学種が生成し、ダイマーから H3O
+と OH-への解離していると推察された。 

 超臨界アルコール中での各種有機合成反応において、無触媒でもアルコール自身が反応の活性種と

して機能する場合と金属の触媒的な効果が必要な場合があることが判明し、各寄与を分離して評価す

ることが可能になった。また、超臨界アルコール中での活性種についても、ダイマーに由来する可能

性が強いことが判明した。これらの知見は、今後、反応条件の 適化と機構解明を進めていく過程で

必要な情報となるものである。以上の結果から、中間目標はほぼ達成している。 

②超臨界流体のマクロ特性の解析 

（評価時点における目標値もしくは目標）  
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 超臨界水の高圧相平衡測定装置の製作と測定手法の確立、ならびにそれを用いてデータを測定・解

析する。超臨界流体混合系推算法の精度評価する。超臨界流体‐高分子系の膨潤度測定、溶解度熱物

性並びに界面張力の測定装置や測定方法を開発する。金属化合物の溶解度測定装置の構築および解析

を行う。 

（達成度、判定理由・根拠） 

 超臨界水と高沸点有機化合物２成分系の高圧相平衡については、400℃以上までの高温高圧領域で

内部相挙動を観察しながら２相組成を流通式分析で決定する装置・測定法を開発した。また、汎用性

の高い van der Waals 型状態方程式に指数型混合速を適用することで，実用精度での推算が行える状

態になっている。また、可視化セルを用いて、超臨界二酸化炭素中の高分子の溶解度を測定している。

さらに、超臨界二酸化炭素中での高分子材料の熱挙動の解析に成功している。独自の膨潤度測定法と

装置を開発し、正確な溶解度・膨潤度データを蓄積していく段階にきた。 超臨界二酸化炭素‐高分

子の粘性特性，界面張力の測定に関して、粘性測定については測定が可能となり、一方，界面張力測

定装置の設計を終えて製作に入った。可視セルと流通型装置を組み合わせた溶解度および相平衡測定

装置を構築し、アセチルアセトナト、アルコキシド等代表的な化合物について溶解度や相平衡の評価

を行った。この装置は種々の金属化合物について汎用可能であり、金属種、化学種による溶解挙動の

差異が明確になっている。また，超臨界水中への NaCl、KCl 塩の溶解度測定装置も製作終了し、デー

タが蓄積されつつある。以上の点から測定装置の作成及び測定方法は確立されており、 終目標であ

るプロセス開発に向けて基礎基盤に関わるマクロ特性の知見を集積する体制は整っており、中間目標

は概ね達成できているものと判断する。 

③高圧ガス供給システムの安全技術 

 (評価時点における目標値もしくは目標) 

 超臨界流体技術に関連した高圧ガス供給技術､特に危険な酸素について内外のデータを調査し、問

題点や課題を検討する。その調査結果を考慮して発火試験装置、粒子衝撃試験装置、断熱圧縮試験装

置等の試験装置を設計・開発し、高温酸素雰囲気中での有機材料の発火試験等を行う。 

 (達成度、判定理由・根拠) 

高圧酸素供給装置、高圧酸素供給装置と発火試験装置を設計・製作し、有機材料の発火試験を行っ

たところ、圧力が高いほど発火温度が低下する傾向を認めた。また内外の高圧酸素供給技術について

安全技術調査を実施し、法規・基準ならびに安全技術に対する報告書を作成した。現時点での達成度

は 80%程度と考える。 

  

2.3 成果のレベル 

（１）超臨界流体プロセスの技術開発 

（イ）有機合成プロセス技術の研究 

①超臨界二酸化炭素反応場を利用した水素化反応技術（産総研超臨界流体 RC 集中研／東工大／産総

研超臨界流体 RC） 

 これまで、超臨界流体中での芳香族アミン化合物の核水素化反応に関しては、超臨界エタンやプロ
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パン中での報告例はあるものの、超臨界二酸化炭素中での反応は、二酸化炭素の触媒毒性などの理由

でこれまで実現されていなかった。また、超臨界二酸化炭素―水二相反応系については、反応系が酸

性化して均質触媒構造の崩壊が起きるなどの理由によりこれまでほとんど報告例がない。今回得た超

臨界二酸化炭素―水二相系の反応システムは環境負荷が小さく、触媒の分離回収が容易であり、かつ

超臨界二酸化炭素の分離抽出能力を利用した高選択的核水素化反応の開発が期待される。今後、種々

の芳香族化合物への適用によって包括的な核水素化技術となり、その波及効果は大きいことが予測さ

れる。 

 香水、医薬品などに用いられる芳香を有する種々のファインケミカルズを製造するにはα,β-不飽

和アルデヒドの選択的水素化反応によってα,β-不飽和アルコールを合成する効率的なプロセス開発

が重要であり、要望されている。しかしながら､通常は C=C 不飽和二重結合の方が、C=O 二重結合より

水素化され易く､α,β-不飽和アルコールを合成するのは困難である。そのため、α,β-不飽和アル

コールを選択的に合成するために多くの研究が実施されてきているが、担持白金触媒を用いた場合、

転化率：40.3%、選択率：92.6%及び収率：37.3%であった。本研究では、シンナムアルデヒドの水素化

反応によるα,β-不飽和アルコールの合成を検討し、超臨界二酸化炭素―液系２相反応システムで、

α,β-不飽和アルコールの選択率が向上して、C=O 二重結合の水素化反応が選択的に起きることを見

出した（転化率：58.0%％、α,β-不飽和アルコールの選択率：98.0%､収率：56.8%）。この結果は現状

では一番良いデータであり、世界的にも 先端のレベルと言える。 

②超臨界二酸化炭素を基質とする有機合成技術（産総研物質プロセス RI／産総研超臨界流体 RC） 

固体触媒候補として新たに見いだした希土類酸化塩化物(SmOCl)は、Al-Mg-O や MgO 等の従来提案さ

れていた固体触媒に比べて活性、選択性共に大幅に優れており、世界的に見てトップレベルの成果と

言える。また、フルオロアルキル基を有するホスホニウム塩を用いることにより、超臨界二酸化炭素

相に均一系触媒を保持し、生成物を反応分離させるタイプのプロセスを世界で初めて開発した。 

一方､ウレタン化合物である 2-オキサゾリジノン化合物の合成方法は、様々な方法があるが、ホス

ゲンや炭酸エステルを用いる方法が多く、二酸化炭素とアミノアルコールからオキサゾリジノンを合

成する方法の報告例は少ない。そこで、ジシクロヘキシルカルボジイミド（DCC）を用い、安価な原

料であるアミノアルコールから 2-オキサゾリジノンの合成技術を開発した。即ち、助溶媒を使用しな

いで、2-メチル-2-アミノアルコールから 40℃及び 12 時間で 4-メチル-2-オキサゾリジノンを収率

91.4%で合成した。これは、従来報告されてきた四塩化炭素、アミン、ホスフィンを用いた合成方法

に比べて、操作条件や収率の点でも優れている。この様に温和な条件で､二酸化炭素を固定したウレ

タン化合物を合成できたのは今後プロセス開発にとって有利と考えられる。 

③超臨界メタノールを利用した芳香族化合物合成技術（産総研超臨界流体 RC 集中研／東工大／東工

大／静岡大） 

2,6-ジメチルナフタレンは、BP-Amoco 社により o-キシレン・ブタジエン法で製造されているが製

造工程が複雑であり、近年ナフタレンを出発物質とする直接メチル化法の開発が求められている。神

戸製鋼所・モービルが共同で低コスト製造プロセスを開発中であるが、実際の製造プロセスには採用

されていない。実用化のためには、位置選択性だけではなく、触媒寿命や転化率等のバランスに優れ、
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トータルコストダウンが可能であることが重要である。これまでの本研究結果から超臨界メタノール

を用いることにより、2,6-体/2,7-体の生成比が従来の気相メチル化技術データより格段に値が向上

し、且つ触媒を長寿命化できることを見出している。 

④超臨界メタノール反応場を利用したメチル化反応技術（産総研超臨界流体 RC 集中研／東工大） 

 2-アミノエタノールの N-メチル化反応では同一触媒を用いた場合、超臨界条件と気相条件では反応

経路が異なっていることを明らかにし、超臨界法によって二官能性アミン類の選択的 N-メチル化反応

技術を開発した。また、同一の反応システムを利用して、長鎖アミノアルコール類やエチレンジアミ

ンのような他の二官能性アミン類に対する N-メチル化技術の適用性を明らかにできた。これらの結果

は同一プラント（固定床流通式反応器）を使用することによって、多種の製品を目的に応じて簡便に

製造できる、超臨界メタノール利用メチル化反応システムが構築できることを示唆していて、プロセ

ス開発には有利である。 

 メタクレゾールのオルト位ジメチル化反応の検討に関しては鉄バナジウム系触媒存在下、超臨界メ

タノールを用いてメタクレゾール転化率 94%、モノメチル体とジメチル体の合計選択率 98%及びオルト

位ジメチル化生成物のワンパスでの収率は 37%を達成している。またこの反応によりメタノールの分

解抑制と触媒寿命の改善ができて、超臨界メタノール反応場の優位性を明らかとした。 

⑤超臨界水反応場を利用した水和反応技術（産総研超臨界流体 RC 集中研） 

 超臨界水でのオレフィン水和反応を見いだしたのは初めてのデータである。また目的のアルコール

だけでなく二量化物も得られ、水単独で酸触媒機能を果たしていることが判った。超臨界水を溶媒と

した水和反応技術への適用可能性が期待できる。 

⑥超臨界水を反応場とする物質合成技術（産総研超臨界流体 RC） 

 超臨界水中で無触媒でも酸、塩基触媒反応が進行する事実を世界で初めて見い出しているので、そ

の成果のレベルは高い。通常の実用化に対しては、選択性だけではなく、触媒寿命や転化率等のバラ

ンスに優れ、トータルコストダウンが可能であることが重要である。超臨界水プロセスでは、固体触

媒を使用しないことから触媒活性の長寿命化を図る必要がないなどその利点は大きい。実用化にあ

たっては特に超臨界水反応場に適合した反応を探索していくことが重要と考えられる。また、超臨界

水の触媒機能と反応性の関係を分子レベルで明らかにすることが今後の課題である。 

 

（ロ）材料プロセッシング技術の研究 

①熱可塑性高分子の超微細発泡成形技術の開発（産総研超臨界流体 RC 集中研／環境調和技術 RI／東

北大） 

連続式微小気泡挙動解析装置が完成すると、発泡挙動はもちろん、高分子と超臨界流体との相互作

用が明らかになると考えられ、世界有数の連続プロセスでの実験設備になる。また、発泡挙動の可視

化解析設備は、研究を開始した時点では世界初の実験設備であり、今まで、発泡体を見て発泡状況を

類推するしかなかったブラックボックスだった発泡挙動が動画に記録できたことは、可視化研究にお

いても画期的な成果である。微小気泡挙動解析装置や発泡挙動の可視化解析で得られた成果を実プロ

セスに如何に展開できるかが実用化までの課題となる。 
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②無機/有機高分子複合材料の創製技術の開発（産総研超臨界流体 RC 集中研／高温高圧研） 

有機高分子材料に新たな機能を付与する目的で、超臨界流体注入法を用いてナノメーターオーダー

の金属や金属酸化物の微粒子を有機高分子に分散させるための操作条件を、数種類の金属について明

らかにした。目的とする機能に必要な微粒子分散層を形成するための微粒子分散複合化技術として確

立するためには、二酸化炭素、有機高分子材料、金属の前駆体、補助溶媒（エントレーナ）の各成分

間の相互作用に基づいた微粒子分散機構の解明が必要である。 

③急速膨張法による無機材料の創製技術の開発（産総研超臨界流体 RC 集中研／高温高圧研） 

 二酸化炭素を用いた超臨界急速膨張法による無機材料の製膜に関しては過去にほとんど例がなく、

原料であるアルコキシドの溶解性や製膜性、製膜プロセスについての基礎データが得られたことは、

今後の研究開発、および実用化に有用である。特に溶解性などのデータは、急速膨張法だけでなく、

超臨界流体を利用した技術全般に適用可能である。また、超臨界急速膨張法によるパターニングとい

う全く新規の応用が提示できたことは、材料のパターニングという極めて広範囲に適用可能な技術分

野に新しい可能性を付加するものと言える。実用化に向けては、材料の複合化、より微細なピッチで

のパターニングのための膜質、膜厚の制御、等が必要である。 

④超臨界水反応場を利用した無機微粒子の合成技術の開発（産総研超臨界流体RC） 

超臨界状態を含む高温高圧反応場での無機材料の連続合成を検討するため、流通式高温高圧合成装

置を試作し、酸化アルミニウム系におけるプロセス変数と粒子特性との基本的な関係を把握した。ま

た、溶解平衡論から、原料溶液の被る温度履歴によって決まる溶解度の変化が粒子特性を支配する因

子のひとつであることを明確化できた。 

他の微粒子合成手法と比較して、ひとつの装置を使いプロセス変数を変えることで、ミクロンから

ナノサイズまでの粒子径の制御が可能となる。各金属の溶解平衡および反応速度を知れば、原理的に

はすべての金属酸化物に対して適用可能な汎用性の高い微粒子製造技術である。 

 

（ハ）エネルギー・物質変換技術の研究 

①超臨界水酸化反応によるエネルギー回収プロセスの開発 

(a)反応工学モデルの開発（産総研超臨界流体 RC 集中研／東京大） 

 超臨界水への溶解を考慮せずに済む固形炭素の超臨界水酸化反応を直接観察し、その反応への依存

性を確認した。反応工学モデルの確立のためには超臨界水中への溶解が考えられる有機固形物の超臨

界水酸化反応の依存性を調査することが必要であり、また高圧スラリー供給等の他の要素技術との連

携が必要であろう。反応工学モデル開発後においては、褐炭などの低品位炭素からエネルギーを取り

出す超臨界水中燃焼発電プロセスや焼却処理に代わるクリーンな廃棄物処理プロセスにおけるプロセ

ス設計の 適化への適用が期待される。 

(b)装置材料の選定（産総研超臨界流体 RC 集中研） 

 これまでの結果に、超臨界水酸化条件の変化が材料の腐食挙動に極めて大きな影響を与えているこ

とが確認できている。本研究で構築した腐食試験装置の一つは流通式の管型試験炉であることから、

使用環境に類似したデータの取得が可能であり、従来の回分式での腐食データとの違い等がどのよう
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に現れるか興味深い。 

②超臨界水中水素化反応等による未利用重質資源の軽質化・クリーン化に関する開発 

（産総研超臨界流体 RC 集中研） 

(a)重質油転換プロセス 

 天然タール等の未利用重質油の埋蔵量は現在用いられている原油の数倍とも言われている。また原

油自体も高イオウ化、重質化が進んでおり、石油製品は原油の品質により決定される連産品であるた

め、今後は製品重油が供給過剰になり、逆に需要が高い中間留分（灯油、軽油、ジェット燃料）の不

足が懸念されている。これらのエネルギー事情から、今後は未利用重質油や製品重油等の有効利用が

必要不可欠とされている。しかしながら、これらを有効利用するための対環境性に優れたプロセスは

存在していないのが現状である。本研究により、溶媒として水を用いるのみで重質油を 80%以上軽質

化し、脱硫、脱金属出来ることを確認した。また、ガス化反応においては 550℃においても水性ガス、

水性ガスシフト反応が起こることから水素製造プロセスの構築も示唆された。以上より、環境に対す

る負荷を与えずに未利用重質油、製品重油から石油軽質製品を安定供給できるプロセスの提示を行う

ことが可能となった。 

(b)還元雰囲気下での材料腐食の評価 

 超臨界水還元性雰囲気を形成する超臨界流体技術としては、未利用資源の資源化、有機物の

合成が考えられる。具体的には、未利用重質油の有効利用、廃プラスチックの有効利用、アル

コール合成等が挙げられる。原料に Cl-,S2-物質を含む場合、低 pH 環境および亜臨界、高温環

境においては材料腐食が懸念される。超臨界水還元性雰囲気における腐食速度の把握および腐

食形態の把握を行うことにより、これらの技術に適用可能な材料の提示を行うことが可能であ

る。 

③プラスチック廃棄物の化学リサイクルプロセスの開発 

(a)変換反応技術（産総研超臨界流体 RC 集中研／東北大） 

 ポリ塩化ビニルからの可塑剤回収、塩素の抽出が 100％達成され、ポリエンに変換できた。

流通式超臨界水反応装置を用いて、ポリエンを芳香族化合物に、ポリカーボネートをビスフェ

ノール A にできたことにより、一貫したプロセスでのプラスチックの化学リサイクルの基礎的

なデータが得られたが、反応条件を生成物の関係を定量的に評価することが必要である。 

(b)高圧供給系の構築（産総研超臨界流体 RC 集中研） 

プラスチック廃棄物を化学プロセスにより連続して処理するにあたり、水と共にスラリー状で水の臨界圧力

以上の圧力場へ連続かつ安定して供給する装置設計技術の確立は避けては通れないものである。これまでに工

業的に汎用性のある往復動ポンプにて超臨界反応場へのスラリー供給の可能性の目処が立った。今後スラリー

の比重、粒径をパラメータにする事や、ポンプ逆止弁部のクリアランスを変更する事による流量の変化や、配

管抵抗の変化、流速による沈降影響を確認し、汎用性の高いスラリー供給技術を確立する必要があると思われ

る。また超臨界プロセス他でのスラリーの高圧供給手段としても期待が持てる。 

 

（２）基礎基盤技術の開発 
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①超臨界流体のミクロ溶媒特性の解明（産総研超臨界流体 RC／産総研環境調和技術 RI） 

高感度の高圧 NMR 測定セルを開発したことによって超臨界二酸化炭素中で反応を加速する極性物質

などの存在形態などが明らかとなり、あるいは溶媒と基質の関係が明確になり、有機合成プロセスの

構築に寄与することが可能となる。また、超臨界水の酸・塩基触媒機能の発現機構が明らかとなった

ことにより、超臨界水中での有機合成反応探索やプロセス構築に指針を与える。 

 超臨界メタノールは、通常とは異なる高温・高圧条件であるとともに、反応物・活性化剤・溶媒と

して、多様な役割を持つ流体である。超臨界メタノール中の有機合成反応におけるメタノールの反応

性に関する研究は検討された例が少なく、特に管壁の触媒効果については明確な評価が皆無であった。

石英高圧容器を用いて、これらの寄与を分離して解析したことは、今後の反応の効率化や反応の 適

条件を設定するのに有用である。 

②超臨界流体のマクロ特性の解析（産総研超臨界流体 RC 集中研／産総研環境調和技術 RI／東北大／

九州大／近畿大／高温高圧研） 

 本研究で開発・導入した高圧熱量計は測定温度範囲が液体窒素温度～500℃、圧力が 30MPa までの高

圧で高分子材料の熱物性値を測定することが可能となった。本装置は世界的に見ても他に例はなく、

今後超臨界二酸化炭素を用いたプロセスの設計・開発に貢献できる。また、超臨界二酸化炭素と高分

子材料の相互作用に関するデータベースができれば、高分子材料の製造プロセスに対して超臨界二酸

化炭素の適用が可能であるか探索することができ、本プロジェクト以外の研究者に対しても有用な情

報を与えることができる。 

③高圧ガス供給システムの安全技術(産総研超臨界流体 RC 集中研） 

 高温高圧での酸素の安全かつ経済的な供給システムが可能になれば、空気での供給システムに比べ

エネルギーの低減が計れる。また、超臨界条件下での高圧ガスの取り扱いに関する設計基準が整い、

公の機関での設計指針として認知されれば、超臨界条件下での高圧ガス取り扱いにおける安全性と経

済性の向上が図れ超臨界利用技術の促進に役立つ。 

 

2.4 個別研究開発項目に関する成果  

2.4.1 成果概要一覧 

 表Ⅲ－２、表Ⅲ－３、表Ⅲ－４、表Ⅲ－５にまとめた。 

 

2.4.2 個別研究開発項目のアロー図 

  添付資料２に示した。 
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表Ⅲ－２ 有機合成プロセス技術における目標と成果の概要 
     技術 終目標 中間目標 これまでの主な成果 

①超臨界二酸化炭素

反応場を利用した水

素化反応技術 

 

・様々な芳香族化合物、特にメチレ

ンジアニリンについて産業上有用な

高効率核水素化反応技術を開発す

る。核水素化反応では転化率 95%、

反応選択率：ジシクロヘキシルメタ

ンジアミンの選択率：90%、及び

cis-cis 体選択率 70%を目標とす

る。 

・不飽和アルコールの収率 80%、選

択率 99% 

超臨界二酸化炭素中での水素化反応に

有効な反応システムを開発する。 

・アニリンの核水素化反応で転化率：

90%及び選択率 80% 

 

 

 

 

・不飽和アルコールの収率 37%、選択率

93% 

・超臨界二酸化炭素中でのアニリンの核水素化反応に関し

て、(C6H6)2Ru2Cl4―H2O 触媒系に水を添加することによって

本反応に有効なシステムを構築した。超臨界二酸化炭素中

での芳香族アミン化合物の核水素化反応はこれまで例がな

い。現時点で得られた結果は転化率：74%及びシクロヘキシ

ルアミン収率 58%、シクロヘキシルアミン選択率 78%であっ

た。 

 

・シンナムアルデヒドから極性溶媒未使用で、転化率：

58%、選択率：98%及び収率：57%で不飽和アルコールを合成

した。Ru 触媒を用い、液―超臨界流体の２相系となってい

た。 

②超臨界二酸化炭素

を基質とする有機合

成技術 

 

・環状炭酸エステルの高効率合成技

術の確立 

固体触媒（流通系）：転化率 50％、

選択率：95％ 

錯体触媒：転化率 99％、選択率：

99％ 

 

・ウレタン化合物の高効率合成技術

の確立 

40℃及び 6 時間の 2-オキサゾリジ

ノン合成で収率 90% 

・環状炭酸エステル合成 

固体触媒（流通系）：転化率 25％、選択

率：80％ 

錯体触媒：転化率 95％、選択率：95％ 

 

 

 

・ウレタン化合物合成 

40℃及び 12 時間の 2-オキサゾリジノン

合成で収率 67% 

・環状炭酸エステル合成 

固体触媒として希土類の酸化塩化物(SmOCl)が高い触媒活性

を有することを見いだした。流通系で転化率 20％、選択

率：80％ 

均一系触媒としてフルオロアルキル基を有するホスホニウ

ム塩が目的の反応に高い活性を有することを見いだした。

転化率 95％、選択率：97％ 

・ウレタン化合物合成 

脱水縮合剤を用いることで、 

2-メチル-2-アルコールから 40 び１２時間で 4-ルー２－オ

キサゾリジノンを収率 91%で合成した。 

③超臨界メタノール

を利用した芳香族化

合物合成技術 

 

超臨界メタノールプロセスを開発す

る。 

2,6-ジメチルナフタレンの合成反応

に関しては、高温のメチル化反応に

耐える、寿命の長い触媒系を開発

し、転化率 30%、全ジメチルナフタ

レン中の 2,6-体比率 65%、2,6-体

/2,7-体の生成比 2.6 を目標とす

る。 

超臨界メタノールによるゼオライト触

媒を利用した 2,6-ジメチルナフタレン

の合成反応を実施する。神戸製鋼所・

モービルが共同で開発中のナフタレン

を出発物質とする気相反応による 2,6-

DMN 合成法のデータである、転化率

13％、全ジメチルナフタレン中の 2,6-

体比率 12％、2,6-体/2,7-体の生成比

1.4 を当面の具体的な目標とする。 

超臨界メタノールによるゼオライト触媒を利用した 2,6-ジ

メチルナフタレンの合成反応を実施し、超臨界反応に適し

た触媒選択に対する方向性と、反応温度・反応圧力の効果

等の知見を得た。現時点での転化率 24％、全ジメチルナフ

タレン中の 2,6-体比率 37%、及び 2,6-体/2,7-体の生成比

2.1 であった。 
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④超臨界メタノール

反応場を利用したメ

チル化反応技術 

 

様々な二官能性アミン化合物の N-

アルキル化反応への一般化を図り、

産業上有用な多官能アルキルアミン

化合物の製造技術を確立する。

300℃で転化率：100%及びワンパス

反応でのジメチル化生成物の収率

90%を目指す。 

更に、副生物が生成しない高効率な

芳香族化合物のアルキル化反応技術

の確立を図る。想定プロセスは

300℃～350℃で、メタノール収支

100%、触媒寿命 200 時間以上、転化

率 100%及びワンパス反応でのオル

ト位ジメチル化生成物の収率 65%を

目指す。 

固定床流通式反応装置を用いて 2-アミ

ノエタノールの N,N-ジメチル化反応に

おける反応条件の 適化検討する。

300℃で転化率：70%、メチル化生成物

の選択率 90%及びワンパス反応でのジメ

チル化生成物の収率 40%を目指す。 

メタクレゾールのオルト位ジメチル化

反応に有効な触媒探索の検討を行う。

350%℃で転化率：80%、オルト位メチル

化生成物の選択率 90%、ワンパス反応で

のジメチル化生成物の収率 40%を目指

す。 

固体酸塩基両機能性触媒（Cs-P-SiO2）存在下に超臨界メタ

ノール中で 2-アミノエタノールを反応させた結果、300℃

で転化率 88%、モノメチル体とジメチル体の合計選択率 94%

及びワンパスでのジメチル化生成物収率 35%であった。二

官能性アミンの選択的 N-アルキル化反応に関する当初の目

標はほぼ達成したと言える。 

 一方メタクレゾールのオルトアルキル化反応に関して

は、鉄バナジウム系触媒存在下、超臨界メタノールを用い

てメタクレゾール転化率 94%、モノメチル体とジメチル体

の合計選択率 98%及びメタノール収支(97.4%)と触媒寿命の

大幅な改善が見られた。この時ワンパスでのオルト位ジメ

チル化収率は 37%であった。気相条件では触媒活性が経時

的に劣化して、反応開始後 7.5 時間経過後も劣化が進行し

続ける一方で、超臨界条件では、反応開始後 3 時間程度で

安定化することを見出した。 

 

⑤超臨界水反応場を

利用した水和反応技 

 

 

既存プロセス代替を想定した超臨界

水を利用した水和反応技術を開発す

る。 

具体的にはプロピレンからイソプロ

パノールの転化率 40%を目指す。 

超臨界水反応場においてモデルとして

ヘキセンを用いたオレフィン水和反応

技術を検証する。また流通法によりプ

ロピレンからイソプロパノールの転化

率 20%を目指す。そのための高圧ガス対

応の超臨界有機合成試験装置を作成す

る。 

超臨界水中でヘキセン水和反応を無触媒で達成し、主生成

物収率および副反応生成物収率の制御因子の把握を行うこ

とで技術蓄積ができた。 

高圧ガス対応の超臨界有機合成試験装置の設計・開発がや

や遅れており、プロピレンからイソプロパノールの実験に

着手したところである。バッチ式反応では収率 10%が得ら

れた。 

⑥超臨界水を反応場

とする物質合成技術 

 

探索した２０例程度の有機合成反応

の内、有望なは反応について機合成

プロセスを構築し、基本特許を確立

する。 

 

超臨界水の酸・塩基触媒機能及び高

温・高圧反応場であるという特異特性

に適合する有機合成反応を探索し、そ

の反応過程を５例程度解明する。超臨

界水中では反応が１秒以下の高速で進

展する場合があり、それに対応可能な

超臨界水有機合成反応に適した実験室

規模の反応装置を開発する。 

 

５秒以下の短時間で所定の目標温度に昇温可能な流通式超

臨界水反応装置を開発した。これを用いて超臨界水反応場

を利用したモデル反応に適用し、無触媒下で有機反応が

0.1 秒～10 秒の短時間で進展することを確認した。蛋白質

からのアミノ酸への分解反応、アミノ酸からペプチドへの

反応、ピナコール転位反応、ベンズアルデヒドの不均化反

応、ラクタム合成等に成功した。例えば、超臨界水による

ピナコール転位反応、不均化反応では、無触媒下でも、と

りわけ臨界点付近でその反応性が特異的に増加することが

確認できた。 
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表Ⅲ－３  材料プロセッシング技術における目標と成果の概要 

 

技術 終目標 中間目標 成果の概要 

①熱可塑性高分子の超

微細発泡成形技術の開

発 

・微細発泡体を得るための制御手

法および 適な成形加工プロセス

を明らかにし、ポリプロピレン製

発泡シートの気泡径 1～10μm 程

度、発泡倍率 5倍を達成する。 

・発泡径を制御するための因子を明ら

かにし、ポリプロピレン製発泡シート

の気泡径 10μm 程度を達成。 

・連続式微小気泡挙動解析装置の構築。 

・発泡を微小化する基本因子（温度、減圧速度）を明確化

し、回分式で気泡径 10μm を達成。 

・CO2と N2の混合により発泡倍率を制御可能なことを確認。 

 

②無機/有機高分子複

合材料の創製技術の開

発 

・微粒子の粒子径や分散状態と機能

性との相関を明らかにし、機能性無

機/有機高分子複合体の創製の基盤

技術を確立する。 

・超臨界注入法による有機高分子材料

中の金属酸化物や金属の微粒子分散形

態と操作因子（条件）との関係を明確

化する。 

・PMMA-Ti、PMMA-Ag の系について、注入される微粒子の平

均径、分散密度、分散層の形成深さと操作因子(温度、圧力

等)の影響、およびエントレーナ効果を確認した。 

・PMMA-Ag 系で、平均径 6nm、深さ約 1μm、体積充填率

1%(重量含有率 8%)の Ag 粒子分散層の形成に成功。 

 

 

③急速膨張法による無

機材料の創製技術の開

発 

・二酸化炭素を媒質とした超臨界

急速膨張法による材料創製の基盤

データを蓄積し、同手法を、パ

ターン化材料等を作製する技術と

して確立する。 

・超臨界二酸化炭素／金属アルコキシ

ド系における各種原料アルコキシドの

適用性、および超臨界急速膨張法の基

本特性の明確化と、パターニングの実

証。 

・性状の異なる数種の金属アルコキシドの超臨界二酸化炭

素への溶解度を測定。それらの超臨界二酸化炭素急速膨張

法による高速、厚膜製膜(0.1μm/min)に成功。 

・急速膨張法による製膜時の、噴射粒径や膜の付着、固化

過程を解明。 

・50μm ピッチのパターニングを実証。 

 

 

④超臨界水反応場を利

用した無機微粒子の合

成技術の開発 

・微粒子の粒子径や形態と機能性

との相関を明らかにし、機能性無

機微粒子の創製の基盤技術を確立

する。 

・金属酸化物微粒子の粒子径・分布・

形態と合成条件との関係を明確化し、

微粒子生成機構の知見を得る。 

・流通式水熱合成装置において、粒子径、分布は原料水溶

液が超臨界場に到達するまでの溶解度変化に依存すること

を明らかにした。 

・微粒子化により、触媒活性が向上することを確認。 
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表Ⅲ－４ エネルギー・物質変換技術における目標と成果の概要 

 

個別要素技術 終目標 中間目標 成果の概要 

①超臨界水酸化反応

によるエネルギー回

収プロセスの開発 

(a)反応工学モデルの

開発 

・超臨界水酸化プロセスの反応容

器の設計、解析に適用できる、反

応モデルと流動モデルを結合した

シミュレーションモデルの確立。

・固形炭素の超臨界水酸化反応に対す

る観測方法の構築。 

・反応速度と操作条件および環境条件

の関係を明らかにし、基礎的シミュ

レーションを行う。 

・in situ の反応場観測装置およびラマンを用いた流動状態観

測装置を構築した。 

・超臨界水中の酸化反応がガス境膜内拡散律速であることを

明らかにできた。・反応速度と操作条件および環境条件の関係

を明らかにし、基礎的シミュレーションを行った。 

(b)装置材料の選定 ・超臨界水酸化雰囲気下で使用す

る反応器材料の選定・開発に利用

する。 

・硫黄を含有する有機固体の分解を想

定した超臨界水酸化雰囲気での材料腐

食を把握する。 

・超臨界水酸化条件の変化が材料の腐食挙動に極めて大きな

影響を与えていることを確認。 

(a)重質資源の軽質

化・クリーン化に関

する開発 

(I)重質油の転換プロ

セス 

・重質油転換反応の反応メカニズ

ムを解明する。このプロセスの設

計手法の開発と、経済的条件の把

握及び格子となる要素技術を確立

する。 

・ベンチスケールでの試験装置を設

計・製作する。 

・重質油転換反応の反応挙動を把握す

るとともにプロセスデータの取得を行

う。 

・重質油から、硫黄が 1000ppm 程度で重金属フリーの軽質油

や軽質ガスを 80%以上の収率で得た。 

・超臨界水の再重合抑制効果により副生成物であるコークス

の生成量を大幅に低減することができた。 

(b)還元雰囲気下での

材料評価 

・未利用資源の有効利用を想定し

た模擬環境下での腐食速度の把

握、応力腐食割れ感受性および材

料強度の把握を行い、装置材料の

選定および寿命評価を行う。 

・超臨界水還元性雰囲気下において有

望と考えられる材料を選定し、それら

の腐食速度を把握し、腐食メカニズム

を解明する。 

・超臨界水還元性雰囲気下では Cr と Mo のバランスが良好な

ハステロイ C 系と MAT21 が好ましく、殆どの条件において材

料選定の目安である腐食速度１mm/y 以下を満足することが確

認された。 

③プラスチック廃棄

物の化学リサイクル

プロセスの開発 

(a)変換反応技術 

 

・反応の 適化を行い、超臨界プ

ロセスの反応容器の設計、解析に

適用する。 

・プラスチックを連続的に供給し

超臨界反応での生成物を連続的に

取り出す一貫した超臨界処理法を

確立する。 

・ポリ塩化ビニルからの可塑剤、塩素

を２段階で除去し、ポリエンを得る条

件の確立。 

・流通式超臨界水反応装置を構築し、

ポリエンおよびポリカーボネートの有

用物質変換に関する反応条件と生成物

の関係を把握する。 

・苛性ソーダ溶液によりポリ塩化ビニルから 250℃で可塑剤

回収が、350℃で塩素除去が共に 100%できることを確認し

た。 

・ミクロ流通式超臨界水反応装置を用いて、ポリエンおよび

ポリカーボネートを超臨界水中で反応させ、芳香族化合物、

ビスフェノール Aに変換できることを確認した。 

(b)高圧供給系の構築 ・スラリーの移送に適したポン

プ、配管設計方法を確立し、粉砕

されたプラスチック廃棄物を水と

共にスラリー状で超臨界反応場へ

供給できるシステムを構築する。

・往復動ポンプによるスラリー送液ポ

ンプを設計・製作し、水－プラスチッ

クスラリーの送液における昇圧範囲や

スラリー濃度と吐出流量の関係や容積

効率変化を確認する。 

・水－プラスチック（プラスチック粒径分布 100～250μm）

スラリーを、吐出圧力 35ＭPa で、スラリー濃度 33wt%までの

供給が可能である事を確認した。 

・スラリー濃度 20wt%における容積効率が約 67%と大幅に 50%

を超える容積効率が確保できた。 
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表Ⅲ－５  基礎基盤技術における目標と成果の概要 

技術 終目標 中間目標 これまでの主な成果 

①超臨界流体のミク

ロ溶媒特性の解明 

 

・超臨界流体中のミクロ溶媒特性

の解明及びそのデータベース化 

・測定セルの開発及び超臨界水の触媒

機能発現機構の解明 

 

 

 

 

・超臨界アルコールを用いた高選択的

有機合成反応機構の解明のための手法

の確立 

 

・ 高感度の高圧ＮＭＲ測定セルを開発した。 

・ FTIR in-situ 測定法により超臨界水の酸・塩基触 

媒機能の発現機構を解明した 

・高圧ＮＭＲin-situ 測定法により超臨界二酸化炭素中の水

等極性分子の存在形態を解明。 

 

・ 超臨界アルコール中の有機合成反応において、ア 

ルコール自身が反応の活性種：ダイマーとして機能する場合

と金属触媒的な効果が必要な場合があり、各寄与を分離して

評価できた。 

②超臨界流体のマク

ロ特性の解析 

 

・超臨界流体プロセスに必要とな

るマクロ物性情報が提供できるマ

クロ特性データベースの構築 

・超臨界水系の高温高圧相平衡データ

の蓄積 

 

・二酸化炭素―高分子系の粘性、界面

張力、熱物性、膨潤度測定法の開発と

データ蓄積 

 

・金属塩やアルコキシドの超臨界流体

中への溶解度測定のための手法を確立 

・400℃程度まで測定できる装置を開発・データ蓄積した。 

 

・高分子の膨潤度を精度良く測定できる手法を開発 

 

 

 

・400℃以上の流通型溶解度測定装置を製作し、金属塩の溶解

度データ蓄積とともに溶液モデルによる推算精度の定量化を

行った 

③高圧酸素供給シス

テムの安全技術 

 

・安全かつ経済的なシステム設計

を行うための設計指針を作成する

とともに、公的な機関との連携を

視野に入れて、高圧酸素供給の保

安システム設計指針の策定 

・高圧酸素雰囲気中で実験できる装置

の製作と発火試験によるデータ測定。 

 

・高圧酸素供給装置と発火試験装置を設計・製作した．材料

試験は現在進行中である。 
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個別要素技術のアロー図 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

中間モニタリング評価用資料 
超臨界流体利用環境負荷低減技術

添付資料２ 

（添付資料２－１～１６） 
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(1)(ｲ)①超臨界二酸化炭素反応場を利用した水素化反応技術        （産総研超臨界流体 RC 集中研／東工大／産総研超臨界流体 RC） 
目的・意義 官能基含有芳香族化合物の核水素化反応は、一般に過酷な反応条件を必要とし、反応選択性が低く、実用レベルの技術開発が

求められている。また不飽和アルデヒドの C=O 基の選択的水素化反応による不飽和アルコールの合成は香料、医薬品等のファ

インケミカルズの原料製造分野で重要な反応である。 
年度 H12 H13 H14 H15 H16 事項 

研究目標  超臨界二酸化炭素反応場を利用した芳香族化合物や不飽和アルデヒドの環境調和型高効率、高選択的な水素化反応技術開発

を行い、基盤構築を図る。 
 

研究内容 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

研究成果 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
不飽和アルデヒド 
 
 
 
 
 
アニリンの核水素

化反応 
・転化率７４％ 
・選択率７８％ 
・収率５８％ 
 

 
 
 
 
        
 
水素化システムの 
構築 
 
 
 
 
シンナムアルデヒ

ドの選択的水素化 
・転化率５８％ 
・選択率９８％ 
・収率５７％ 
 

 
 
 
 
 
 
/収率の向上・評価 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
プロセス化課題抽 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
出 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 研究予算       
       
研究担当人数     ３     ３     
原著論文数      ２     
口頭発表数     ２     ２     
特許出願数       
新聞報道数       
 
 

水素化プロセス技術の 適化と基盤技術構築 

核水素化反応に有効な 
反応システムの開発 

適用反応範の拡大と限界見極め･評価 

触媒構造の 適化 

添付資料 2-1 
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(1)(ｲ)②超臨界二酸化炭素を基質とする有機合成技術                  （産総研物質プロセス RI／産総研超臨界流体 RC） 
目的・意義 超臨界二酸化炭素を利用することにより、高速、高選択的、かつ省エネルギーが可能な環境負荷低減型プロセスの実現が期待

される。また、環状エステルやウレタン化合物の合成に際し、二酸化炭素が成分として取込まれるため更に二酸化炭素削減に寄

与できる。 
年度 H12 H13 H14 H15 H16 事項 

研究目標  超臨界二酸化炭素を溶媒及び基質として用いて環状炭酸エステルやウレタン化合物等の合成技術の開発を行い、超臨界流体技

術を利用した環境負荷低減型化学反応プロセスの基盤構築を図る。 
 

研究内容 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

研究成果 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
環状エステル合成 
希土類の酸化塩化

物 (SmOCl)が目的

の反応に高い触媒

活性を有すること

を見いだした。 

 
 
 
 
        
 
 
 
 
 
 
 
ウレタン合成 
40℃及び 12 時間で

４－メチルー２－

オキサゾリジノン

を収率９１.４％で

合成 

    

 研究予算       
       
研究担当人数 ４ ４     
原著論文数    １ ５     
口頭発表数    ４ ８     
特許出願数    ２ ６     
新聞報道数    ３      
 
 

環状エステル合成： 固体触媒・均一系触媒の開発、収率・選択性の向上･評価 

プロセス技術の 適化と基盤技術構築 

ウレタン化合物合成： 反応効率の向上、触媒の開発 

反 応 機 構 解 析・評価 

添付資料 2-2 
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(1)(ｲ)③超臨界メタノールを利用した芳香族化合物合成技術               （産総研超臨界流体 RC 集中研／東工大／静岡大） 
目的・意義  化学工業において有用なナフタレン等の芳香族化合物のメチル化反応について、超臨界メタノールを反応基質および媒体として

用いることにより、従来の気相や液相では実現し得ない高効率メチル化反応の開発と、それに供する高活性かつ高選択的触媒の

開発等を行い、環境負荷低減化学プロセスに資する基盤技術の構築を図る。 
年度 H12 H13 H14 H15 H16 事項 

研究目標  超臨界メタノールを反応基質および媒体として用いることによりナフタレン等の芳香族化合物の高効率メチル化反応技術の開発

を目指す。 
 

研究内容 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

研究成果 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2,6-ジメチルナフ

タレンの合成反応

を実施し、超臨界

反応に適した触媒

選択に対する方向

性と、反応温度・

反応圧力の効果等

の知見を得た。 

 
触媒探索・評価 
 
 
        
 
 
 
 
 
2,6-ジメチルナフタ

レンの合成反応 
・転化率 24％ 
・全ジメチルナフ

タレン中の 2,6-
体比率 37%、 

・2,6-体/2,7-体の生

成比 2.1 

    

 研究予算       
       
研究担当人数     ３     ３     
原著論文数       
口頭発表数 １     ２     
特許出願数           
新聞報道数     ２      
 

超臨界メチル化反応の収率の向上・開発 

メチル化プロセス技術の 適化と基盤技術構築

触媒活性の改善・機能設計の検討・評価・開発 
開発 

触媒・基質・溶媒間の界面挙動と反応性の解析･評価 

添付資料 2-3 
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(1)(ｲ)④超臨界メタノール反応場を利用したメチル化反応技術                  （産総研超臨界流体 RC 集中研／東工大） 
目的・意義 多官能性アルキルアミン類化合物はカチオン系凝集剤に、またオルトメチルフェノール類化合物は酸化防止剤や難燃性プラス

チックに利用されている。現行プロセスはいずれも選択性が低いことや廃棄物等の問題があるため、省資源、省エネルギーおよ

び廃棄物低減の観点から超臨界メタノールを用いた直接メチル化反応技術を開発することは重要である。 
年度 H12 H13 H14 H15 H16 事項 

研究目標  固体酸・塩基触媒と超臨界メタノール反応場を利用することにより、二官能性アミン化合物及びフェノール化合物のメチル化反応

技術を開発し基盤技術構築を図る。 
 

研究内容 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

研究成果 
 
 

 
 

 
 
     触媒の 
 
 
 
 
 
 
2-アミノエタノー

ルのメチル化 
・ Cs-P-SiO2 触

媒、 
・転化率８８％ 
・モノメチル体と

ジメチル体の合計

選択率９４％ 
・ジメチル化生成

物収率３５％ 

二官能性アミン化 
 
探索・評価 
 
オルトメチルフェ 
        
 
 
メタクレゾールの

オルトアルキル化 
・鉄バナジウム触

媒 
・転化率９４％ 
・モノメチル体と

ジメチル体の合計

選択率９８％ 
・オルト位ジメチ

ル化収率３７％ 

合物のメチル化反 
 

触媒設計と 
 
ノール化合物のメ 
 
 
 
 
 

応技術開発 
 
反応効率の向上 
 
チル化反応技術開

発 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 研究予算       
       
研究担当人数     ２     ２     
原著論文数       
口頭発表数      ２     
特許出願数      １     
新聞報道数       
 

反応場における触媒物性の解析・評価 

プロセス技術の 適化と基盤技術構築 
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(1)(ｲ)⑤超臨界水反応場を利用した水和反応技術                            （産総研超臨界流体 RC 集中研） 
目的・意義 酸触媒や塩基触媒は多くのプロセスで使用されているが、触媒回収、中和処理、塩の廃棄処理の為に環境負荷が大きい。例え

ば従来法では発煙硫酸を用いてプロピレンからイソプロピルアルコールを合成しているが、超臨界水を用いた新規プロセスでは

合成プロセスを簡便にでき、且つ硫安等の廃棄物が無くなることから環境調和型の水和反応技術の実現が期待される。 
年度 H12 H13 H14 H15 H16 事項 

研究目標  超臨界水の酸触媒機能を利用した環境調和型のオレフィン化合物等の水和反応技術を開発する。例えば超臨界水反応場を用い

て、触媒を使用しないでプロピレンからイソプロピルアルコールを合成するプロセス開発を行い基盤技術構築を図る。 
 

研究内容 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

研究成果 

 
流通式反応装置 

 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
超臨界水中でのﾍｷｾ

ﾝ水和無触媒反応を

実現した。 

 
の設計・開発 
 
 

 
オレフィン水和  

 
 
 

反応 
 

 
ﾌﾟﾛﾋﾟﾚﾝからのｲｿﾌﾟ

ﾛﾊﾟﾉｰﾙへの転化率

10％を得た。 

 
 
 
 
 
反応の構築・評価 
 
 
 
メカニズムの検討 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
・評価 
 
 
プロセスの設計、 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

適化と基盤技術

構築 
 

 

 研究予算       
       
研究担当人数 1 1     
原著論文数       
口頭発表数  1     
特許出願数  1     
新聞報道数       
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(1)(ｲ)⑥超臨界水を反応場とする物質合成技術                                （産総研超臨界流体 RC）          
目的・意義 本研究グループでは超臨界水が酸・塩基触媒機能を有していることを見出しており、有機合成に適用できる可能性を提案して

いる。超臨界水の酸、塩基性と高温反応場の組み合わせで、反応速度、選択性の向上が期待できる。例えば、超臨界水反応場に

適合する有機合成反応の探索とその反応メカニズムの解明や超臨界水有機合成条件の 適化等を検討することにより、新たな環

境負荷低減型化学反応プロセスの基盤技術の開発に資することが期待される。 
年度 H12 H13 H14 H15 H16 事項 

研究目標 水の臨界点近傍で特異的に発現する酸あるいは塩基触媒機能を活用した有機合成反応の探索研究を行い、反応性の検証および

反応機構の解明をとおして、超臨界水の機能、特性を普遍化するとともに、新たな低環境負荷型合成プロセスの基盤技術構築を

目的とする。 
 

研究内容 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

研究成果 
 
 

 

  高温高圧反応 
 
 
 
 
 
 
 
 
・急速昇温反応装

置の開発 
・蛋白質分解反応 
・オリゴペプチド

合成 
・ピナコール転移

反応 

装置の設計・開発 
 
 
酸触媒機能による 
 
 
アルカリ触媒機能 
 
 
・0.1-10 秒程度の

高速有機合成反

応が進行 
・ベンズアルデヒ

ド転移反応 
・ラクタム環化反

応 

 
 
 
有機合成反応の探 
 
 
による有機合成反 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
索及び解析･評価 
 
 
応の探索及び解析 
･評価 
 

プロセス 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
の設計・開発と基

盤技術構築 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 研究予算       
       
研究担当人数     ４     ４     
原著論文数     ２     ３     
口頭発表数     ９     ６     
特許出願数     ９     １     
新聞報道数     ４     ３     
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 (1)(ﾛ)①熱可塑性高分子の超微細発泡成形の基盤技術開発           （産総研超臨界流体 RC 集中研／環境調和技術 RI／東北大） 
目的・意義 高分子材料の微細発泡成形プロセスを確立するためには、発泡機構の解明と発泡制御技術の確立が必要不可欠である。 

年度 H12 H13 H14 H15 H16 事項 
研究目標  熱可塑性プラスチックに炭酸ガスや窒素などの超臨界流体を注入して、微小気泡を形成することにより、製品強度を

保持しながら、プラスチックの成形加工性を向上させ、結果として使用するプラスチック製品の軽量化、さらには原料使

用量の削減と省エネルギーとを達成する成形加工プロセスの基礎要素技術とその工業化のための基盤技術を開発す

る。 
 

研究内容 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

研究成果 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PP の発泡挙動の可

視化解析で発泡挙

動の基礎的解明が

できた。 

 
 
 
 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
発泡時の減圧速度

に閾値があること

が解明できた。 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 超微細発泡成形 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基盤技術開発 

 

研究予算       
       
研究担当人数 1 4     
原著論文数       
口頭発表数  4     
特許出願数       
新聞報道数       
 
 
 

微小気泡挙動解析装置開発と構築 

システム開発/新プロセス基盤技術構築 

可視化による高分子発泡基礎研究･評価 

気泡微細化調査研究･評価/開発 

理論化・解析･評価 
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(1)(ﾛ)②無機/有機高分子複合材料の創製技術の開発                   (産総研超臨界流体 RC 集中研/高温高圧研) 
目的・意義 有機高分子材料の表面近傍に無機微粒子を分散させる超臨界流体を用いる複合化技術開発を行う。 

年度 H12 H13 H14 H15 H16 事項 
研究目標 超臨界 CO2 を用いた超臨界流体注入法によって、有機高分子材料の表面近傍に、ナノメーターオーダーの金属、あ

るいは金属酸化物の微粒子を、均一に分散させることによって、有機高分子材料に新しい機能を付与する為の基盤技

術を開発するとともに、各機能性と、微粒子分散層の形態との相関性を解明し、基盤技術構築を図る。 
研究内容 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

研究成果 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PMMA の表面近傍

にチタン酸化物の

ナノ微粒子分散層

の形成に成功。 

 
 
 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
PMMA の表面近傍

に Ag のナノ微粒子

分散層の形成に成

功。超臨界条件の

微粒子形成傾向を

明確にした。 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
及び基盤技術構築 

 

研究予算       
       
研究担当人数 １ １     
原著論文数  １     
口頭発表数  １     
特許出願数       
新聞報道数       
 
 
 
 

対象分野の調査、超臨界流体注入操作条件の探索・評価 

微粒子分散操作・制御技術の評価・開発 

微粒子の分散層分析・評価 

機能性付与のための複合化技術の 
開発と機能発現のメカニズムの解明･評価 
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(1)(ﾛ)③急速膨張法による無機・有機材料の創製技術の開発                   （産総研超臨界流体 RC 集中研/高温高圧研） 
目的・意義 高速・厚膜製膜が可能で優れた微細部充填性が期待できる超臨界急速膨張法によるパターニングの基盤技術を確立する。 

年度 H12 H13 H14 H15 H16 事項 
研究目標 二酸化炭素を媒質とした超臨界急速膨張法による材料創製の基盤データを蓄積し、同手法を、マイクロメートルオーダーのパター

ン化材料を作製する省エネルギー、低環境負荷の技術開発を行い基盤技術構築を図る。 
 

研究内容 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

研究成果 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
アルコキシドの溶

解性、製膜性を確

認。 
 

 
 
 
 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
50μm ピッチのパ

タ ー ニ ン グ に 成

功。 

    

研究予算       
       
研究担当人数 1 1     
原著論文数 1      
口頭発表数  2     
特許出願数  1     
新聞報道数  1     
 
 
 

各種材料の適用性の検討・評価 

パターニング手法の検討・評価・開発 

製膜プロセスの解析･評価 

材料複合化の検討･評価／開発 

プロセスの設計・評価・開発/ 
基盤技術構築 
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(1)(ﾛ)④超臨界水反応場を利用した無機微粒子の合成技術の開発                       （産総研超臨界流体 RC） 
目的・意義 超臨界水を用いた無機材料合成プロセスの開発・高機能性材料合成技術開発による低エネルギー社会の構築へ貢献する。 

年度 H12 H13 H14 H15 H16 事項 
研究目標 超臨界状態を含む高温高圧反応場での無機微粒子の連続合成プロセスを構築するとともに、合成条件と生成物の結晶化学的な

性質、および化学的物理的機能性との関係を把握し、高機能性無機材料合成プロセスの開発を行い基盤技術構築を図る。 
 

 
研究内容 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

研究成果 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
流通式水熱合成反

応装置の試作 
 

 
 
 
 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
プロセス変数の粒

子径、分布への影

響を実験および熱

力学的解析より明

確化。 

    

研究予算       
       
研究担当人数 1 2     
原著論文数 2 3     
口頭発表数 6 3     
特許出願数  1     
新聞報道数       
 
 
 

粒子径、分布、形態とプロセス変数の関係の整理・評価基盤整備

（単一金属系）        (複合系) 

反応器内の流動、熱移動、物質移動解析・評価 

新規反応器の設計・開発 

プロセスのモデル化・

プロセス評価･開発 
  及び基盤技術構築 
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(1)(ﾊ)①超臨界水酸化反応によるエネルギー回収プロセスの開発                   （産総研超臨界流体 RC 集中研/東大） 
目的・意義 超臨界水酸化反応を利用したエネルギー回収プロセスの設計・開発を行う。 

年度 H12 H13 H14 H15 H16 事項 
研究目標  難燃性有機固体が超臨界水中で酸化分解する際の、反応経路、反応速度と操作条件、環境条件の関係をモデル化する“反応モ

デル”と反応容器内の流動状態と操作条件の関係をモデル化する“流動モデル”を結合したシミュレーションモデルを開発・確立す

る。また、超臨界水酸化プロセスの反応容器用に、超臨界水の酸化性雰囲気下での高温高圧の耐えられる強度を持つとともに耐

食性に優れた材料の選定技術を開発・構築し、基盤技術構築を図る。 
 

研究内容 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

研究成果 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
in situ の反応場観

測装置を構築し、

固形炭素の超臨界

水酸化の様子を観

測した。 

 
 
 
 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
固形炭素の超臨界

水酸化反応がガス

境膜内拡散律速で

あることを明らか

にできた。 

    

研究予算       
       
研究担当人数 １ １     
原著論文数       
口頭発表数  5     
特許出願数       
新聞報道数       
 
 

In situ 流動場観測装置の開発 

プロセスの設計・評価・開発/基盤構築 

反応工学モデル開発試験・評価 

腐食環境模擬試験・評価 
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(1)(ﾊ)②超臨界水中水素化反応による未利用資源の軽質化・クリーン化に関する開発            （産総研超臨界流体 RC 集中研） 
目的・意義 超臨界水技術による未利用重質炭素資源の高付加価値化プロセスの開発並びに基盤技術の確立 

年度 H12 H13 H14 H15 H16 事項 
研究目標  将来有望な未利用資源である重質油を対象に、超臨界水を用いた軽質化・クリーン化に係わる反応特性を明らかにするととも

に、プロセス要素技術の特性評価、超臨界プロセスの設計手法に関する工学データの取得と工学基盤化を図り、未利用重質炭素

資源の高付加価値化プロセス開発と基盤構築を行う。また、想定される還元性雰囲気下での安全性、経済性を考慮した装置材料

寿命の予測および装置材料の選定技術開発を行い基盤技術構築を図る。 
 

研究内容 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

研究成果 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
・軽質化、クリーン化

に及ぼす操作条件の影

響を把握した。 
・還元性雰囲気に

おいて効果的な元

素を把握した。 

 
 
 
 
        
 
 
 
 
 
 
・重質油の超臨界

水処理で 80%以上

の軽質化を達成し

た。 
・ HasC 系 、

MAT21 が装置材料

として好ましいこ

とが判明した。 

    

研究予算       
       
研究担当人数 2 2     
原著論文数       
口頭発表数  3     
特許出願数       
新聞報道数       

反応のマクロ的特性の把握･評価 

反応のミクロ的特性の把握･評価 

プロセス要素技術の 適化技術開発 

システム総合評価･開発/基盤構築 
材料腐食挙動の把握･評価 

応力腐食割れ感受性評価 
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(1)(ﾊ)③廃プラスチックの化学リサイクルプロセスの開発                        （産総研超臨界流体 RC 集中研） 
目的・意義 プラスチック廃棄物を超臨界流体利用技術によって、化学リサイクルするプロセスの技術を確立する。 

年度 H12 H13 H14 H15 H16 事項 
研究目標  プラスチック廃棄物を超臨界水を用いた化学リサイクルプロセスにて処理するためには、プラスチック廃棄物の粉砕、塩素や

可塑剤等を除去する前処理、水と共にスラリー状で超臨界水反応場への供給、超臨界水中での反応および得られた生成物の分離

回収を連続的に行うシステムが必要である。そのため、プラスチックの粉砕の条件、アルカリ溶液中での可塑剤の回収及び塩素

除去の方法、超臨界水での反応による有効物質変換およびモノマー回収の条件、スラリーの移送に適したポンプや配管の設計方

法を確立し、一貫した廃プラスチックの化学リサイクルプロセスを開発し基盤構築へ資する。 
 

研究内容 
 
 
 
 
 

 
研究成果 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
・ 可 塑 剤 回 収 約

40%、脱塩素 90%
以上確認 
・低圧（0.3MPa）
で送液可能を確認 
 

 
 
 
 
        
 
 
 
・プラスチックの

粉砕条件確立 
・可塑剤回収、脱

塩素共に 100%達成

・ﾎﾟﾘｴﾝ及び PC を

芳香族化合物・ﾋﾞｽ

ﾌｪﾉｰﾙ A へ変換確認

・ 35MPa で ス ラ

リー濃度 20wt%,容
積効率 50%以上を

達成。 

    

研究予算       
       
研究担当人数 2 2     
原著論文数       
口頭発表数       
特許出願数       
新聞報道数       
 

ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ粉砕方法の検討・評価 

前処理手法技術の探索・評価・確立 

高圧スラリー供給装置の開発/総合システムへの検討・評価 

プロセスの開発設計・製作・評価/基盤構築 

超臨界水反応装置の製作・試験･評価 

添付資料 2-13 



 

 131

(2)①超臨界流体のミクロ溶媒特性の解明                       （産総研超臨界流体 RC／産総研環境調和技術 RI）         
目的・意義 本研究グループのスキルや人材を活用し、測定の高精度化などソフト面を充実させることにより、超臨界流体の特異的な特性

の解明が進展し、化学プロセスの構築を加速する可能性が期待できる。 
年度 H12 H13 H14 H15 H16 事項 

研究目標 高温高圧 in-situ 分光学的測定技術によって超臨界水、超臨界二酸化炭素，あるいは超臨界メタノール中のミクロ特性やその中

での化学反応過程を明らかにし、データベース化を図る。併せて in-situ 分光学的測定技術の高度化を図るため、測定セルの改

良や開発と基礎基盤構築を行う。 
 

研究内容 
 
 
 
 
 

研究成果 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

    
    測定セル 
 
 
   
 
 
 
 
 
・高感度の高圧Ｎ

ＭＲ測定セルを

開発 
・高圧ＮＭＲ in-

situ 測定法によ

り超臨界二酸化

炭素中の水等極

性分子の存在形

態を解明 

 
の設計・開発及び 
 
 

ミクロ溶媒 
 
 
 
時間分解装置によ 
 
・FTIR in-situ 測
定法で超臨界水

の酸触媒機能の

発現機構を解明 
・ 超臨界アルコー

ルの芳香族への

付加反応のメカ

ニズムを解明 

 
測定技術の高度化･

評価 
 
 
構造・特性の解明 
･評価 
 
る超臨界流体中の 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
解析ソフトの開発 
 
反応メカニズム・ 
 
 
     データ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
中間体の解明･評価

 
ベースの構築 
/基礎基盤構築 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 研究予算       
       
研究担当人数     ５     ５     
原著論文数     ３     ４     
口頭発表数    １３     ７     
特許出願数     ２     ２     
新聞報道数       
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(2)②超臨界流体のマクロ特性の解析    （産総研超臨界流体 RC 集中研／産総研環境調和技術 RI／東北大／九州大／近畿大/高温高圧研） 
目的・意義 超臨界流体のマクロ物性等の基礎特性データは、本プロジェクトのみならず全ての利用技術に必要であり、また簡単に目的と

する物性情報が得られるデータベースはそれ自体が超臨界流体の科学的な基礎基盤となり、かつ工学的基盤技術となりうる。更

に報告データの少ない条件での物性データの測定、解析及び蓄積を図ることにより、超臨界流体利用技術全体において実用化プ

ロセスの開発を加速することが期待できる。 
年度 H12 H13 H14 H15 H16 事項 

研究目標 超臨界水、超臨界二酸化炭素及び有機物あるいは無機物を対象とする応用技術開発に必須となる超臨界流体と有機化合物、高

分子、無機物等との混合系の相平衡、溶解度、界面張力等の平衡物性、輸送物性，熱物性等のマクロ特性データの測定及び解析

とそれらをベースにした高精度推算手法の開発・確立を行い、データベース化を行い基礎基盤構築を目指す。 
 

研究内容 
 
 
 
 
 

研究成果 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
・ エマルジョン

測定装置作成 

 
 
 
 
        
 
 
・ 溶解度測定装置

作成 
・ 界面張力測定装

置作成 
・ 粘度測定装置作

成 

    
 

 研究予算       
       
研究担当人数     ９     ９     
原著論文数    １５    １５     
口頭発表数    ３７    ３６     
特許出願数       
新聞報道数       
     
 
 
 
 
 

超臨界二酸化炭素系の平衡物性・輸送物性・熱物性データの測定･評価 
（産総研集中研、環境調和技術ＲＩ、東北大、九州大、近畿大、高温高圧研） 

超臨界水系の平衡物性・輸送物性・熱物性データの測定と解析評価 
（環境調和技術ＲＩ、東北大、九州大） 

基礎特性データベース化と高精度推算方法の確立 
（産総研集中研、環境調和技術ＲＩ、東北大、 

九州大、近畿大/高温高圧研）    
基礎基盤構築
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(2)③高圧ガス供給システムの安全技術                                 （産総研超臨界流体 RC 集中研） 
目的・意義 現時点で想定されているプロセスの中で超臨界水酸化処理においては、酸素は酸化剤として使用されるが、酸素は低圧でも異

常燃焼や爆発といった事故が発生しており、取り扱いにおいては危険がともなう場合が多い。400℃、30MPa 以上という過酷な

条件で酸素を安全かつ経済的に工業化した例はなく、酸素等高圧ガスに関する実用化設計指針が必要である。 
年度 H12 H13 H14 H15 H16 事項 

研究目標 超臨界流体技術において超臨界水と混合併用される酸素などの高圧ガスを安全に経済的に加圧・移送・保持する技術の開発も行い、超臨界流体技術を実用

化・運転する際の保安等基盤データを蓄積し、保安システム技術開発を行い基盤構築を図る。 
 

 
研究内容 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
研究成果 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
高圧酸素供給にか

かる安全技術の調

査を行った。 

 
 
 
 
        
 
 
 
 
 
 
高圧酸素実験設備

を設計・製作し、

有機材料の発火試

験を行った。 
 

 
 
 
 
 
 
 

材料試験･選定・評

価 

  
 
 
 
 
 
 
 
超臨界水酸化処理 
高圧ガス供給シス

テムの安全・保安

指針への提言構想

構築 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 研究予算       
       
研究担当人数     １     １     
原著論文数       
口頭発表数       
特許出願数       
新聞報道数       
 
 

高圧酸素供給試験装置の開発設計･製作/高圧酸素供給系安全評価試験/安全技術開発  

高圧ガス/高圧酸素供給系の安全技術の開発及びプロセスの開発・基盤構築 
 

高圧酸素供給技術の調査研究 その他の高圧ガス供給技術/安全･保安技術の調査研究 
技術の調査研究 
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2.5 成果の意義 

（１）超臨界流体プロセスの技術開発 

（イ）有機合成プロセス技術の研究 

 中間評価時に設定された目標は、どのサブテーマについても、ほぼ達成されており、開発期間終了

時期までに 終目標が達成される可能性は十分にある。①超臨界二酸化炭素反応場を利用した水素化

反応技術では超臨界二酸化炭素中で不飽和アルコールの高収率の選択的水素化合成技術の構築に成功

している。②超臨界二酸化炭素を基質とする有機合成技術では目的の反応に高い活性を示す固体触媒

及び均質触媒を見出している。③超臨界メタノールを利用した芳香族化合物有機合成技術では 2,6-ジ

メチルナフタレンの合成反応を実施し、チャンピオンデータである選択性及び収率の高いシステム構

築に成功し、 終的な実用化が期待できる。④超臨界メタノール反応場を利用したメチル化反応技術

では触媒存在下で 2-アミノエタノールのメチル化生成物が高収率で得られ、初めて直接メチル化反応

技術を構築している。⑤超臨界水反応場を利用した水和反応技術では超臨界水中でヘキセン水和反応

を無触媒で達成し、その反応条件を明確化した。⑥超臨界水を反応場とする物質合成技術では短時間

で所定の目標温度に昇温可能な流通式超臨界水反応装置を開発し、無触媒下で有機反応が 0.1 秒～60

秒の短時間で進展することを明らかにした。これらの得られた知見から、本プロジェクトは研究終了

時に超臨界二酸化炭素、超臨界メタノール及び超臨界水等の反応場を活用した有機合成技術開発が行

われ、事業として成功する可能性は大であると考えられる。 

 

（ロ）材料プロセッシング技術の研究 

 各年度で設定した目標は、どのサブテーマについても、概ね達成されており、開発期間終了

時期までに 終目標が達成される可能性は十分にある。①超臨界発泡成形加工技術は、発泡を

微小化する基本因子が明らかになりつつあり、微細な発泡セルの制御技術確立の見通しは得ら

れている。このほか、②無機/有機高分子複合体の創製技術は、高分子にナノオーダの微粒子

を分散させることが可能な複合化手法として、操作因子を変化させた際の、微粒子分散層の形

成傾向を把握できた。また、③急速膨張法による無機材料の創製技術では、ノズルから噴射さ

れて基板に付着する粒子の粒径や、その固化過程に関するデータが得られ、本法の基本特性が

明確になってきている。さらに、④超臨界水反応場を利用した微粒子合成では、微粒子の特性

を支配する操作因子が明らかになりつつある。これらの知見から、機能発現に必要な気泡や微

粒子のサイズや分散状態、薄膜組織などの構造制御が可能な材料プロセスとしての基盤技術の

確立が期待できる。 

従って、本プロジェクトは研究期間終了時に超臨界流体を用いた材料プロセスの体系化によ

る共通基盤技術の確立が図られ、事業として成功する可能性は高いと考えられる。 

 

（ハ）エネルギー・物質変換技術の研究 

評価時までの目標は概ね達成されており、開発期間終了時期までに 終目標が達成される可能性は

十分にある。①超臨界酸化プロセスについては、有機固体の燃焼の詳細な検討から精度の高い反応モ
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デルの構築が可能になった。また、②未利用資源の軽質化では、超臨界水中での反応挙動の解明が進

みつつあり、今後のプロセス特性の把握と相まって、プロセスの総合評価への展開が期待できる。ま

た、装置材料に関しては、超臨界水還元性雰囲気下においては、ハステロイ C 系、MAT21 が好ましい

ことや SUS316 で適用可能な条件を提示し、材料選定の指針を示すことができた。さらに、③プラス

チック廃棄物のリサイクル技術では、プラスチックを処理する場合の障害である可塑剤と塩素を除去

することができるとともに、プラスチックを水スラリーとして送液できるシステムの見通しがついた。

本プロジェクトは、その研究期間終了時に超臨界流体を用いたエネルギー・物質変換技術に係わる技

術要素が工学基盤技術として確立され、事業としては成功する可能性が高いと考えられる。 

 

（２）基礎基盤技術の開発 

中間評価時に設定された目標は、どのサブテーマについても、概ね達成されており、開発期間終了

時期までに 終目標が達成される可能性は十分にある。①超臨界流体のミクロ溶媒特性の解明では

FTIR in-situ 測定法により超臨界水の酸・塩基触媒機能の発現機構を解明するなどミクロ特性の

データが得られている。また実績のある研究者がセル・装置設計を行っており、上記のような世界で

も先駆的なデータが蓄積されている。②超臨界流体のマクロ特性の解析では有機系ならびに無機系と

もに，各種独自装置が開発・製作されて、測定法も確立されている。また、データベース構築のため

の測定データの測定、解析及び蓄積が進展し、推算法開発も着実に成果があがっている。③高圧ガス

供給システムの安全技術では内外の高圧酸素供給技術について安全技術調査を実施し、法規・基準な

らびに安全技術に対する報告書を作成し、高圧酸素供給装置と発火試験装置を設計・製作した。   

この様にミクロ特性及びマクロ特性のデータの測定法・装置の開発は順調に進展し、データの測

定・解析も行われつつあり、研究終了時にはデータベースの構築も完成でき、超臨界流体利用技術の

プロセス開発を促進することが期待できる。 

 

 

2.6 今後の事業の方向性 

本プロジェクトが目指す方向性としては、プロセスの実用化に繋がる超臨界流体基盤技術の構築が

重要であると考えられる。即ち、超臨界流体の基礎溶媒物性の検討（ミクロ・マクロ溶媒物性、反応

場の相状態等）、反応特性の検討（反応機構、溶媒効果、触媒作用機構の検討等）等の科学的特性の

解明と連携を取りつつ、反応速度、流動、相平衡、腐食などの工学的に必要な現象の基礎的な基盤研

究、プロセスへの応用を意識した供給、反応、分離、材料などの工学的な基盤的研究を進めて、その

蓄積を図る。さらに、必要があれば想定プロセス試験を行い、プロセスの 適化の評価、さらにシス

テム設計手法、シミュレーション手法等についての検討を実施していく。一方、物性データベース構

築、高温高圧単位操作技術開発、装置材料開発･評価等の工学的基盤に関する総合的な知識と経験の

集積により知的基盤化し、プロジェクト後の企業化を目指した応用研究開発の促進を図る。さらに研

究結果の蓄積を利用して、安全基準の策定や設計手法の標準化を進め、公共財としての利用に資する。 

超臨界流体利用による高効率で簡素な化学プロセスの構築と基盤技術開発等の本プロジェクトの成
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果は、化学物質総合管理や革新的温暖化対策技術等プログラムの構築に資することが期待される。特

に、環境・エネルギー分野、電子・情報システム関連分野、食品分野、医学分野等広範囲な新規産業

の創出や産業の活性化、当該技術分野での国際競争力強化、持続可能な社会システムの構築等に大き

く貢献できる。   

即ち、得られた成果の内、実用化と実現性が高く評価された提案プロセスについては、企業内開発

あるいは実用化補助や地域コンソーシアムへの提案による大型プロセス装置/プラントによる確証/実

証試験、及び知的基盤整備への貢献・参画が期待できる。 

 本プロジェクトの今後の方向性としては、図Ⅲ－１に示す展開イメージを視野に入れた研究を推進

していく。 
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超臨界流体ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄの成果の展開イメージ   

 

異種産業分野＜例＞ 

セラミックス・金属材料分野 電子材料分野 自動車分野

化学産業分野 
新領域の開発 

 
○低温・短時間での新規 
材料開発 

○半導体の高性能化

に伴う洗浄技術の革

新 

○ディーゼルエンジンの

不完全燃焼の解決（※）

有機合成ﾌﾟﾛｾｽ 

実用化 

基盤技術を活用 
したインターフェー 
ス技術の開発 

基盤技術を複合 
化したｼｽﾃﾑ技術 
の開発 

（※）燃料を粒度を持った霧状で 
噴霧燃焼させるため、燃料の中 
心部が不燃となる現象 

社会システム＜例＞ 

Sustainable Society

拠点集積・生産型から分散・再利用型への転換 

 分別しない廃棄物

温度管理

有用原料へリサイクル 

残渣は最終的に焼却 

熱回収 

個人で発生させた廃棄物について超臨界処理装置により 
原料化、電力としてのエネルギー回収等、ソーラーシステ 
ムのように活用、再生可能ｴﾈﾙｷﾞｰ 

個人の家庭レベルまでの応用展開 

超臨界流体ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄの成果 

超臨界水利用技術 

CO2(環境機能流体 
として再利用） 

材料ﾌﾟﾛｾｯｼﾝｸﾞ  ｴﾈﾙｷﾞｰ・物質変換 

図Ⅲ－１ 
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Ⅲ.研究開発成果について（事後評価まで） 

1.事業全体の成果 

本事業では、エネルギー及び有機溶媒多消費型の既存化学反応プロセスを代替するため、より高い

省エネルギー効果やリスク削減効果を実現する新しい化学プロセスの開発といったチャレンジングな

研究開発を実施した。そのため、化学工業で基盤的・中核的な役割が期待できる超臨界流体を用いた

有望な新化学プロセスを構築し、実用に供し得る技術レベルの開発目標が設定された。研究開発テー

マの中には実用化プロセスに資する技術として目覚ましい成果が出た研究開発も多く、数多くの特許

が出願された。具体的には成果の一部を利用して実用化した技術、上市を行う段階にある技術、欧米

諸国等へ特許出願している技術、他企業へのライセンス供与を検討している段階にある技術、自社開

発により継続的に研究開発を行っている技術等がほとんどであり、5 年以内に市場導入あるいは 5 ～

10 年程度で、経済状況、及びマーケット状況によっては商用化プロセスとして発展すると予想され

る研究成果も少なくない。一方、大学等による基盤技術開発では、既存プロセスに比べて大きな省エ

ネルギー効果やリスク削減効果を実現させ得る実用化プロセスに寄与し産業競争力強化に役立つばか

りでなく、学術的な観点でも優れた多くの知見やデータが得られた。また、数百報に及ぶ学術論文や

海外シンポジウム等での報告がなされ、今後の周辺技術開発に対しても極めて大きな貢献をすること

ができた。 

これらの多くの工学的基盤データを超臨界データベースにまとめ、公開することで、本技術分野の

実用化を指向する企業や、大学、研究機関等の継続的な研究開発への貢献も可能となった。 

 

以下に各研究開発テーマの成果概要を記載する。 

 

[1] 有機合成プロセス技術の研究 

 超臨界二酸化炭素、超臨界メタノール、超臨界水を反応場として用いた高効率、高選択的な環境調

和型の合成化学技術に関する研究開発が行われ、基礎化学品等の合成を目的として、芳香族ハロニト

ロ化合物の水素化反応、2－メチルナフタレンのメチル化反応、2－アミノアルコールのN-メチル化反

応、プロピレン水和反応によるイソプロピルアルコール(IPA)の合成反応等の新化学プロセスに関す

るテーマが設定された。これらの開発テーマでは、超臨界流体反応場に適した触媒設計、合成反応条

件の適正化、高効率、高選択性が発現する反応メカニズム等の研究が行われ、有機溶媒を使用しない

新プロセス、あるいは酸触媒の大幅削減に成功したプロセス、また、反応プロセスのシンプル化など

の提案が出されるなど、目標をほぼ達成すると同時に、省エネルギー効果やリスク削減効果に貢献す

る成果が得られた。 

(研究期間：平成12年度～平成16年度)。 

 

(ｲ) 超臨界二酸化炭素反応場を利用した水素化反応技術開発(三井化学)： 

超臨界二酸化炭素反応場を利用した芳香族ハロニトロ化合物の水素化反応において、主反応である

ニトロ基の水素化が選択的に進行する一方で、副反応である脱クロル化反応が抑制されることを見出
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した。脱クロル化反応が抑制されるのは、反応系中で二酸化炭素が水素化されて生成した一酸化炭素

が、脱クロル化反応の活性サイトを選択的に修飾するためであることを明らかにした。また、超臨界

二酸化炭素溶媒中での触媒金属種の適正化などの触媒設計により、Pt/C触媒が も高い触媒性能を有

することを見出した。さらに、1%Pt/C触媒存在下、触媒/基質重量比0.25%、水素圧1.1MPa、二酸化炭

素圧力10MPa、40℃、150分の反応条件に適正化することにより、アニリン副生成物が収率0.3%まで抑

制され、目的物のο-クロロアニリンの収率は、バッチ反応及び流通法で 大99.7%が得られ、開発目

標(目標値 転化率95%、選択率90%以上)を達成した。以上の新規プロセスの経済性評価を行ったとこ

ろ、流通法による連続製造プロセスにおいて、蒸留工程が不要になるなどの効果により、従来法と同

程度のエネルギー原単位になること、アニリンやトルエンなどの化学物質排出量が削減できることが

明らかになった。 

 

(ﾛ) 超臨界メタノールを利用した芳香族化合物の高選択的有機合成プロセスの開発 (新日鐵化

学)： 

2－メチルナフタレンのメチル化反応において、ゼオライト系触媒の細孔内でメチル化反応を進行

させ、細孔サイズにフィットした異性体のみを選択的に合成できる形状選択的メチル化が、超臨界メ

タノール中で高効率に発現することを見出した。形状選択性が発現する機構としては、使用したゼオ

ライト系SAPO-11触媒の外表面触媒点が経時で失活し、細孔内での形状選択反応が優先して起こるた

めと考察した。ゼオライト系触媒としては、SAPO-11触媒の調整法を改良することにより、触媒の長

寿命化を図り、100時間以上の連続反応の運転に成功した。さらに反応条件を 適化することによっ

て、反応温度375℃で、目的物の2,6-ジメチルナフタレンと副生成物の2,7-ジメチルナフタレンの

2,6-/2,7-生成比=2.6（目標 2,6-/2,7-生成比=2.6以上）、2-メチルナフタレンの転化率42%（目標

値 転化率30%以上）が得られ、目標を達成した。以上、2,6-ジメチルナフタレンの製造プロセスに

ついて、従来法に比べて、経済性が優位であること、エネルギー原単位を削減できること、o-キシレ

ンやブタジエンなどの化学物質排出量が削減効果が期待できることが明らかになった。 

 

(ﾊ) 超臨界メタノールを利用した官能基選択的メチル化技術の開発 (日本触媒)： 

2－アミノアルコールのN-メチル化反応において、超臨界メタノール反応場を利用した固体触媒反

応プロセスを用いることにより、気相や液相条件では得られない高選択的反応が得られることを見出

した。高選択性が得られる作用機構としては、超臨界メタノール中でのメチル吸着種の高い表面濃度

が、水酸基のアンカー効果による表面吸着種（アミノエトキシ種）との反応頻度を向上させたものと

推察した。固体触媒反応プロセスとしては、シリカ／アルミナ系酸化物触媒を検討し、特にアルカリ

(土類)金属-P-Si系触媒設計を試み、 

超臨界メタノール中で、Cs-P-Siを用いた時に高選択性が発現することを見出した。また、連続流通

式固定床超臨界反応において、Cs-P-Si触媒を用いて、反応温度、圧力の適正化を行い、超臨界メタ

ノール中での2－アミノアルコールのN-メチル化反応において、目的物のN,N-ジメチルアミノエタ

ノール(DMA)の転化率100%、モノ＋ジメチル体合計選択率94%、ワンパスでのジメチル体収率66%(目標 
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転化率100%、選択率90%、収率90%)を得た。収率が低い原因は、副生水による反応阻害が生じたため

と考察し、触媒の撥水化、中間のリサイクル化等が今後の課題であることが明らかとなった。 

 

(ﾆ) 超臨界水反応場を利用した水和反応プロセスの開発 (三井化学)： 

 プロピレン水和反応によるイソプロピルアルコール(IPA)の合成プロセスにおいて、超臨界水反応

場を利用した直接水和法により、既存技術に比較して、強酸・強酸性触媒を著しく低減できること、

かつ臨界点近傍で高選択性が発現することを見出した。触媒量が低減でき、高選択性が発現する作用

機構としては、反応速度に対する相挙動の影響を調べることにより、二相分離条件では温度により反

応が加速していること、均一相条件で速度が急低下していることから、添加した酸の解離度が減少し

た影響と推察した。プロピレン水和実験には、流通法による連続製造プロセスを用い、温度290℃、

圧力45MPa、硫酸濃度50ppm 

の反応条件下で、IPA選択率96%（目標 選択率95%）、反応時間2分(既存法で0.5～2時間)、反応器容

積あたりのIPA生産速度(STY)707kg/m3・h（既存法で 高約300kg/m3）が得られることを見出し、目標

を達成するとともに、超臨界水を用いた無触媒、高効率・高速反応を実現した。超臨界水を用いた

IPA製造プロセスの経済性を評価した結果、高圧相分離器の導入による蒸留工程の簡略化などのシン

プル化が可能となることで、既存法に比べて、エネルギー原単位を30%以上削減でき、かつ硫酸の使

用量を99%削減できることを明らかにした。 

 

[2] 材料プロセッシング技術の研究 

 超臨界二酸化炭素は、高分子に溶解して溶融高分子の粘度を低下させる可塑化効果、また、高圧下

で二酸化炭素が溶解した高分子を脱圧した際の脱溶媒効果等を持つことが知られており、このような

超臨界二酸化炭素の特性を利用した環境調和型の新規高分子材料の創成技術に関するテーマが設定さ

れた。本研究では、可塑化と脱圧機構の解明とともに、超微細発泡成形技術と無機/高分子複合材料

等の既存材料にはない高機能性を有する新規高分子材料の創成技術に関するテーマを実施した。本研

究テーマでは、従来の化学発泡では実現が難しかった高倍率で微細な発泡製品を得るための、連続式

超臨界流体・ポリマー押出し・発泡挙動解析評価装置の開発に成功するなどの実用化に資する成果が

得られたばかりでなく、高倍率・微細発泡製品の市場拡大、エンジニアリングプラスチック等の難成

形高分子材料の加工性向上、新規ポリマーアロイ、ナノコンポジット材料等の加工技術への適用等、

多くの新規成形加工プロセスへ利用できる波及効果の高い成果が得られた。 

(研究期間：平成12年度～平成16年度) 

 

(ｲ) 超臨界流体を利用した高分子材料の創成及び合成プロセスの開発(日本製鋼所)： 

従来、バッチ式でしか得ることができなかった高倍率で微細気泡を有する高分子製品の製造に関して、

超臨界二酸化炭素を安定供給する機構を備えた連続式溶融押出プロセスに、超臨界流体を樹脂に混合

した時の物性推算プログラムや溶融粘度、溶解度及び発泡挙動の可視化計測機器等を組み込んだ連続

式超臨界流体・ポリマー押出し・発泡挙動解析評価装置を開発することに成功した。 
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連続式溶融押出プロセスで高倍率で微細な気泡径を有する発泡成形品を得るために、①気泡成長を

シミュレーションする物性推算プログラム及び気泡成長シミュレータ、②物性推算のための超臨界流

体・樹脂データベース、③二酸化炭素を樹脂に注入した時の溶融粘度や二酸化炭素のポリマー中溶解

度をオンラインで計測するシステム、④発泡挙動可視化装置、⑤超臨界二酸化炭素のポリマー中への

均一な分散・混練性能や均一な可塑化性能を有する連続式溶融押出プロセスを融合することにより、

多様なユーザーニーズに迅速に対応できるとともに、超臨界流体を用いた樹脂成形加工の基盤技術構

築のための物性評価と高分子可塑化データ取得が可能な試験評価システムの開発に成功した。気泡成

長シミュレーターはさらに、可塑化シミュレーター、相分離シミュレーター、押出特性シミュレー

ター、さらにはシミュレーションに必要だが、データの無い領域の物性が推算できるプログラムと連

携して、超臨界二酸化炭素とポリマー材料の相互作用を考慮に入れたより精密なシミュレーションが

可能となった。  

その上、これらのシミュレーターを使用するために必要な粘度、溶解度、熱物性などの物性データ

ベースを構築するとともに、可視化、計測システムの装備による効率的な 適条件探索を可能とした。 

さらに、超臨界二酸化炭素と高分子材料の相互作用について、粘性低下機構や相分離発生・成長の

メカニズムも解明することができ、目標を達成した。本試験評価システムを用いることにより、気泡

径1μm以下、１０μm以下の相分離構造をも確認することができた。 

上記の新規プロセスの経済性を試算したところ、可塑化現象による押出機モーターの電流値低下に

よって、エネルギー原単位を10%程度低減できることが明らかとなった。 

 

[3] エネルギー・物質変換技術の研究 

 超臨界水の持つ加水分解反応、水性ガス反応等を積極的に活用することによって、有害廃棄物の完

全酸化による無害化に加え、新たに廃棄物、未利用資源からのエネルギーや工業原料への新規な変換

プロセスへの適用を目指してテーマ設定がなされた。本研究では、未利用資源として有望な重質油を

超臨界水を用いて軽質化するクリーン化プロセスや、塩化ビニルをはじめとした付加重合型プラス

チック等を有用物質やモノマーへ変換するプラスチック廃棄物の化学リサイクルプロセス技術等の新

規プロセス技術開発が主なテーマとして設定された。さらに、反応条件 適化や反応器設計を合理的

に行いうるシミュレーションツールの開発や、反応器への原材料供給方法、装置材料の選定などのプ

ロセスを構成するための周辺技術の検討も行われた。その結果、本成果の一部を用いて上市を計画し

ている技術など、目覚ましい成果が得られるとともに、シミュレーションツールを活かした新規プロ

セス設計法の確立、プラスチック産業廃棄物等を分解処理またはリサイクできる新規プロセスの提案

など、多くの波及効果が得られた。 

(研究期間：平成12年度～平成16年度) 

 

(ｲ) 超臨界水酸化反応における反応工学モデルの開発(東芝)： 

超臨界水中の酸化反応において、反応挙動に不明な点が多かった固体状有機物質の反応メカニズム

を実験と解析で明らかにしたと同時に、固体状有機物質を超臨界水中で酸化分解する実用化プロセス
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の反応器の解析や、設計に利用できるシミュレーションツールの開発に成功し、目標を達した。 

固体状有機物質の反応メカニズムについては、X線透過法、およびサファイヤ窓を通した影絵写真法

による炭素球の反応観察と半径減少挙動を分析することにより、炭素球の内部形態が反応速度に影響

していることを明らかにした。 

また、シミュレーションツールは、まず、固体状有機物質が超臨界水中で酸化分解する際の、反応

経路、反応速度と操作条件、環境条件の関係をモデル化する“反応モデル”と反応器内の流動状態と

操作条件の関係をモデル化する“流動モデル”を結合した反応工学モデルを確立した。そして、本反

応工学モデルを基に、廃棄物処理プロセス等の固体を扱うプロセスにおいて、従来技術では困難で

あった超臨界水酸化反応器内の固体状有機物質の挙動を予測したり、超臨界水酸化反応器の 適な形

状を推定できたりする設計ツールを開発した。さらに、放射性廃イオン交換樹脂の処理プロセスにて、

焼却法と比較した場合で、エネルギー原単位が50%低減できることを確認した。 

 

(ﾛ) プラスチック廃棄物の化学リサイクルプロセスの開発(日機装)： 

 軟質塩化ビニルの化学リサイクルプロセスとして、軟質塩化ビニルの原料化、添加物の再利用、

他の有用な工業原料材料への物質変換の可能性について、検討した結果、軟質塩化ビニルに含まれる

可塑剤の選択的な抽出により、軟質塩化ビニルから塩化ビニル材料への原料化変換プロセスが工業的

に妥当であることを見出した。 

可塑剤の抽出については、アルカリ性雰囲気下の亜臨界水中で、マイクロ波などの加熱方式を用

いることで、塩化ビニルの分子量を低下させることなく、かつ可塑剤を100%回収できる新湿式リサ

イクルプロセスを確立した。また、新プロセスの経済性評価を行ったところ、焼却法に比べて、

30%近く省エネルギー効果が得られることが明らかとなり、さらに焼却が不要になることで、塩素

系の有害化学物質の排出が低減できる、可塑剤モノマーの回収により、焼却・埋め立ての抑制が可

能などのリスク削減効果が得られることも明らかとなった。また高圧供給系においては これまで

プラスチック・スラリー搬送に関するデータ－ベースが無いため、その都度実験を伴う検討が必要

であったが、比重1～2の範囲で粒子径、比重を変えたデータを取得できた。このデータで 今後配

管やポンプの選定、設計ができるようになった。 

 

[4] 基礎基盤技術の研究 

 超臨界流体は高温・高圧環境となるために、これまで、このような条件下でのミクロ物性、マクロ

物性、流動、伝熱、物質移動などの物性及び反応機構、溶媒効果、輸送現象などの特性データが十分

ではなく、超臨界流体プロセスを構築する上で必要なこれらの工学的基盤データを体系化する目的で

テーマ設定がなされた。 終的には約200,000項目にも及ぶ膨大なデータベースを完成させることが

でき、かつ広く一般に使用できるようにWEB上で公開し、目的を達成した。中でも超臨界水酸化反応

プロセス等に酸化剤として用いる酸素の高温高圧下での安全技術に関するデータベース、超臨界水を

用いたときの材料腐食に関するデータなど、これまで、超臨界流体を利用する上で、実用化が進んで

いないプロセス構築を促進するのに役立つデータベースが公開されるなどの成果が得られた。また、
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この膨大なデータベースを産官学が利用でき、汎用性が高く、より実用的貢献度の高いものに順次更

新し、超臨界プロセスの普及促進に役立てる仕組みを構築することができた。 

(研究期間：平成12年度～平成16年度) 

 

(ｲ) 高圧酸素供給システムの安全技術の確立(大陽日酸)： 

安全性を考慮した高圧酸素供給システムが確立でき、実用化されつつある超臨界水酸化(SCWO)処

理プロセス等への応用展開をする上で、必要な設計指針が明らかとなるとともに、高圧酸素雰囲気

での安全性評価データ等をまとめた高圧ガスデータベースを構築し、目標を達成した。 

設計指針としては、酸素雰囲気で使用されるパッキン材料選定、弁開時間の制御等が重要である

ことを見出した。パッキン材料の選定では、酸素雰囲気中の自然発火温度を測定し、PTFE が も自

然発火温度が高く、酸素雰囲気中での発火危険性が低いことを見出した。また、実際の弁開操作を

模擬するために、CFD 上で弁開操作をプログラムし、数値解析した結果、弁開時間を制御すること

が、発火危険性を低減させるのに効果があること等を見出した。さらに、管閉端部を適切に大きく

し、ガス混合を促進すれば、断熱圧縮による発火危険性を低減できるという知見も得られた。上記

の高圧酸素供給システムに対する設計指針の基礎データに加え、酸素関連の規格・基準類調査、酸

素雰囲気中における、安全性評価試験データ等のデータベースを構築し、設計者が高圧酸素供給シ

ステムを安全に使いこなしていくための基礎基盤データを提供する事を可能とした。 

 

(ﾛ) 超臨界水還元性環境における材料腐食評価(三菱マテリアル)： 

超臨界水を利用した重質油の軽質化・クリーン化プロセスの実用化に不可欠な還元性の環境にお

ける材料の腐食性挙動を調査し、還元性雰囲気に適し、かつ安価な装置材料の選定指針が明らかと

なり、目標を達成した。各構造材料の耐食性について、主に還元性雰囲気において、材料腐食評価

試験および応力腐食割れ評価試験を行い、pH、アニオン、水素ガス分圧などをパラメーターとして

整理した材料評価マトリックス図を得ることに成功した。 

このマトリックス図より、還元性雰囲気において、安価な SUS316 鋼の使用可能領域を見出すとと

もに、重質油の軽質化プロセスでの初期コストおよび運転コストの削減並びにプロセスの普及に寄

与できる有用な設計指針を提供できた。 

 

(ﾊ) 産業、研究に資する超臨界流体データベースの構築(産業技術総合研究所)： 

本プロジェクトで得られた研究成果を中心に、超臨界データベースを構築し、WEB 上で広く公開

することで、超臨界流体技術に係わる企業、大学、研究機関等が、超臨界流体を利用する際の基礎

基盤に関するデータ及び工学基盤に関するデータを抽出・分類して、利用できることが可能となり、

目標を達成した。超臨界流体データベースでは、本技術を利用する上で、必要な物性、単位操作、

装置材料等に関する情報の他、研究開発書誌情報、化学工学会超臨界流体部会の活動成果、高圧ガ

ス関連情報、超臨界流体中でのシミュレーション解析結果などを閲覧できるようにした。中でも、

超臨界水中での材料腐食データベースは、SCW 腐食データを網羅し、超臨界・亜臨界条件の環境パ
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ラメータを含む数値データ群等を構築することができ、これまで、超臨界水酸化雰囲気や、還元雰

囲気下での材料腐食の問題により、実用化が進んでいないプロセスについて、適切な装置材料選定

指針を提供することが可能になるなどの成果も出た。 

プロジェクト終了後は産業技術総合研究所・コンパクト化学プロセス研究センターが中心となり、

本超臨界流体データベースを積極的に活用し、公開情報の収集、新規データの入力、ユーザの要望

への対応などの運用・管理が実施されている。今後、本超臨界流体データベースを、産官学が利用

でき、汎用性が高く、より実用的貢献度の高いものに順次更新し、超臨界プロセスの普及促進に役

立てる計画がたてられている。 

（ニ）産業、研究に資する超臨界流体プロセスシミュレータの開発 

超臨界流体向けのプロセスシミュレータ（以降、超臨界流体プロセスシミュレータ）が構築され

たことはなく、「超臨界流体プロセスシミュレータの開発･構築」は、世界で始めての試みである。

従って、超臨界流体プロセスシミュレータは、成果が容易に多くの人に行き渡ることを考慮し、Web

技術を駆使し、多くの人が利用しやすいオープンなシステムとし、研究の加速、研究成果の実用化

に資するものとした。 

世界初の超臨界流体プロセスシミュレータを構築した。構築にあたり、シミュレーションに対す

る環境を整備するために、以下の開発を実施した。 

①超臨界領域での物性評価に適した物性推算モデルを新たに導入した。 

②物性推算モデルに必要のデータを作成するためのツールを作った。 

③プロセスシミュレーションを行ない実用化規模のプラントを描き出し、これを評価するため、

経済性評価システムを開発した。 

 

2. 研究開発項目毎の成果 

本事業では、参画した約 20 の研究体(企業、大学、公的研究機関)は産学官の連携(集中研究体)を

取りながら、国内外に特許出願、論文、発表等を精力的に行い、当該研究機関ばかりでなく、多方

面の研究者、研究機関に対して貴重な研究情報及びデータ等を公表し、実用化プロセス技術及び基

盤技術の波及に積極的に努めた。本事業の研究開発成果は、国内の学会(日本化学会、化学工学会、

プラスチック成形加工学会、プラスチックリサイクル研究会、日本機械学会、日本金属学会等)、国

際ワ－クショップ(21 世紀を拓く水と二酸化炭素の利用技術国際シンポジウム)、技術情報誌(NEDO

フォーカス、化学技術戦略推進機構(JCII)ニュース)、マスコミ(新聞等)等を通じて学会や産業界に

公表している。また、｢超臨界流体利用環境負荷低減技術研究開発 総括成果報告会｣を通じて研究

成果を一般に公開した。他の個別開発テーマの成果についても、特許出願(国内、海外)を済ませた

段階で積極的に学会発表等を通して公表するようにした。具体的な研究開発テーマ毎の成果を下記

に記載する(本項については、公開版では、基礎基盤技術の開発の項のみ記載する。その他の項につ

いては、知的財産権の保護等の理由で、非公開版のみ、以下に記載)。 

また、別紙に平成 15～16 年度分の研究開発テーマ毎の特許、論文等のリストを記載する。
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2-D.基礎基盤技術の開発（参加企業の成果） 

2-D-(1).高圧酸素供給システムの安全技術の確立 

     実施企業 大陽日酸株式会社 

 

１． 研究概要 

超臨界水酸化(SCWO)処理法は、産業廃棄物中の難分解性有害有機化合物、下水汚泥の処

理など、有害な副生成物を生じない環境負荷の少ない処理技術として注目されている。そ

の中で、酸素は酸化剤として重要な物質であり、他の酸化剤に比べ、熱効率が高く、省エ

ネルギー性に優れている。また、酸素を使用することにより設備をコンパクトにできる利

点を持つ。しかし、周知のように酸素は低圧でも異常燃焼や爆発といった事故が発生して

おり、取り扱いにおいては危険が伴う場合が多い。供給設備を含む超臨界反応における各

種プロセスは高温高圧であり、酸素を超臨界水酸化条件で産業用に実用化した例はほとん

どなく、安全かつ経済的に取り扱う技術の確立が望まれ、実用化に向けた設計指針の確立

が必要である。本研究では、高圧酸素供給システムの安全性を評価するとともに、高圧酸

素を安全かつ経済的に供給するためのシステムの設計指針を提案する。さらに、高圧酸素

供給システムの安全技術に関して工学基盤データベースを構築する。 

 

２． 研究方法 

本研究では、高圧酸素供給システムの安全性を評価するため、実験、シミュレーション

数値解析、文献などからのデータ収集・分析、海外規格・基準類調査を実施した。それぞ

れの概要を以下に記述する。 

○高圧酸素中の自然発火温度の測定 

酸素供給設備で使用されるパッキンなどの有機材料は、酸素供給システムでの燃焼源に

なり、その使用量は 小であるべきであるが、その機能性から酸素供給システムでは必要

な材料として認識されている。有機材料は着火源がない状態で発火・燃焼する現象が知ら

れており、その温度は自然発火温度と定義される。自然発火温度は酸素圧力が高くなると、

低下すると従来から言われており、高圧酸素供給システムの設計において有機材料を選定

する場合、有機材料の自然発火温度は特に重要な要素である。高圧酸素雰囲気での自然発

火温度を測定し、その危険性を評価した。 

 

図 D-1-1 に試験系統図を、表 D-1-1 に試験装置の仕様を示す。自然発火温度の測定に使

用した装置は、市販の示差走査熱量計(DSC)をさらに高圧で測定ができるように耐圧性を改

善し、 高使用圧力 50 MPa までの仕様とした。高圧酸素供給設備で昇圧された酸素ガスは、

圧力調整器で試験圧力に調節され、DSC に供給される。試験中は酸素ガス温度が上昇し、容

器内圧力が上昇するので、試験装置内が一定圧力になるように、試験装置の下流側には保

圧弁を設けた。酸素ガスには市販の工業用酸素ガス(O2：99.5 vol%以上)を使用した。測定
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試料は、3 mm 角形状(φ3 mm×3 mm) あるいは粉末形状とした。粉末試料は、シール材とし

て使用されていた有機材料の一部が運転中に劣化などにより粉末化することを想定してい

る。 

試験手順は以下の通りである。所定の大きさの試料(70-80 mg)を石英ガラス管(内径φ11 

mm、外径φ13 mm、長さ 40 mm)に入れ、石英ガラス管を高圧反応容器に設置する。内部空気

を酸素で十分置換し、圧力調整器、保圧弁を試験圧力(1-50 MPa)に設定し、加熱を開始す

る。試験中の昇温速度は、1 ℃/min で一定とし、プログラム制御される。自然発火温度は

DSC 曲線において、急激な熱流の上昇が見られる直前の温度と定義した。 

 

蓄圧容器

圧縮機

酸素ガスボンベ 有機材料発火試験装置
高圧力：50 MPa
高温度：500 ℃

高圧酸素供給設備
PI 保圧弁

安全弁
圧力計

調節弁

 

図 D-1-1 系統図 

 

表 D-1-1 有機材料発火試験装置の基本仕様 

高温度 500 ℃ 

高圧力 50 MPa 

反応容器材質 Inconel 625 

反応容器容積 3.7 ml 

昇温速度 0.01～1.00 ℃/min 

熱量信号検出方式 双子型電熱式 

熱量信号分解能 20 μW 

熱電対接点の数 488 本 

 

 

 

○断熱圧縮現象のシミュレーション数値解析 

ガスは弁の急激な開操作によって弁下流側の低圧ガスが弁上流側の高圧ガスに断熱圧縮

され、高温の状態に変化し、酸素ガスの場合、可燃物があると発火に至ることがある。本

現象は瞬時的、局所的であることが知られており、熱電対によるガス温度の測定は困難と

考えられていた。CFD(数値流体力学)ソフトによるシミュレーション数値解析を実施するこ

とにより、ガス挙動を把握するとともに、操作条件の影響などを定量的に把握し、設計指
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針に反映することを目的とした。さらに、本現象の効果を低減する構造を検討した。 

図 D-1-2 に代表的な解析系を示す。タンクに管が接続された構造を想定し、タンク出口

から1000 mmの位置にオリフィス状の弁が存在し、弁からある一定の距離(図D-1-2では2180 

mm)に管閉端部を設ける。初期条件として、タンクから弁まで高圧、常温の酸素ガスが、弁

から管閉端部まで常圧、常温の酸素ガスがそれぞれ静止状態で存在し、その状態から 2 次

元の非定常数値解析を実施する。図 D-1-2 の解析系に対して管中心軸で対称性が考慮でき

るので、上半分のみを計算範囲とし、図 D-1-3 の計算格子を作成した。図 D-1-3 の計算格

子数は 15074 である。なお、CFD ソフトには Fluent を使用した。 

数値解析中の弁操作方法として、2種類の数値解析を実施する。まず初期条件から、弁が

全開となっているケースである。もう 1 ケースは、初期条件として弁が閉じているが、時

間が経過するとともに徐々に開く場合である。 

数値解析は、圧縮性 Navier-Stokes 方程式(エネルギー、運動量、質量の保存式)を支配

方程式とし、連成させて解く。支配方程式を有限体積法により空間的に陽的に離散化する。

時間の離散化には、陽解法を用いた。管と管内酸素ガスのエネルギー輸送には、壁関数を

使用する。管と外部空気のエネルギー輸送は自然対流伝熱が支配的と考え、自然対流伝熱

係数を 6 W/m2-K とし、算出する。なお、流れの粘性モデルには Spalart-Allmaras モデルを

用いた。 

物性値は、表 D-1-2 のように入力する。酸素ガスの密度は理想気体の状態方程式、酸素

ガスの比熱、粘性係数、熱伝導度は温度の多項式関数(4 次)とした。管材質は、金属材料

(SUS316, Cu)あるいは有機材料(PTFE)を想定する。また、管から放熱がなく断熱状態とし

た場合の計算も実施した。 
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1000 2180

※単位mm
※※本報告書の圧力は、記載
ない限りすべて絶対圧力表記

1000

φ
10

00

初期条件：管内酸素ガス
　　　　　圧力40MPa、ガス温度25℃

初期条件：管内酸素ガス
　　　　　圧力0.101MPa、ガス温度25℃

外部温度25℃

φ
7.

2

φ
10

.9

管

3.2

3.
2

高圧側 低圧側

管3.
2

高圧側 低圧側

管

弁径が管内径と同じ場合
(全開時の状態)

弁径がφ7.2mmの場合
(全開時の状態)

管閉端部近傍

 

図 D-1-2  代表的な解析系の断面図 

 

管

管内

c)b)

a)

 

図 D-1-3  計算格子; a)計算格子全体: b)弁近傍拡大図: c)管閉端部近傍拡大図 

 

 

表 D-1-2 物性値 

 密度 (kg/m3) 
比熱 

(J/kg-K) 

熱伝導度 

(W/m-K) 

粘性係数 

(kg/m-s) 

Oxygen 

SUS316(管) 

Cu(管) 

PTFE(管) 

ideal gas equation 

7930 

8880 

2150 

Polynominal※

550 

386 

1000 

Polynominal※ 

16.3 

398 

0.25 

Polynominal※ 

- 

- 

- 

※Cp(Oxygen) =811.2+0.4108*T -1.751*10-4 *T2 +3.758*10-8*T3 -2.774*10-12*T4 

λ(Oxygen) =3.922*10-3 +8.081*10-5*T -1.354*10-8*T2 +2.220*10-12*T3 -1.416*10-16*T4 

μ(Oxygen) =7.879*10-6 +4.925*10-8*T -9.852*10-12*T2 +1.527*10-15*T3 -9.426*10-20*T4 
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○実際の発火現象の確認 

断熱圧縮によるポリマー材料の発火現象を確認するため、発火試験を実施した。試験装

置の概略図を図 D-1-4 に示す。試験装置はバッファータンク、高速作動弁、測定配管、測

定部等で構成される。バッファータンクに管、高速作動弁、測定配管が接続されており、

高速作動弁の下流側の測定配管先端に測定部を接続する。測定部にはデッドエンドスペー

スとして管閉端が存在する。管閉端には、ディスク形状(φ5.7 mm、厚み 2mm)のポリマー材

料サンプルが設置される。高速作動弁の上流側には高圧、常温の酸素ガス、下流側には常

圧、常温の酸素ガスを充填し、その状態から高速作動弁を作動させ、サンプル発火の有無

を評価した。ポリマー材料には、PTFE と Nylon6,6 を使用した。バッファータンク、測定部

および測定配管は、試験時にはヒータ等で 30 ℃の温度に保持する。なお、酸素ガスは市販

の工業用酸素ボンベ(酸素濃度 99.5 vol%以上)を用いる。 

酸素ガス
圧力10,20,25 MPa
温度30 ℃

初期条件: 酸素ガス
圧力0.1 MPa
温度30 ℃

初期条件:

600 mm 1140 mm

Φ5.7 mm(厚み2.4 mm)

バッファー
タンク
3000cm3

15A sch80管

高速
作動弁

※長さ単位：mm
圧力はゲージ圧表記

ポリマー
サンプル

2 mm

 

図 D-1-4  材料発火試験装置 

 

○文献データの収集・評価、酸素関連の規格・基準類調査 

酸素雰囲気中における、種々の安全性評価試験が世界中で実施されてきた。試験方法や

文献データに関する知見を入手・分析し、設計指針に反映させることを目的に、文献デー

タの収集・分析を実施する。得られたデータは、高圧酸素供給システムの設計指針を作成

するための基礎データとなる。また、海外で発行されている、酸素システムの標準試験方

法、材料選定方法、高圧酸素ガス配管の設計指針などを調査し、内容を整理する。 
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３． 研究結果と考察 

○高圧酸素中の自然発火温度の測定 

酸素雰囲気で使用されるパッキン材料を中心に、4種類の有機材料について試験を実施し

た。酸素雰囲気中の自然発火温度測定結果を図 D-1-5 に示す。自然発火温度は、雰囲気圧

力 1.0 MPa 条件下では PTFE>PCTFE>NBR>FPM、高圧雰囲気条件下では PTFE>PCTFE>FPM>NBR と

いう順であった。PTFE は も自然発火温度が高く、酸素雰囲気中での発火危険性が低いこ

とが分かった。 

自然発火温度に対する圧力依存性は、有機材料により異なった。雰囲気圧力の増加とと

もに、PTFE の自然発火温度は若干高くなり、FPM の自然発火温度は若干低下する傾向であ

った。NBR では、ある雰囲気圧力条件から急激に自然発火温度が低下する傾向が示された。

自然発火温度に対する圧力依存性が有機材料により異なることは、高圧雰囲気で酸素供給

システムを設計する際に注意すべき事項である。NBR は高圧酸素供給システムでは推奨され

ない。 

100

200

300

400

500

0 10 20 30 40 50

発
火

温
度
[
℃
]

雰囲気圧力[MPa]

3mm角試料(PCTFE)

 powder(PCTFE)

3mm角試料(PTFE)

 powder(PTFE)

3mm角試料(FPM)

 powder(FPM)

3mm角試料(NBR)

 powder(NBR)

 

図 D-1-5  酸素圧力と自然発火温度の関係 
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○断熱圧縮現象のシミュレーション解析 

断熱圧縮現象によるガス温度上昇を抑制する方法として、弁をゆっくり開けることが従

来から知られている。弁開時間を変更して数値解析を実施した結果を図 D-1-6 に示す。こ

の図は、各時間において も酸素ガス温度が高くなる値をプロットしたものである。弁開

時間が長くなると、管内ガス温度の 高値は低下し、さらに 高値に到達する時間が長く

なる傾向であった。弁開時間を制御することは、発火危険性を低減させる効果があること

が分かるとともに、弁開時間の効果について定量的に把握できた。 
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図 D-1-6  

管内ガス 高温度挙動  [管内径:φ10.9mm、弁から閉端までの長さ:2180mm、 

弁内径:φ7.2mm、管材質:SUS316、高圧側圧力:40MPa] 

 

管材質のみ変更した場合の数値解析結果を表 D-1-3 に示す。管材質を熱伝導率が小さい

材質に変更すると、管内ガス温度の 高値、管内壁温度の 高値はともに高くなる傾向で

あった。管内がより断熱状態に近くなったためと考える。熱伝導率が小さい有機材料は、

高圧酸素供給システムの管材質としては推奨されない。を使用すると、システムの発火危

険性が増すことが分かった。 

 

表 D-1-3 管材質の影響 

 

[管内径:φ5.7 mm、管厚み:2.4 mm、弁内径:管内径、弁開時間：0 s] 

Dimension 初期条件 計算結果 

弁-閉端部長さ 
L(mm) 

管材質 
高圧側 
圧力(MPa) 

管内ガス温度
高値(℃) 

管内壁温度 
高値(℃) 

Cu 1277 30 

SUS316 1343 54 

PTFE 1579 262 
1140 

断熱壁 

40 

2017 － 
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図 D-1-2 の解析系の管閉端部に管径よりも大きい管(以降、大径管と記載)を設置した場

合について数値解析を実施し、大径管を設置しない場合と比較した。計算結果を表 D-1-4

に示す。大径管を管閉端部に設置すると、管内ガス温度の 高値は大径管の径、長さに関

わらず、大径管を設置しない場合より大幅に低下することが分かった。大径管を設置する

ことにより、管閉端部付近のガス混合が促進されるためと考える。しかし、大径管を管閉

端部に設置すると、管閉端部近傍の管内壁温度の 高値は、設置しない場合より低下する

とは限らず、管内壁温度を低減するためには、大径管の径と長さに適正値があることが分

かった。ガス混合促進によるガス温度低減の効果と、大径管での衝撃波の反射によるガス

温度上昇の効果に起因すると考える。管閉端部を適切に大きくし、ガス混合を促進すれば、

断熱圧縮による発火危険性を低減することが可能と考える。 

表 D-1-4 大径管設置時の影響 

[管内径:φ10.9 mm、管厚み:3.2 mm、弁径:φ7.2 mm、弁開時間：0 s] 

Dimension 計算結果 

弁-閉端部 

長さ L(mm) 
管材質 

大径管径 d1
(mm) 

大径管長さ l1 

(mm) 

管内ガス温度 

高値(℃) 

管内壁温度

高値(℃)

大径管なし 1281 54 

14.1 100 1126 54 

50 788 62 

100 881 48 17.3 

200 1099 51 

2180 SUS316 

23.7 100 709 58 

※d１および l1は右図の管閉端部の管径と長さである。 

 

 

 

○実際の発火現象の確認 

表 D-1-5 に材料発火試験結果を示す。本発火現象は、断熱圧縮によって高温となった酸

素ガスからサンプルに伝熱し、サンプル温度が徐々に上昇していき、他の着火源がない状

態で、サンプルが自然発火すると考えられる。したがって、サンプルが発火する直前の温

度は、自然発火温度に近いと考えられる。PTFE と Nylon6/6 の自然発火温度は、それぞれ約

420 ℃、約 200 ℃であり、酸素圧力依存性もない。自然発火温度の違いにより、試験結果

が異なったと考えられる。断熱圧縮による発火現象は自然発火温度で評価可能である。 

 

表 D-1-5 材料発火試験結果 

圧力 10MPa 圧力 20MPa 圧力 25MPa 
サンプル種類 

試験回数 発火回数 試験回数 発火回数 試験回数 発火回数

PTFE 

Nylon6/6 

25 

25 

0 

0 

25 

25 

0 

0 

25 

26 

1 

13 

φ
10

.9

Φ
d 1

l1

φ
10

.9

Φ
d 1

l1
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○酸素関連の規格・基準類調査 

American Society for Testing and Materials(以下、「ASTM」と記す)では、酸素システ

ムの標準試験方法や材料選定方法に関して、標準指針を提示している。現在までに標準化

されている主な指針を調査した。また、高圧酸素ガス配管の設計指針として、欧州には

European Industrial Gases Association(以下、「EIGA」と記す)が発行している“Oxygen 

Pipeline Systems”があり、米国には Compressed Gas Association(以下、「CGA」と記す)

が発行している“Industrial Practices for Gaseous Oxygen Transmission and Distribution 

Piping Systems”(旧基準)があり、高圧酸素供給システムを設計する際に活用できるので、

内容を調査し、分析した。ともに現行の業界慣行の要約が記載されている。 

 

○文献データの収集・評価 

主なデータ収集項目を表 D-1-6 に示す。得られたデータを、高圧酸素供給システムの設

計指針を作成するための基礎データとした。 

 

表 D-1-6 データ収集・分析内容 

データ種別 概要 データ例 

有機材料の発火現象
データ 

有機材料の酸素雰囲気中の
発火性に関するデータ 

・酸素雰囲気中の自然発火温度測定データ 
・燃焼熱量の測定試験データ 
・酸素指数の測定試験データ 

金属材料の発火・燃
焼現象データ 

金属材料の酸素雰囲気中の
発火・燃焼性に関するデータ

・促進燃焼試験データ(圧力しきい値など) 
・自然発火温度測定データ 

断熱圧縮現象データ 
断熱圧縮による酸素ガスの
温度上昇や有機材料の発火
条件などのデータ 

・断熱圧縮時の温度・圧力の測定データ 
・各種パッキンの発火頻度測定データ 

微粉衝突発火現象デ
ータ 

微粉が衝突する際の発火条
件データ 

・微粒子衝突時の発火条件データ 

機械衝撃発火現象デ
ータ 

機械衝撃によって発火する
条件データ 

・材料の機械的な衝撃に対する相対的な感度デ
ータ(液体酸素中、および酸素ガス中) 

摩擦発火現象データ 
金属間の摩擦によって発火
する条件データ 

・金属材料間に摩擦を起こさせた場合の、金属
材料発火条件データ 

高速粒の発火現象デ
ータ 

高速での粒子衝突による発
火現象データ 

・金属や非金属粒子が高速で標的に衝突する時
の発火条件データ 

オイルなどの不純物
燃焼現象データ 

オイルなど不純物の酸素雰
囲気中の発火・燃焼性に関す
るデータ 

・オイル類の各濃度における発火条件データ 
・オイル類の機械衝撃試験データ 
・オイル類の断熱圧縮試験データ 

洗浄データ 
酸素配管などの洗浄方法や
洗浄度に関するデータ 

・不純物残渣試験データ 
・表面清浄度試験データ 
・水溶性洗浄剤の洗浄結果データ 

各機器の設計データ 
各機器に関する評価試験デ
ータ 

・バルブなどの機器における断熱圧縮試験デー
タ 
・バルブなどの機器評価試験データ 
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○ 終成果 

(高圧酸素供給システムの設計指針) 

以下にその目次とその概要について記載する。 

①適用 

本指針の適用範囲について規定する。具体的には、設計圧力：0.2～35MPa、設計温度：

-15～200℃(炭素鋼の場合、150℃まで)、酸素濃度：35％以上、露点(大気圧)：-30℃以下

である。 

②設計の基本 

高圧酸素供給システムを設計する際に遵守すべき、基本的な事項について規定する。 

③材料 

金属材料と非金属材料について設計上の留意点を規定するとともに、推奨材料を規定す

る。 

④設計 

流速制限が規定されている配管部品等の材料は表 D-1-7 の通りである。配管類、バルブ

類、機器類、継手類、システム配管の各部品について、設計上の注意点などを規定する。 

 

 

表 D-1-7 金属材料の流速制限の有無 

材料の種類 流速制限 

ステンレス鋼 

炭素鋼 

Ni および Ni 合金 

銅および銅合金 

あり 

あり 

一部あり 

なし 

 

⑤洗浄 

洗浄方法を規定するとともに、洗浄度レベルやその検出方法について規定する。 

 

(高圧ガスデータベースの構築) 

本研究テーマで得られた研究成果を、工学基盤データとして広く産学官で使用できるよ

うにするため、平成 14 年度より開発している超臨界データベース上に高圧ガスデータベー

スを構築した。本超臨界流体データベースは、産官学が利用できる、汎用性が高く、実用

的な化学物質リスク削減技術に資する貢献度の高いデータベースとすることを目的として

おり、インターネット上の Web サーバにアクセスし、プラウザを使用して閲覧できるシス

テムを開発している。高圧ガスデータベースの対象は、酸素供給系の設計、操作、保守に

携わる人を想定している。 
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高圧ガスデータベースにアクセスすると、図 D-1-7 のトップページが表示される。トッ

プページには、本データベースの内容、出力項目など基本的な事項が記載されている。 

高圧ガス関連データベースには、高圧酸素安全性評価データ、酸素関連海外規格・基準

類データ、高圧ガス関連事故事例データ、および高圧ガス関連法律データの 4 データ群が

含まれている。高圧酸素安全性評価データは、国内外で実施された高圧酸素雰囲気の安全

性評価試験について試験データをまとめたものである。酸素関連海外規格・基準類データ

は、海外で発行されている酸素関連の規格・基準類の一部を整理したものである。高圧ガ

ス関連事故事例データは、国内および海外で起こった高圧ガス関連の事故事例を整理した

ものである。高圧ガス関連法律データは、高圧ガス保安法、労働安全衛生法、消防法など

高圧ガス関連の法律データに関して、各法律リスト、許可申請などの法令手続きを整理し

たものである。 

個別のデータには、試験方法、材料、圧力などのデータ項目が割り当てられているので、

データ項目で検索しやすくなっている。 

 

 

図 D-1-7 高圧ガスデータベースのトップページ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 156

○成果の意義 

本研究テーマの研究成果である高圧酸素供給システムを使用して、下水汚泥の SCWO によ

る分解処理を実施する場合、期待される省エネルギー効果を算出すると表 D-1-8 となる。

酸化剤として空気を使用する場合と比較した。酸化剤として空気を用いる場合、余分な窒

素も圧縮昇温する必要があるため、エネルギーロスがある。また設備も大きくなりイニシ

ャルコストも高くなる。人口数十万人規模の下水汚泥処理施設を想定すると、必要酸素量

は約 1000 Nm3/h であり、酸素を使用する場合の省エネルギー効果は約 1187 kW の削減とな

る。 

本研究成果で得られた高圧酸素供給システムの設計指針を利用すると、安全に酸素を供

給することが可能である。超臨界条件下での高圧酸素の取り扱いに関する設計基準を整え、

それらが公に認知されれば、超臨界条件下での高圧ガス取り扱いにおける安全性と経済性

の向上が図れ、超臨界利用技術を広範な産業分野で求められている環境負荷低減技術とし

て利用促進することができる。 

表 D-1-8 エネルギー比較 

 空気 酸素 

圧縮機動力(kW) 

昇温エネルギー(kW)*1 

製造エネルギー(kW) 

2000 

324 

－ 

71 

66 

1000 

合計(kW) 2324 1137 

※1   7 割の熱を回収したとして計算 
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４． 結言 

本研究テーマの研究成果をまとめると、以下となる。 

○高圧酸素中の自然発火温度の測定 

・酸素雰囲気で使用されるパッキン材料を中心に酸素雰囲気中の自然発火温度を測定した

結果、PTFE は も自然発火温度が高く、酸素雰囲気中での発火危険性が低いことが分かっ

た。 

○断熱圧縮シミュレーション解析 

・実際の弁開操作を模擬するために、CFD 上で弁開操作をプログラムし、数値解析した結果、

弁開時間を制御することが、発火危険性を低減させるには効果があることが分かるととも

に、弁開時間の効果について定量的に把握できた。 

・管閉端部を適切に大きくし、ガス混合を促進すれば、断熱圧縮による発火危険性を低減

できるという知見が得られた。 

○酸素関連の規格・基準類調査、文献データの収集・評価 

・ASTM 標準指針、EIGA 指針、CGA 指針について調査し、高圧酸素を安全かつ経済的に供給

するための基礎データを得た。 

・酸素雰囲気中における、安全性評価試験データに関してデータ収集・分析を実施し、高

圧酸素供給システムの設計指針を作成するための基礎データとした。 

○ 終成果 

・得られた研究成果を元に、高圧酸素供給システムに対する設計指針を作成した。 

・高圧酸素供給システムに対する設計指針の基礎データに、文献データ、法律データを追

加、整理するとともに、超臨界データベース上に高圧ガスデータベースを構築した。 

 

 

(終了後の展開) 

本プロジェクトで得られた研究成果により、安全性を考慮した高圧酸素供給システムが

確立でき、実用化されつつある SCWO プロセス等への応用展開が可能となったと考える。 

工学基盤として高圧ガスデータベースを構築したが、高圧酸素雰囲気での安全性評価デ

ータをまとめ、データベースにした例は世界的になく、有用なデータベースである。JIGA(日

本産業ガス協会)等の関連機関への本研究成果の PR を実施するとともに、本研究成果の利

用促進を図る。 
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(本研究成果の利用) 

本研究成果の波及効果として、酸素(20～35MPa)の高圧容器充填方法への活用が考えられ

る。近年、医療用酸素容器は高圧化が要求され、20MPa 充填が増加している。また、欧州に

おいては 30MPa 充填の動きもある。本研究成果で得られた設計指針を利用することにより、

安全な容器充填が可能となる。 

半導体の分野において、クリーニングガスとして大量に使用されている NF3等の安全性が

近年問題となっている。NF3は支燃性ガスであるので酸素と同様の挙動を示す。本研究成果

で得られた安全性評価データを活用することにより、NF3の安全性を評価することが可能で

ある。 

また、事故原因の究明や予防保全対策などに本研究成果を利用可能である。 

 

(目標の達成度) 

本研究テーマに関して、基本計画書内容には、 

「ロ．超臨界流体の工学基盤に関するデータの取得と収集 

・高圧ガス供給システム安全技術に関するデータベース構築を行う。」 

と記載がある。研究成果として、高圧酸素供給システムの安全技術に関して工学基盤デー

タベースを構築するとともに、超臨界水酸化反応条件下において高圧酸素を安全かつ経済

的に供給するためのシステムの設計指針を提案し、目標通り達成した。 
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2-D.基礎基盤技術の開発 

2-D-(2).超臨界水還元性雰囲気下に適した装置材料の選定技術開発 

  実施企業  三菱マテリアル株式会社 

      協力大学 東北大学 

 

５． 研究概要 

１.１ 研究の概要および経緯 

本テーマは、超臨界水の持つ特性を生かしたこれら重質油の軽質化・クリーン化プロセ

スを想定プロセスとし、還元性プロセスの実用化に不可欠であり、かつこれまで研究事例

がほとんどなかった還元性の環境における材料の腐食性挙動を調査し、還元性雰囲気に適

した装置材料の選定指針を作成することを目標として基礎基盤技術の開発を行った。 

 

１.２ 背景・本研究の意義 

 石油代替エネルギー供給源の確保、およびエネルギー供給源の多様化は 重要課題

であり、その中で重質油等の低品位未利用資源の活用が必要不欠となってくる。このよ

うな情勢下、環境に有害な有機溶剤等を使用しない低環境負荷プロセスとして、超臨界

水による未利用重質資源の軽質化・クリーン化プロセスに期待が集まっている。一方、

超臨界流体に関する工学基盤の蓄積は十分には行われておらず、工業化促進のために工

学基盤の確立が上記プロセスの開発と合わせて必要である。 

超臨界水環境下での材料の耐食性に関する研究は、これまでその多くが、環境中に酸

素が十分に存在する、酸化性環境で行われてきた。これに対し、重質資源転換プロセス

などの未利用資源転換プロセスにおいては、原料の有機物質が加水分解・熱分解する際

に発生する水素ガスにより、低酸化性環境すなわち水素ガス分圧の高い環境となる。材

料の耐食性を左右する大きな要因の一つに、材料の表面に生成する酸化皮膜の挙動があ

るが、その挙動は酸化性環境と還元性環境では大きく異なることが予想される。プロセ

スの実用化には、装置に使用される材料の耐食性を確証し、使用する材料の経済性・安

全性を評価することが必要不可欠であるが、還元性環境における腐食挙動の研究はほと

んど行われていないのが実状である。 

重質資源の軽質化を伴う未利用資源有効利用プロセスにおいては、反応によって生成

した水素ガスにより還元性雰囲気になる。超臨界水の持つ特性を生かしたこれら重質油

の軽質化・クリーン化プロセスを想定した環境において、構造材料として考えられる材

料の耐食性を低酸化性および還元性雰囲気において、材料腐食評価試験および応力腐食

割れ評価試験を行い、 終的に材料の評価マトリックスを構築し、装置構成材料の選定

指針の確立を行うことにより、基盤技術の確立を行うことを目的とする。 

 

 



 160

具体的には、腐食速度評価試験および応力腐食割れ感受性評価試験のための試験設備

を整備し、想定環境を模擬し、pH、アニオン、水素ガス分圧などのパラメーターが材料

の耐食性に与える影響を評価した。 

 

 １.３ 事業の目標 

 （目標） 

 将来有望な未利用資源である重質油のクリーン化および工業原料化を目指し、超臨界水

を用いた重質油の軽質化・クリーン化プロセスを想定プロセスとした超臨界水環境および

超臨界水還元性環境における材料腐食評価、応力腐食割れ評価マトリックスの構築を行い、

超臨界プロセス設計における反応容器などの装置構成材の材料選定指針の確立に関する

工学データの取得と工学基盤化を図ることを目標とした。 

（目標の妥当性、設定理由、根拠等） 

 重質油等の未利用資源を想定プロセスとした超臨界水中の反応雰囲気は、反応によって

生成した水素ガスにより低酸素ポテンシャル環境であるため還元性雰囲気になる。このよ

うな還元性雰囲気における装置材料の腐食現象の解明が必要不可欠であるが、これらの研

究は国内外を問わずほとんど行われていないのが現状である。そこで、低酸化性および還

元性雰囲気において、既存の材料の材料腐食評価試験および応力腐食割れ評価試験を行い、

評価マトリックスを構築し、反応容器などの装置構成材料の選定指針の確立を行い、工業

化促進のための工学基盤の確立を行うものとする。 

 設定した目標を以下に示す。 

 

 「 終目標」 

  ・超臨界水環境および超臨界水還元性環境における材料腐食評価、応力腐食割れ評価

マトリックスの構築を行い、反応容器などの装置構成材の材料選定指針の確立を行う。 
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２．研究方法 

平成 12 年度から平成 16 年度まで主に二つの腐食試験（腐食速度評価試験、応力腐食

割れ感受性評価試験）を中心に研究を行ってきた。腐食速度評価試験では、バッチ式お

よび流通式試験装置を用いて、低酸化性および還元性環境における Fe 基合金および Ni

基合金の腐食挙動を、pH 、アニオン種、水素分圧等の影響について評価した。応力腐食

割れ感受性評価試験では、流通式低歪み速度試験（SSRT）装置を用い、pH、アニオン濃

度、水素分圧について、応力―歪み曲線の測定、試験後の試料の表面観察を行うことに

よりその影響を評価した。 

 

設定した研究課題を以下に示す。 

ａ．腐食速度の評価 

低酸化性および還元性超臨界水中での Fe 基および Ni 基合金の腐食挙動を調べ、そ

の腐食速度を評価することで、想定しているプロセスの構造材料として使用しうる

かどうかについて評価を行う。特に Ni 基合金に比べ経済性の点から安価な Fe 基合

金については、使用可能な環境条件を明確化することにより、反応容器などの装置

構成材の材料選定指針の確立を行い、プロセスの実用化促進を図る。 

 ｂ．応力腐食割れ感受性の評価 

低酸化性および還元性超臨界水環境中でのSUS316鋼およびNi基合金の応力腐食割

れ感受性評価を行い、材料の選定の際、 も重要な要因となる応力腐食割れ挙動の

把握を行う。このことにより、反応容器などの装置構成材の材料選定指針の確立を

行う 

 

試験は腐食速度評価のためのバッチ式および流通式試験装置と、応力腐食割れ感受性評

価のための流通式低歪み速度試験（SSRT）装置を用い、環境影響因子のうち主に温度、pH、

アニオン濃度、水素分圧等についてその影響を評価した。試験後の試料については、走査

電子顕微鏡（SEM）、X線回折装置（XRD）、電子線マイクロアナライザ（EPMA）等を用い皮

膜の形状、組成等について分析を行った。 
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３．研究結果と考察 

３.１ 研究成果の概要 

（1）腐食速度評価試験 

腐食試験材は市販の Fe 基合金 6種（2.25Cr-1Mo 鋼、1Cr-0.5Mo 鋼、0.5Mo 鋼、SUS304、

SUS316、SUS347）と Ni 基合金 5種（Alloy625、HastelloyC-276、HastelloyB-2、MC Alloy、

MAT21）、の計 11 材種を用いた。試験片の形状は、30×15×3mm の板状の試験片を用い、

表面をエメリー紙＃1200 番まで湿式研磨した後、アセトンにて超音波洗浄、質量を測定

し、試験に供した。 

試験は主にバッチ式のオートクレーブ試験装置で行った。試験時間は 50～1000 時間と

し、試験前後の質量変化から単位面積あたりの重量変化量を求めた。また NaCl を添加す

ることにより、塩化物イオンの影響についても評価した。 

還元性雰囲気における材料腐食試験は、ギ酸（HCOOH）が 160℃以上の高温において CO2

と H2に分解する反応を利用し、ギ酸の添加量を変えることにより、環境中の水素分圧を

調整して行った。アルカリ環境での試験の場合、反応槽内に、規定のギ酸を入れ昇温し、

ギ酸を分解した後に、高圧ポンプにより NaOH 水溶液を反応槽内へ注入、25MPa まで昇圧

し、その環境での重量変化を測定した。 

試験後、試験片を光学顕微鏡観察、SEM 観察等することにより腐食形態の評価及び付着

生成物の評価を行った。 

まず還元性環境の結果を、純水環境、酸性環境、アルカリ環境の順に図.D-2-1、2、3 に

示す。これらの結果から、SUS316 鋼は、純水、酸性、アルカリ性どの環境においても、

水素分圧の増加に伴い、腐食減量が増加することが分かった。腐食速度の値としては、

酸性側の方が腐食速度は大きい。HCl 濃度 0.01mol/l で、水素分圧 3.6～6.3MPa の時、

耐食性があると認められている 0.15mm/year の腐食速度を超えている。アルカリ性環境

では、NaOH 濃度 0.5mol/l、水素分圧 3.6～6.3MPa において、0.15mm/year の腐食速度以

下となっており、一応の基準を満たしている。従って、腐食速度の点から言うと、アル

カリ側のほうが適用可能範囲は広いことが分かった。その他の鉄基合金、特に低合金鋼

については、還元性環境での腐食速度が 1.5mm/year を超えるものもあり、適用が難しい

と考えられる。Ni 基合金については、還元性環境下では、MC Alloy を除く他の合金につ

いて、腐食速度 0.15mm/year 以下となり、良好な耐食性を有している。しかし、MC Alloy

に関しては、酸性、アルカリ性いずれの環境においても、0.15mm/year 以上の腐食速度

を示し、耐食性に劣るという結果が出ている。図 D-2-4 に Ni 合金の HastelloyC-276（以

下、HC-276）と MC Alloy の試験後の試料について EPMA 分析を行ったものを示す。この

結果から、2 層構造を作っている皮膜の試料側の層の Mo の有無が大きく異なっていた。

Mo の効果については、Ni 基合金の不動態安定度や再不動態化能を高める効果があると言

われており、今回の結果においても、還元性の環境においてこの Mo の効果が表れている

と考えられる。 
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図 D-2-5 にアルカリ性における合金中の Mo 量と腐食速度との関係をまとめたものを示

す。 

これらの結果から、還元性環境においては、Mo が腐食挙動に及ぼす影響は大きく、

HC-276や MAT21のような Crと Moを同程度含む合金の耐食性が優れていることが示され

た。 

次に、低酸化性環境における pH の影響について評価した結果を図 D-2-6、7 に示す。こ

れらの結果から、SUS316 鋼は、HCl 濃度の増加につれて、腐食速度の増大が認められた。

アルカリ環境では、NaOH 濃度 0.2mol/l の時、大きな重量増加を示した。これは、金属

表面に厚い酸化皮膜が成長したためと考えられる。その時の皮膜の分析結果を図 D-2-8

に示す。皮膜は Cr,Fe,Ni の酸化物であり、ポーラスな皮膜を形成していることが分かる。

図 D-2-9 にアルカリ環境中で温度が腐食速度に及ぼす影響について調べた結果を示す。

亜臨界環境では、重量が減少し、超臨界状態になると重量が増加する傾向にあることが

分かる。Ni 基合金は今回の試験条件範囲内では大きな腐食減量は認められず、十分な耐

食性を有することが分かった。図 D-2-10 にアルカリ環境における試験結果を合金中の

Cr 含有量でまとめた結果を示す。この結果から、低酸化性環境においては、合金中の Cr

含有量が腐食速度を抑えるに効果的な元素であり、試験に供した合金の中では MC Alloy

の耐食性が も優れていたことが分かった。また、この傾向は酸性環境においても同様

である。 

腐食速度評価試験の結果について、特に環境によって使用範囲の限られる SUS316 鋼に

ついて、環境と使用可能範囲についてまとめたものを図 D-2-11 に示す。この結果から、

還元性環境の広い pH 領域において、SUS316 鋼の使用可能領域を図示することができ、

安価な鉄基材料の構造材としての使用を促進することが可能となった。このことはプラ

ントの実用化に際し、初期コストおよび運転コストの削減効果を与えると考えられる。 

また、還元環境及び酸・アルカリ環境では適用の難しかった低合金鋼（2.25Cr-1Mo 鋼

など）についても、超臨界純水環境中においては、十分な耐食性を示し、1000 時間まで

の長期試験を行った結果、時間とともに腐食速度が減少する傾向が認められた。環境は

限定されるが、低合金鋼の使用も可能であることを示唆することができた。 
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（２） 応力腐食割れ評価試験 

試験溶液を流通可能な低ひずみ速度試験（SSRT）装置を用いて行った。装置の概略フロ

ーを図 D-2-12 に示す。試験は、SUS316 鋼、および Ni 基合金（Alloy625、HastelloyC-276、

MC Alloy）の 4材種に関して行った。温度圧力条件は、400℃、25MPa を基本条件とした。

試験溶液は脱イオン水および HCl、NaOH 水溶液を用いた。HCl、NaOH 水溶液環境下で試

験を行う場合は、純水にて 400℃、25MPa まで試験槽内を加温加圧した後、試験溶液を試

験槽内に流通しながら試験を行った。還元性環境は、腐食速度評価試験と同様、ギ酸の

添加量を変えることにより水素分圧を調整し試験を行った。 

試験片はゲージ部長さ 20mm、直径 3mm の平滑丸棒試験片を用い、ゲージ部をエメリー

紙＃1200 番で研磨後、アセトンにて脱脂して用いた。ひずみ速度は、2.67×10-6s-1であ

る。 

各環境において、応力―歪み曲線を測定し、その曲線と試験後の試料の破断面の SEM

観察から、その環境における各材料の応力腐食割れ感受性の有無について評価を行った。 

低酸化性、酸性環境の SUS316 鋼の試験結果を図 D-2-13、その時の破面の SEM 観察写真

を図 D-2-14 に示す。黒線で示したのが純水中、400℃、25MPa で測定した結果であり、

この条件では応力腐食割れ感受性を示さない。しかし、溶液中に HCl 濃度が 0.001mol/l

存在すると、応力腐食割れ感受性が認められ、HCl 濃度が上昇するとその傾向は増大す

る。図 D-2-14 の破断後の試料観察から、この割れは粒内型の応力腐食割れ（Intergranual 

Stress Corrosion Cracking:IGSCC）であることが分かる。Ni 基合金についてもほぼ同

様の傾向を示した。1例として HC-276 についての SSRT 試験の結果を図 D-2-15 に、試験

後の試料の SEM 写真を図 D-2-16 に示す。HC-276 も SUS316 鋼と同様、HCl 濃度が

0.001mol/l から応力腐食割れ感受性を示しており、破面の形状から、粒内型の応力腐食

割れを示している。同様の試験を Alloy625、MC Alloy でも行った。結果、低酸化性含

HCl 環境において、Ni 基合金は合金中の Cr 量が増えるにつれて、応力腐食割れ感受性は

低減する傾向が認められた。合金中に Cr を 45％含む MC Alloy においては、今回の試験

条件内では、応力腐食割れ感受性を示さなかった。破面における IGSCC の破面比率を感

受性の指標として縦軸にとり、横軸に合金中のCr含有量をとりまとめたものを図D-2-17

に示す。この結果から、低酸化性酸性環境において、応力腐食割れ感受性の低減には Cr

量が効果的であり、ステンレス鋼と Ni 基合金を比較した場合においては、Ni 基合金の

方が応力腐食割れ感受性が低いと思われる。 
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含 HCl 環境で水素分圧を上げ還元性雰囲気にした時の SUS316 鋼の SSRT 試験結果を図

D-2-18 に、試験後の試料の SEM 写真を図 D-2-19 に示す。この結果より、水素の添加に

より、SUS316 鋼の応力腐食割れ感受性は低減し、低減効果を示す臨界の水素分圧は 0.05

～0.48 の間に存在する。本試験結果からは 0.01mol/l の HCl 濃度中では水素分圧を

0.48MPa 以上にすることにより、応力腐食割れの低減効果が得られると考えられる。水

素分圧 0.05MPa の時の割れ挙動は、低酸化性（水素添加無し）に比べて、粒界型の割れ

から、粒内型の割れに移行していることが分かる。同様に、Ni 基合金の中で も応力腐

食割れ感受性の高かった HC-276 の SSRT 試験結果を図 D-2-20 に、試験後の試料の SEM

写真図を D-2-21 に示す。この結果から、SUS316 鋼の場合と同様に、水素の添加により

応力腐食割れ感受性が低減したことが分かる。割れの挙動は、低酸化性の時と同様、粒

界型の割れ挙動を示している。臨界の水素分圧は SUS316 鋼に比べ、低く、0.05MPa の水

素分圧下でも応力腐食割れ低減効果が認められた。SUS316 鋼に比べ、Ni 基合金の方が少

ない量の水素添加で応力腐食割れ低減効果が現れることが分かった。 

含 NaOH 環境中、低酸化性環境における SUS316 鋼の SSRT 試験結果を図 D-2-22 に、試験

後の試料の SEM 写真を図 D-2-23 に示す。NaOH 濃度 0.001mol/l では、 大応力、 大歪

みが純水中に比べ、減少している。しかし、図 D-2-23 の破面の状態から分かるように、

破断面は滑らかで延性的に破壊しており、破面観察からは応力腐食割れ感受性は認めら

れなかった。ただし、試料側面には多数亀裂が認められたため、微小の環境の変化によ

り応力腐食割れを起こす可能性が大きいと考えられる。NaOH 濃度 0.01mol/l で、応力腐

食割れが認められた。図 D-2-24 にこの時の試料の切断、ｴｯﾁﾝｸﾞ後の写真を、図 25 にき

裂先端部の EPMA 分析結果を示す。図 D-2-24 から明らかなように、破断面は粒内型の応

力腐食割れを示した。また図 D-2-25 の EPMA 分析から、き裂先端部で酸素の存在が確認

されており、酸化が進んでいることが分かった。 

同じく含 NaOH 環境中、低酸化性環境における Ni 基合金の結果のうち、HC-276 の結果

を図 D-2-26 に、試験後の試料の SEM 写真を図 D-2-27 に示す。HC-276 は NaOH 濃度

0.001mol/l から応力腐食割れ感受性を示した。破面の観察から HCl 環境と同様の粒界型

の応力腐食割れを示していることが分かった。NaOH 濃度 0.01mol/l では、さらに感受性

が増し、8％程度の伸びで破断し、破断面はほぼ 100％粒界型の破面を示していた。含 NaOH

環境中、低酸化性環境におけるNi基合金のSSRT結果をまとめたものを図D-2-28に示す。

この結果から、Ni 基合金に関しては、HCl 環境中と同様に、合金中の Cr 含有量が増すと

応力腐食割れ感受性が低減していることが分かった。また微量の NaCl 添加によっても応

力腐食割れ感受性は増大するため、アルカリ環境での Ni 基合金の使用は、腐食速度的に

は大きな問題はないものの、応力腐食割れに留意すべきであると考えられる。 
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NaOH 環境でかつ水素添加による還元性雰囲気下における HC-276 の SSRT 試験結果を図

D-2-29 に、試験後の試料 SEM 写真を図 D-2-30 に示す。水素添加の効果は HCl 環境中と

同様、NaOH 環境中でも確認できた。 

試験後の試料観察結果からも、試料側面のき裂も消え、断面も延性的に破壊しているこ

とが分かる。 

後に、これらの SSRT 試験結果から、SUS316 鋼、ﾊｽﾃﾛｲ C-276 について、応力腐食割

れという観点から感受性の有る無しを pH と酸素ポテンシャルを軸とした領域で示した

ものを図 D-2-31、32 に示す。SUS316 鋼の試験結果には一部、東北大渡辺研で取得した

データも合わせて表示した。この結果から、還元性環境の広い pH 領域において、材料寿

命の大きな決定因子である応力腐食割れ感受性の観点から、SUS316 鋼の使用可能領域を

図示することができ、安価な鉄基材料の構造材としての使用を促進することが可能とな

った。このことはプラントの実用化に際し、初期コストおよび運転コストの削減効果を

与えると考えられる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 D-2-1 水素分圧と腐食速度の関係      図 D-2-2 水素分圧と腐食速度の関係 

（中性環境）                 （酸性環境） 
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図D-2-3 水素分圧と腐食速度の関係            図D-2-4 EPMA分析結果 

（ｱﾙｶﾘ環境）                （中性環境） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図D-2-5 合金中のMo量と腐食速度の関係     図 D-2-6 HCl濃度と腐食速度の関係 

（ｱﾙｶﾘ環境）                （酸性環境） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 D-2-7 NaOH 濃度と腐食速度の関係       図 D-2-8 SUS316 鋼の皮膜分析結果 
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図 D-2-9 温度と腐食速度の関係      図 D-2-10 合金中の Cr 濃度と腐食速度の関係 

（SUS316 鋼、ｱﾙｶﾘ環境） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 D-2-11 SUS316 鋼の使用可能領域 

（ｱﾙｶﾘ環境） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 D-2-12 SSRT 試験装置フロー図 
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図 D-2-13 応力―歪み曲線            図 D-2-14 試験後の試料 SEM 写真 

（SUS316 鋼、酸性低酸化性）                     (SUS316 鋼) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 D-2-15 応力―歪み曲線           図 D-2-16 試験後の試料 SEM 写真 

（HC-276、酸性低酸化性）                      （HC-276） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 D-2-17 含 HCl 環境中における応力腐食割れ       図 D-2-18 応力－歪み曲線 

感受性と合金中の Cr 含有量との関係           （SUS316 鋼、酸性還元性） 
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図D-2-19試験後の試料SEM写真           図 D-2-20 応力－歪み曲線 

（SUS316 鋼）             （HC-276、酸性還元性） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 図D-2-21 試験後の試料SEM写真図             D-2-22 応力―歪み曲線 

（HC-276）         （SUS316 鋼、ｱﾙｶﾘ性低酸化性） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 図 D-2-23 試験後の SEM 写真                 図 D-2-24 破面の分析 

（SUS316 鋼）               （SUS316 鋼、ｴｯﾁﾝｸﾞ後） 
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 図 D-2-25 き裂先端部の EMPA 分析結果          図 D-2-26 応力－歪み曲線 

（SUS316 鋼）         （HC-276、ｱﾙｶﾘ性低酸化性） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 図 D-2-27 試験後の試料 SEM 写真    図 D-2-28 含 NaOH 環境中における応力腐食割れ  

     （HC-276）           感受性と合金中の Cr 含有量との関係 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 図 D-2-29 応力―歪み曲線            図 D-2-30 試験後の試料 SEM 写真 

（HC-276、ｱﾙｶﾘ性還元性）                      （HC-276） 
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 図 D-2-31 応力腐食割れ感受性評価ﾏｯﾌ     図 D-2-32 応力腐食割れ感受性評価ﾏｯﾌﾟ 

（SUS316 鋼）                  （HC-276） 

 

３.２ 目標の達成度 

超臨界水環境および超臨界水還元性環境における材料腐食評価・応力腐食割れ評価マ

トリックスの構築、材料選定指針の確立を目的として試験検討を行い、 終目標を達成

することができた。以下に本研究の成果をまとめた。 

(1) 低合金鋼について 

腐食速度評価試験の結果から、酸性とアルカリ性の低酸化性から還元性までの環境に

おいて、いずれの条件でも大きな腐食速度を示し、構造材料の使用としては厳しいと

考えられる。しかし、純水環境における 1000 時間までの長時間試験ではよい耐食性

を示した。このため、不純物濃度の低い水供給系などの配管としては使用可能ではな

いかと考えられる。 

 

(2) SUS316 鋼について 

腐食速度評価試験の結果から、酸性環境において、低酸化性から還元性までの広い範

囲において、HCl濃度の増加、水素分圧の増加とともに腐食速度の増加が認められた。

アルカリ性環境においては、酸性環境と同等の傾向はあるものの、腐食速度の値その

ものはそれほど大きくなく、適用可能な範囲内であった。この結果をまとめ、SUS316

鋼の適用可能な領域を図に表し明確化した。低酸化性および還元性超臨界水プロセス

の構造材の一つとすることができた。 

 

(3) Ni 基合金について 

腐食速度評価試験の結果から、低酸化性環境では、酸性、アルカリ性環境における広

い環境条件において、よい耐食性を示した。低酸化性環境においては、特に合金中の

Cr 量が多い合金ほど耐食性がよく、本検討の中では MC Alloy の耐食性が も優れて

いた。還元性環境においては、合金中の Mo 量の少ない MC Alloy の耐食性が劣り、Cr

と Mo が同程度の Hastelloy C-276、MAT21 の耐食性がよく、推奨される。また還元性

環境に適した Cr、Mo の量を多くした新合金について、特許の出願を行った。 
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(4) 応力腐食割れについて 

MC Alloy を除く合金については、酸性、アルカリ性環境ともある濃度以上になると

応力腐食割れ感受性が認められた。低酸化性の環境においては、Cr 量の多い MC Alloy

が も安全性の高い材料と言うことができる。また、還元性環境においては、低酸化

性環境に比べ応力腐食割れ感受性が低減するという現象が認められた。この結果から、

還元性環境の超臨界水プロセスにおいては、酸化性環境に比べ、応力腐食割れの危険

性は減じるものと考えられる。また、酸性とアルカリ性とで比較した場合、Ni 基合

金の場合、アルカリ性環境における応力腐食割れ感受性が高い。このことから、実プ

ロセスにおいて、酸性となった環境をアルカリで中和する場合、特に注意が必要であ

ることが分かった。過剰のアルカリを投入した結果、環境がアルカリ性となり、応力

腐食割れが発生する可能性が増加することとなる。 

 

 ３.１.４ 成果の意義 

超臨界水技術は、有機廃棄物の処理、未利用資源の有効利用技術として注目されて

いるが、加熱器および反応器等の腐食が懸念されており、技術の実用化には体系的

な腐食現象の把握とメカニズムの解明が望まれている。この腐食現象の把握なくし

ては、プロセスの実用化は不可能と言っても過言ではない。超臨界水環境における

材料腐食に関しては、環境で言うと酸素を多量に含む酸化性環境、腐食の形態で言

うと、主に全面腐食の研究が実施されており、実規模装置の寿命要因となる応力腐

食割れについての評価は少なく、また還元性環境の腐食データはほとんどないのが

現状であった。 

本研究は、この還元性超臨界水環境における材料の腐食挙動を調べることを目的と

し、鉄基合金及び Ni 基合金の腐食挙動及び応力腐食割れ挙動について、研究を行っ

た。結果、還元性の環境におけるそれぞれの材料の腐食挙動が明らかとなった。こ

のことは、想定している重質油転換プロセスのみならず、全ての還元性環境となる

超臨界水プロセスにおいて、プロセスの実用化にあたり、構造材の選定の指針とな

るべきものを確立したこととなる。基礎基板研究として、大きな成果を挙げたと考

えられる。 
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３.１.４ PJ の基本コンセプトへの貢献度 

(1) 省エネ・CO2 削減効果 

未利用重質油転換プロセスでは、水を媒体として加熱エネルギーの回収リサイクル

や生成重質油を内部燃焼させ加熱に利用するなどのプロセス上の工夫ができること、

また、加熱に必要な 小限の重質油を内部燃焼し、油の回収率を高めることができる

ため、他のプロセスよりも製品利用率が高く、省エネとなることが期待できる。 

エネルギー量を重油換算すると、本プロセス、コーカープロセス、フレキシコーカ

ープロセスそれぞれ、43Ｌ／原料重油 t、63Ｌ／原料重油 t、116Ｌ／原料重油 t とな

る。 

CO2削減効果においては、本プロセスは、燃焼用燃料以外に利用できる油・ガス収率が

高いことから CO2 の削減に寄与できるプロセスとして期待できる。 

たとえば、重油処理量 90 万 t／年（石油精製プラント重油処理量で約 5 基分、国内

精油所の約 15％）に本プロセスが適用されると仮定すると、従来法を適用する場合に

比較して、年間約 57～64 万ｔの CO2 の削減が期待できると推算される。 

 

(2) 有害な化学物質削減 

本プロセスは溶媒として水のみを用いており、自然環境に適合しにくく有害物質と

なる有機溶剤や危険な有機ガスを使用しないことから、有害化学物質の削減に寄与す

るプロセスと期待される。また、重質油中から脱硫や脱金属を行え、燃料に使用され

た場合等の SOx の低減化や重金属の環境中への飛散防止等に寄与するものと期待され

る。 

溶剤脱歴プロセスの代わりに本プロセスを利用すれば、これらの溶剤の消費量の削

減が期待できる。たとえば、重油処理量 90 万 t／年（石油精製プラント重油処理量で

約 5 基分、国内精油所の約 15％）とすると、プロセス内溶剤量も含め、700～2000t／

年の化学物質削減が期待できる。 
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４．結言 

 ４．１ まとめ 

  本研究では超臨界水を利用した低環境負荷型のプロセスである重質油転換プロセスを

想定し、この環境における装置材料の選定指針の確立を 終目標とし、試験を行った。

プロセス環境に相当する超臨界水環境および超臨界水還元性環境において Fe基合金およ

び Ni 基合金について、材料腐食試験および応力腐食割れ感受性評価試験を実施した。結

果、それぞれの材料、また腐食形態に対し、指針となるデータを得ることができ、これ

を材料腐食データベースとしてまとめ、今後、全ての還元性環境における超臨界水プロ

セスの実用化において、これらデータを活用することが可能となった。還元性環境およ

び応力腐食割れのデータは世界的にも取得例が少ないため、世界的に価値の高い腐食デ

ータベースを確立することに大きく寄与することが可能となった。 

 

 

 

４．２ 実用化の見通し 

 研究成果の産業界における具体的利用のイメージとしては以下のようなものが挙げ

られる。 

① 当初の実用化想定プロセスである、未利用重質油転換プロセスにおける材料選定

指針、プラントの寿命に関する応力腐食割れ等の知見による実用プラントの設計。 

② 未利用有機物からの有用物回収などの還元性超臨界水環境における材料選定指針、

プラントの寿命に関する応力腐食割れ等の知見による実用プラントの設計。 

③ 材料ＤＢを活用した長期の耐食性予測（酸化物の溶解度等より） 

 （さらなるＤＢの機能拡張、データの拡充を国ＰＪで継続して行い、超臨界プロセス

実用化促進支援ツールとする） 
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ａ．産業技術としての見極め 

低酸化性及び還元性環境における超臨界水プロセスは、今後様々な有機物処理や材

料合成などの分野において有力な方法になると期待されるが、この環境下での材料の

腐食評価に関する試験データは、世界的にも例が無く、特にアルカリ環境における系

統だったデータの取得は本プロジェクトが 初といえる。 

本 PJ においては、数ある有機物処理プロセスのうち、未利用重質資源転換プロセス

を想定プロセスとし、低酸化性及び還元性環境における超臨界水中において、主要腐

食環境因子（ｐH、塩化物イオン、水素分圧など）について腐食試験を行った。その結

果、各環境におけるステンレス鋼、Ni 基合金の腐食速度、応力腐食割れ感受性の有無

などを明確にし、低酸化性及び還元性環境における構造材料選定指針を示すことがで

きた。 

これにより産業界において、低酸化性及び還元性環境における超臨界水プロセス開

発に着手するに当たり、プロセス構築の要の一つとなる材料選定に関し指標を提示し、

開発の効率化に寄与できるものと判断される。 

 

 

 

ｂ．実用化に向けての課題 

本プロジェクトの中では、低酸化性及び還元性環境における超臨界水下において、

主要腐食環境因子（ｐH、塩化物イオン、水素分圧など）について腐食試験を行い、腐

食速度、応力腐食割れ感受性の有無などを明確にし、これら超臨界水雰囲気下での材

料選定指針を示すことができた。この結果により、産業界において、低酸化性及び還

元性環境における超臨界水プロセス開発に着手するに当たり、プロセス構築の要の一

つである材料選定に関し指標を提示し、開発の効率化に寄与できる指針を作成できた。 

しかし、実際の様々な有機物処理や材料合成分野などのプロセスにおいては、本 PJ

で検討した腐食性因子以外の要因、あるいはそれらの複合的な環境要因等について、

腐食性評価を行う必要が出てくる。従って、個々のプロセスにおける適切な材料の選

定には、反応プロセス環境にできるだけ近い環境、あるいはそのプロセス中で材料試

験を実施することが必要である。本研究成果を踏まえ基礎的な材料選定を行い、目的

のプロセスを模擬した環境で腐食評価試験を行うとともに、パイロット規模の装置で

の腐食データの収集、蓄積を積み重ねていく方法が も信頼性も高く、かつ効率的で

あると判断される。また、腐食データベースの充実化を図るためには、国内外で計画

中あるいは進行中の亜臨界・超臨界プロセス開発プロジェクトとのリンクを図り、そ

こでの腐食データを蓄積することが重要と考えられる。 
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４．３ 波及効果（技術的・経済的波及効果、研究開発・人材育成の促進） 

低酸化性及び還元性環境下超臨界水においては、一般産業で用いられている構造材

料（ステンレス鋼、Ni 基合金）で装置材料を選定できる見通しが得られた。 

比較的安価なステンレス材料を利用できる範囲および耐食性材料の特性が明らかに

なったことにより、未利用重質資源の有効利用分野のみならず、低酸化性及び還元性

環境下超臨界水である、廃プラスチックの有効利用、有機化合物・無機材料の合成等

の分野においても、超臨界水プロセスを実用化する上で懸念されている材料腐食の抑

制、経済性の向上を高める材料選定の指針の見通しが得られた。 

また、超臨界雰囲気下での腐食に対して効果的な添加元素、割合などが判明したこ

とは、経済性、安全性を考慮した超臨界水プロセス用の新規材料開発の糸口となり、

今後、応力腐食割れ感受性等の材料強度面からの評価を行うことができれば、より精

度が高くかつ信頼性のあるデータの提示、材料の選定が可能となり、この方面の材料

開発研究者の意識を高めることに良い影響を与えているものと考えられる。 

 

 

 ４．４ 今後の展開 

 本研究の成果としては、世界的にも研究がほとんど行われていない還元性超臨界水環

境における構造材料選定の指針確立が挙げられ、また、構造材料幹事会の全体の成果と

して、世界初の超臨界データベースの立ち上げが挙げられる。 

還元性環境における成果は、当初の想定プロセスである未利用重質油の改質プロセス

の実用化開発に寄与するものである。具体的な応用プロセスとしては、他の国の機関で

進められている「石油精製系重質油の有効利用に関わる調査事業」や、 近、ある電力

会社で進められている「天然系未利用重質油の石油精製原料としての導入に関わる研究

開発」等に貢献できるものであり、それらの開発シナリオにしたがった実用化の方向性

が考えられる。 

さらに本成果は、酸素を添加しない超臨界水による有機物の分解や高付加価値プロセ

スにも活用可能であり、他の国の機関や大学等で進められているバイオマスの有効利用

プロセス開発等の実用化に添った実用化の方向も考えられる。 

 一方、データベース（ＤＢ）については、事業化・実用化への今後の有効活用という

観点から以下のような方向性が考えられる。 

本ＤＢは、既存の文献データおよび本プロジェクトのデータを格納し、また、酸化物

溶解度推算システムを提供することにより実環境条件の推定や表面酸化物の溶解度推算

などが行え、それらを腐食因子として実データを整理することも可能である。これら機

能によって、超臨界プロセスのＦＳ検討、設計における材料設計指針を得ることができ

るものである。  
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今後本ＤＢを充実したものとするための今後の課題としては、実環境（パイロットプ

ラント、実証プラントにおけるデータ）データの格納や個々の反応プロセスでの環境因

子の追加、保守支援のための予測機能等の機能の拡張等が挙げられる。これらの流れを

図 D-2-33 に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 D-2-33 腐食基盤技術の実用化の流れ模式図 
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（実用化）（実用化）

実用プラント
の材料選定・

設計支援

腐食基盤技術の実用化

基礎試験

【試験レベル】
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2-D.基礎基盤技術の研究（再委託大学の成果） 

2-D-(3). 超臨界流体中の合成反応技術における基礎物性に関する研究 

―超臨界流体中の臨界点近傍に於ける化学反応特性― 

                                                         近畿大学 
                                                       

＜緒言＞ 

 環境調和型工業技術として注目されている「超臨界流体利用合成反応技術」の実用化

には、いくつかの重要な研究課題が残されている。中でも、分子極性の小さな二酸化炭

素を反応媒体や反応基質として用いる場合に誘発される強い分子間の相互作用（親和

力）に基づいた溶解、会合、凝集、沈殿、析出等の物理的な現象は、化学反応系に複雑

な相挙動の変化をもたらし、反応速度及び反応選択性、更には、立体特異性に対しても

著しい効果を与えるものと考えられる。従って、超臨界二酸化炭素流体 (SCF-CO2) 中

での化学反応を取り扱う工業プロセスの開発においては、反応開始時、並びに、その進

行過程を通じて反応容器内で起こる相状態の変化をできるだけ正確に把握する事が必

須の条件になる。特に、 反応生成物の極性が出発物質に比べて著しく増加する場合や

SCF-CO2 に対する溶解度の小さな反応基質や触媒を使用する場合には、時々刻々と変化

する生成物の量に起因したエントレーナー効果も考慮しなければならなくなるし、更に、

生成物が高分子化合物となるような重縮合反応においては、分子量及びその分布という

物理化学的パラメータも関与して来る結果、より一層複雑になってくる。その意味にお

いて、SCF-CO2 中に於ける分子間の相互作用（親和性）を、簡便且つ的確に評価出来る

実験手法の確立は極めて重要な研究課題であると言える。 

本研究の目的は、超臨界流体を利用する有機合成反応プロジェクト推進の鍵と

なる反応特異性発現のメカニズムを解明し、それを誘発する温度・圧力・基質

濃度などの反応条件を適切に同定出来る実験手法（基盤技術）の確立にある。

平成 13 年度から平成 16 年度にわたる５年間では、超臨界二酸化炭素流体中で

の有機合成反応に誘発されてくる反応特異性のメカニズムを解析するための

基盤技術、即ち、臨界点近傍に於ける各種化合物に対する超臨界二酸化炭素流

体の親和性を適切に評価する次のような５種類の実験装置の製作と実験手法

について検討を行った。 

（１）回分式溶解度測定装置 

（２）透明石英管セルを用い平衡体積増加率を直接目視観測によって同定する装置

（３）臨界点近傍に於ける分子会合の評価する誘電特性測定装置 

（４）光散乱現象を利用して高圧気体の「密度揺らぎ」を定量化する実験装置 

（５）吊り下げ電極を持つオートクレーブによる分子間相互作用並びに相状態を評 

 価する実験装置 

（６）２室型オートクレーブを持つ精密高圧反応装置 

以下に、その成果の概要についてについて記述する。 

 

＜研究内容及び成果＞ 

（１）回分式溶解度測定装置による各種化合物の溶解度測定１） 

溶液中での合成化学反応の解析には、反応系中の相変化に関する正確な情報を

得ることが必要不可欠になる。特に、極性が小さく従って各種化合物に対する

溶解能が低い二酸化炭素を反応媒体にする場合には、このような基礎的なデー

タの集積がプロジェクトの成否を分ける決定的な要因になる可能性が高い。 

ここでは、超臨界二酸化炭素流体中での各種合成反応解析に必要な基礎データ、
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即ち、複数の反応基質（触媒を含めて）共存下での格成分の溶解度を精度良く

同定できる回分式溶解度測定装置の製作を行った。その模式図と写真を図 

D-3-1 に示した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 D-3-1 回分式溶解度測定装置のフローチャートと装置の全景 

 

 この装置の特徴は、回分式溶解槽を用いるために複数の成分間相互作用（エントレー

ナー効果など）を含めた真の溶解度データが得られること、また、別途に開発した石英

毛細管を通して二酸化炭素を漏洩させる流速制御装置２）と水銀を媒体としたサンプリ

ング方式との組み合わせにより、測定試料を採取する際に起こる圧力変化を 小限に押

さえることが可能になりデータの再現性が極めて改良されている点にある。 

 先ず、今回製作した溶解度測定装置による分析データの信頼性（精度）の検証が必要

になるが、 図 D-3-2 には、充填カラムを使用する従来の流通式溶解度測定装置によっ

て同定された単一成分の溶解度を用いて比較してある。 

 

図 D-3-2 回分式溶解度測定装置で得られたデータの比較とエポキシ化合物の溶解度 

に対する密度依存性 

 

 ナフタレン 3) に対する溶解度測定値の両者の比較に若干大きな差が見られるものの

スチルベン 4) 及び、パラキシレン 5) の場合では、ほぼ満足すべき結果になっているの
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がわかる。また、右側のグラフ には、現在、本プロジェクトの合成 WG で検討されて

いる環状炭酸エステルを合成する反応プロセス開発研究への寄与を目的にして実施し

た、プロピレンオキシドとスチレンオキシドの種々温度・圧力条件下に於ける溶解度測

定の結果を二酸化炭素の密度に対する依存性として整理してある。尚、プロピレンオキ

シドの溶解度測定に当たっては、これまで本プロジェクトの報告書 6) に記載されてい

る反応条件、即ち、20ml の容積のオートクレーブ中にプロピレンオキシド 4.0ml を採

り、温度・圧力を 100 ℃、12.0MPa に焦点を合わせて設定し、実験データの共有性に留

意した。 

ここに示されている実験結果で、特に、留意しなければならない点は、100℃ の

温度条件下の二酸化炭素には、例え 10MPa に加圧したとしても、100ml 当たり

数 mmol しかエポキシド化合物を溶かすことが出来ないと言う厳しい現実であ

る。即ち、今、100oC, 10MPa の条件下で 20ml 容量のオートクレーブを用い、

均一系（超臨界相）でスチレンオキシドの反応を実行しようとすると、24mg 

(0.2 mmol)以上のスチレンオキシドを使用することが出来ないことになる。特

に、触媒として更によう化ナトリウムのような無機化合物ヲ使用する場合では、

その溶解度が、1/100 以下になるので、反応基質量の設定は極めて重要な作業

になってくる。分子極性が極めて小さな二酸化炭素流体中では、反応容器内に

残存した過剰量の基質（触媒も含めて）がそのまま反応場になってしまい、得

られた実験データ（添加率や生成物収率）は必ずしも超臨界二酸化炭素流体の

効果を反映していないことになる。 

 

（２）透明石英管セルを用い平衡体積増加率の直接目視観測による同定７） 

オートクレーブ中で起こる反応基質の溶解度に基づいた相状態の変化につ

いて、より明確な情報を得る目的で、図 D-3-3 に示したような反応系全体を直

接目視観察出来る透明石英管(内径 2.0mm、外径 5.0mm、長さ 25.0cm)セルを製

作し、内部に注入した液体化合物の体積変化を目視計測する実験を行った。今

回製作したセルは、設計上 100oC までの温度条件下で測定可能である。図 D-3-3 

には、平衡体積増加率 (Q)の測定原理とこの透明石英管セルおよび装置の全景

写真を示した。また、図 D-3-4 には、この装置で測定したスチレンオキシド(左

側)およびメタノール(右側)の平衡体積増加率 (Q) の二酸化炭素密度依存性

に対する温度効果をまとめて示してある。 

ここで使用した体積増加率（Q-値)は、下式によって計算される。 

Q  =  h / h0 

但し、 h ：石英管に採取した測定試料（液体）の初期体積 

h0 : 増加して平衡状態にある測定試料（液体）の体積 

図 D-3-3 透明石英管セルと平衡体積増加率測定装置 
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図 D-3-3 透明石英管セルによる平衡体積増加率(Q) 計測の原理と装置の全景写

真 

 

 

図 D-3-4 二酸化炭素中でのスチレンオキシド(左側)およびメタノール（右側） 

の平衡体積増加率(Q)に及ぼす温度効果 

 

これら一連の実験結果の中で、特に興味深い点は、温度 40～43 oC 付近、密

度が 0.32～0.36(g/ml)の範囲での平衡体積増加率が、６倍から７倍にまで急

激に増加している事実である。即ち、透明石英管セル下部に存在しているスチ

レンオキシドは、状態図による定義上、明らかに超臨界領域にある二酸化炭素

との平衡状態にあり、従って、上層の超臨界二酸化炭素流体相と二相系になっ

て存在している。今、仮に、20ml 容量のオートクレーブ中に 3.0ml のスチレ

ンオキシドを入れて、40oC 、8.5 MPa に加圧して反応させようとした場合、

二酸化炭素を注入していく過程において反応容器内はすべてこの二酸化炭素

を溶解したスチレンオキシド相（下層）で満杯になってしまうはずである。す

なわち、もしも、このような反応条件を設定して化学反応を実行してしまった

場合、例え、目視可能なサファイアウインドウ付きのオートクレーブによって

「液面の消失」を確認出来たとしても、均一系超臨界二酸化炭素相（上層）が

反応場になっておらず、ここで得られた実験結果は、二酸化炭素によって高度
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（５倍以上）に希釈されたスチレンオキシドの液相反応ということになる。こ

のような視点に立って、既に公表されている研究論文の見直しを行ってみると、

超臨界流体の特異性を厳密に議論している例の極めて少ない事に気がつく。 

なお、このグラフに中の○で囲ってあるプロットの意味は、この圧力条件（密

度条件）までは、液相界面の存在が目視によって確認できた事を意味している。

即ち、通常、この時点よりも高い密度の二酸化炭素には完全に相互溶解して均

一溶液系になったと解釈されているが、これは、あくまで目視での判定であり

確実な証拠にはなり得ない。現在、分光学的に石英管セル中の基質濃度を走査

検出する装置の開発を行っている。右側のグラフには、比較のためにメタノー

ルに対して同様の実験を行った結果をまとめて示してある。 

以上、溶解度測定の実験結果と、透明石英管セルによる平衡体積測定結果から

超臨界二酸化炭素流体中で均一系の化学反応特異性評価を実現するため特に、

（１）反応温度・圧力条件下での各反応基質（出発物質、触媒、生成物）の溶

解度データを取得して、各々飽和溶解度以下の仕込み量に条件設定すること。

（２）透明石英管セルを用いて反応系の相変化をモニターする事が必要条件に

なるものと考えられる。 

 

（３）誘電特性による臨界点近傍に於ける分子会合の定量的評価７） 

一般に、物質は、電場の中に置かれると固有の極性（分子分極）に応じて配向

して電極間に静電的な電気容量を蓄積することが知られている。従って、その

程度の大きさは、物質自身が持つ荷電量（イオン）や極性の大きさ（永久双極

子モーメント）並びに電場の振動数に依存してくることになる。 

このような物質の基本原理を利用する、新しい誘電率測定装置の製作を試みた。 

図 D-3-5 には、自作した超臨界流体用ステンレス製二重円筒型セルと透明石英

管セルおよび誘電特性計測部の装置写真を示してある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 D-3-5 誘電特性測定用電極セルおよび装置の全景写真 

 

この超臨界流体測定用セルの容量は、513pF であり前述した森吉等８）のものに

比べて３倍近く大きなものであり、通常の液体試料に使用する白金製二重円筒

型セル（容量、5.8pF）の約 90 倍に相当している。 
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図 D-3-6 には、この装置を用いて二酸化炭素に対して行った測定結果をまとめ

て示した。 

 

図 D-3-6 二酸化炭素中の比誘電率(・r)(左側)および見かけの分子分極率(Pm)

（右側） 

の密度依存性に及ぼす温度効果 

一見して、右側の比誘電率実測データは、衝撃的である。なぜならば、ここ

10 年ほど、推測の域をでなかった臨界点近傍での二酸化炭素の誘電率の特異

的な挙動が実験的に観測できているからである。しかも、その挙動は、明らか

に測定温度に依存しており、より高温になるにつれて減少する相関を示してい

るように見える。大変興味深い結果である。また、二酸化炭素が示す誘電率は、

永久双極子モーメントに由来するものでなく、分極率（核四重極子モーメント）

に基づいたものであると考えられているので、

CO2 分子が右図のような強い会合状態にあって

相互作用をしているのであれば、それは、直ちに

何らかの形で分極率に反映されてくる可能性が

考えられる。 

この仮定を検証するために、Clausius-Mossotti 
の式９）を用いて分子分極率（Pm: molecular polarization）を計算し、二酸

化炭素の密度との相関を調べて結果を右のグラフに示してある。大変興味深い

ことに、臨界点近傍において観測される比誘電率の密度および温度依存性は、

分子分極においても見られ、しかも、その程度(臨界異常性)が 大値になる密

度は、高温度になるにつれて高密度側へシフトし、しかもその絶対値も減少す

る傾向を示している。この詳細なメカニズムについては現在検討中であるが、

いずれにしても、ここで表現されているモル分極の密度依存性こそ、長い間有

機合成反応の研究分野で求め続けてきた超臨界流体中の反応特異性を定量的

に評価するパラメータ（密度以外の）になるものと考えられ、今後、応用分野

への展開が大いに期待できる。 

 

（４）光散乱現象を利用する「密度揺らぎ」の定量化 11） 

本研究プロジェクトでは、前述したように「超臨界反応特異性は、密度揺ら
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ぎが 大になる温度・圧力・基質濃度条件の下で実現される。」という作業仮

説に基づいて進めてきている。 

図 D-3-7 には、高圧気体の密度揺らぎを定量的に評価する実験手法として、

今回開発に成功した光散乱現象を利用する装置の原理および装置の全景写真

を示した。 

 

 

 

図 D-3-7 光散乱現象を利用する装置の原理および装置の全景写真 

 

即ち、高圧仕様の光学セル中に二酸化炭素を導入して可視または紫外光線を

照射してこのとき起こる散乱現象を光度計で計測するものである。なお、装置

に関する詳細については、現在特許申請準備中のため割愛させて頂く。 

この装置の特徴は、一定周期(30sec)で透過光の強度を計測し、散乱光量を記

録するもので、図D-3-8 左側には、臨界温度よりも若干高い32.5 oC において、

二酸化炭素に対して実施した測定結果を一例と、右側のグラフには、各種温度

条件下で測定した二酸化炭素の吸光度の揺らぎ現象を記録紙上の振幅 (cm) 

で定量化して、測定圧力に対してプロットしたデータをまとめて示した。 

なお、ここでは、500nm の可視光線を使用し、その吸収強度を二酸化炭素の

圧力を増加させながら計測してある。 

 



 188

図 D-3-8 光散乱現象を利用する装置での測定例（左側；CO2, 32.5oC, 500nm） 

および密度揺らぎの圧力依存性に対する温度効果 

 

ここで得られた実験結果から次のような興味深い事実が明らかになってくる。

（１）一定温度条件下では、常に、揺らぎ幅が 大になる圧力（密度）領域が

存在している。（２）揺らぎが極大になる絶対値は、臨界点（31.2oC, 7.38MPa）

で 大になり臨界温度から遠ざかるにつれて小さくなる。（３）極大値を与え

る圧力は、温度の上昇につれて高圧側へシフトする。 

すなわち、揺らぎ振幅に対する温度

依存性については、臨界点近傍での強

力な分子間相互作用による会合現象を

仮定すると、うまく説明できるように

思われる。特に、臨界温度に近い 32.5 oC 

の測定で得られたピークの半値幅は、

±0.2MPa という極めて狭い圧力範囲

におさまっているのが分かる。この事

実は、とりもなおさず、前述した作業

仮説から、32.5oC で進行する化学反応

においては、7.4±0.2 MPa の、ピンポ

イント圧力領域でしか超臨界特異性を

発現出来ないことになってしまう。大変に重要な示唆であると考えられる。                  

 

図 D-3-9 光散乱と誘電率データ

との比較 

因みに、図 D-3-8(右側のグラフ)の誘電率測定で得られた極大値を与える密

度から変換した二酸化炭素の圧力値と温度を、光散乱測定の場合（図 D-3-8 の

右側）のそれらとの間の相関関係を調べてみると、図 D-3-9 のようになり、期

待通りの良好な相関性を示す事が明らかになった。 

 

（５）吊り下げ電極型オートクレーブによる分子間相互作用並びに相状態の評

価７） 

実際の有機合成反応実施を前提にして、誘電特性を用いる多成分系二酸化炭

素流体中の分子間相互作用及び相状態の変化を評価する実験手法につて検討

を行った。 

図 D-3-10 には、二酸化炭素流体中に双極子モーメントが非常に大きな化合

物である N,N-ジメチルフォルムアミド (DMF) を溶解させた二成分混合物系

の静電容量測定モデルを示した。 
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図 D-3-10 ジメチルフォルムアミド(DMF)・二酸化炭素混合系の静電容量測定

モデル 

 

このような、混合系内の２分子間では、DMF-DMF 、DMF- CO2 及び CO2- CO2 

の３種類の分子間相互作用が存在しているものと考えられる。今、仮に、DMF と 

CO2 の間で、図 D-3-10 に示すような DMF の双極子モーメントに基づいた電子

供与性相互作用よって分子間化合物（電荷移動型錯体）が形成されると、その

極性は単独分子の持つ極性よりも大きくなると予想されるので、両分子の等モ

ル混合物に於いて静電容量が極大になる相乗効果が観測されるはずである。 

以上のような研究戦略の基に、前年度製作した高圧気体用の誘電率測定装置

を改良して、図 D-3-11 に示したような「吊り下げ電極型のオートクレーブ」

を装着した誘電特性測定装置を開発した。 

 

 

図 D-3-11 吊り下げ電極による多成分系誘電特性測定装置 

この誘電率測定電極は、従来のものに比べて、次のような特徴を有している。

（１）オートクレーブの上部に電極が設置されているために下部に注入された

化合物（例えば、DMF ）は、上部に圧入されてくる CO2 に溶解しない限り静電

容量に大きな変化を及ぼさない。（２）下部のスペースに電磁撹拌機能を装着

しているために、多成分系二酸化炭素流体の平衡溶解状態の実現が容易なると

同時に、回転数による円心力に基づいた液界面（不均一系の場合）の上下動を

可能にし、その依存性によって、オートクレーブ内の相状態が均一相であるか

不均一相であるかの判定が可能になる。（３）原理的には、各種化合物の溶解

度並びに反応速度の in situ 解析が可能である。 

図 D-3-12 には、図 D-3-10 で想定した DMF 分子と CO2分子間の電荷移動型相

互作用の存在を検知する目的で行った実験結果を示す。 
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図 D-3-12 DMF / 二酸化炭素２成分系における静電容量の濃度依存性 

 

ここでは、液体二酸化炭素( 25.0oC) と DMF 混合物の濃度と静電容量との

相関関係を左側のグラフに、DMF に比べて、極性が遙かに小さく電子供与性の

弱いエーテル化合物のモデルとしてスチレンオキシドを選んだ場合の同様の

実験結果を左側のグラフに示した。２成分の混合割合は、vol.% で表示されて

あるが、50% 付近で明らかな正と負の相乗効果が観測されているのが分かる。

大変に興味深い実験結果である。 

後者においては、DMF の場合とは逆に負の相乗効果を与えている。この理由に

ついては現在検討中であるが、図 D-3-10 で示したように CO2 とスチレンオ

キシドとの分子間相互作用よりもスチレンオキシド分子同士の会合が優先的

に形成されるために、100% 濃度、即ち、純スチレンオキシド自体の静電容量

が会合によって見かけ上、高い値に見積もられてしまう結果、負の相乗効果を

示すのではないかと考えている。 

今回開発した「吊り下げ電極による誘電特性測定装置」には、電極の下部に電

磁撹拌出来る空間が有るためにオートクレーブ内全体が均一系になっている

かどうかの判定を撹拌操作の有無によって可能になる利点がある。化学反応を

含めてオートクレーブ中での超臨界流体の取り扱いには、常に、相状態に関す

る情報の収集が必要不可欠になるので、前述した透明石英管セルでの目視観察

とこの手法との併用によってより正確なデータの解析が可能になると考えら

れる。また、近い将来、この実験手法によって、相状態の判定のみならず、反

応速度の in situ 同定が可能になるかもしれない。 

 

（６）２室型オートクレーブを用いるモデル反応による反応特異性の検証７） 

合成化学分野での貢献を目標にして採択研究を実施している立場から見る

と、先導研究の段階も含めて既に８年近く経過しているこの時点において、超

臨界二酸化炭素流体を合成反応場として利用する画期的な次世代型工業技術

実用化の見通しが得られていない実情が大変気になってくる。もしかして、現

在我々が認識している超臨界流体の反応特異性を引き出す基盤技術に何か致

命的な欠陥が有るのではないかと危惧される。 

後に、これまで、本研究プロジェクトで蓄積してきた実験結果を総括する

目的で、有機合成反応の中から典型的な求核置換反応を選択して二酸化炭素流
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体中での超臨界反応特異性の検証を行うことにした。 

選択した反応は、ベンジルブロミドとトリメチルアミンとの間で進行する

Menshutkin 反応 10）であり、この反応の速度は、反応溶媒の性質、特に、分子

極性によって著しい影響を受ける。例えば、極性の小さなベンゼン溶液を使用

した実験での反応測度に比べて、エーテル化合物では 10 倍近く、ニトロ化

合物中では、100 倍近くも加速されてしまう。その理由の一つに、反応の途中

で形成される遷移状態を安定化させる溶媒分子の溶媒和効果が考えられてお

り、従って、ニトロメタンのように双極子モーメント（極性）の大きな反応溶

媒中ほど反応速度が加速されることになる。即ち、この反応を採用すれば、前

述したような臨界点近傍で誘起されている誘電率異常（極性の増加）と反応特

異性との関係についての有益な情報を得る事が可能になるはずである。 

反応を開始するに当たっては、これまで蓄積してきた基盤技術研究の結果に

基づき、次の３点に留意しながら研究戦略を立てた。（１）超臨界二酸化炭素

の密度揺らぎが明確に発現される 35 ℃の温度条件下で反応が進行する事：こ

の条件は、反応基質の置換基を、それぞれパラ位フッ素置換基並びにブチル置

換基調整して反応速度条件の設定を行うことにした。即ち、反応系は、パラフ

ロロベンジルブロミドとトリブチルホスフィンとの求核置換反応となる。（２）

高圧反応容器の内面をすべて反応に不活性なテフロンでシールドしてステン

レススチール表面と反応試薬との接触を遮断すること：ベンジルブロミド化合

物が金属表面で接触分解するため。（３）反応速度が速いために２種類の反応

試薬を混合するタイミングを計る工夫が必要になる。そのため、図 D-3-13 に

示したようなオートクレーブ内を２室に分離した吊り下げバスケット型反応

容器(Hanging bucket-type)を製作して反応開始時間の精度を上げることにし

た。 

 

 

図 D-3-13 内面オールテフロン製２室型反応装置の概略図と吊り下げ容

器の写真 

 

先ず、この反応を超臨界二酸化炭素流体中において均一系で進行させるため

の必要条件となる二酸化炭素流体に対する反応基質の溶解度を知るために、本

研究プロジェクトで開発した回分式溶解度測定装置（図 D-3-1）を使用して測

定を行い、表 D-3-1 にまとめて示したようなそれぞれの反応試薬類に対する溶



 192

解度データを取得した。 

 

表 D-3-1 反応で使用する試薬類の二酸化炭素に対する溶解度(35.0oC, 7.2MPa) 

化合物          溶解度 （μl / 20ml-CO2） 

p-フロロベンジルブロミド      57 

ベンジルブロミド          32 

トリブチルホスフィン   63 

トリフェニルホスフィン   0.12 
 

 

この表中の溶解度は、実際に使用するオートクレーブの内容積( 17.0ml)を

念頭に置いて、20ml の二酸化炭素量に対する飽和溶解量をマイクロリットル

（μl）で表示してある。特に、測定圧力を臨界圧力 7.2MPa 近傍に設定した理

由は、圧力の依存性に関するデータ取得において二酸化炭素の密度が も小さ

くなる条件下での溶解度を知りたかったからである。即ち、オートクレーブ中

への反応基質仕込み量を、この数値以下に設定すると、原則として、反応開始

時点での反応系は均一系であると考えることが出来る。 

実験操作の一例を示すと次のようになる。反応開始時点に於ける均一系反応

を実現するために、パラフロロベンジルブロミド(PFBB)を、15μl、トリブチル

ホスフィン(TBPN)を、17μl を使用することにした。これらの量は、表１に示

した飽和溶解度の 1/3 以下の量に相当しており、PFBB と TBPN のモル比を 2：

1 に設定して一連の実験を行った。先ず、２室型反応容器内部の空気を二酸化

炭素ガスで置換した後、反応試薬を上部のバスケットと別々に注入し、35.0 ℃ 

の恒温槽に 10 分間浸して加温する。この容器内に予熱器を通した二酸化炭素

を 7.5MPa になるまで充填した後に、マグネチックスターラーのスイッチを入

れて撹拌を開始した。 反応後、圧力容器をそのまま、ドライアイス・メタノ

ール冷浴中( -30℃以下)に投入して急冷し反応を停止させる。冷却状態を維持

したまま二酸化炭素ガスを放出した後、内容物を過剰量の重クロロフォルム溶

液として取りだし、H1-NMR 測定によって反応生成物の定量分析を行った。 

 図 D-3-14 の左側のグラフには、35.0℃の温度条件下、二酸化炭素中で行っ

た反応の生成物収率（％）対する圧力依存性を調べた結果を示した。 

期待どおり、生成物収率は、8.0MPa 以下の圧力条件で急激に上昇している。

前述した密度揺らぎの測定結果から予想されたように、この密度領域でのデー

タの再現性は良くなく、現在、反応測度定数を求める実験を続けている。いず

れにしても、この領域に於ける反応速度は、8.5MPa 以上の圧力領域で得られ

る安定した低い収率に比べて明確な優位性を示した。因みに、通常の反応溶媒

としてエーテル類のテトラヒドロフランを選んで行った反応では、5% 以下の

非常に低い収率しか与えなかった。 

一方、図 D-3-14 の右のグラフには、光散乱法によって同定された 34.5oC に

おける密度ゆらぎの圧力依存性を再録してある。 

ご覧のように、密度ゆらぎが 大になる 8.0MPa 以下の領域で、反応測度も

加速されている可能性が強く示唆されている。大変興味深い実験結果である。 
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現在、臨界点近傍における実験データの精度を向上させる努力を行っており、近い将

来に、より正確な反応速度データに基づいた超臨界二酸化炭素の反応特異性に関する議

論が可能になるものと思われる。今後は、他の化学反応に対しても検討を行い、密度ゆ

らぎと反応特異性の相関関係を明らかにしてゆきたい。 

 

図 D-3-14 Menschtkin 反応の収率と CO2-密度ゆらぎの圧力依存性比 

 
＜結言＞ 

以上、過去５年間に渡り本研究が目指してきた二酸化炭素を利用する有機合成反応プ

ロセス開発の基盤となる反応特異性発現のメカニズム解析とそれを引き出すための

適反応条件、すなわち、密度揺らぎが 大になる温度圧力、反応基質濃度を決定する実

験手法の研究開発成果は、 終段階のモデル反応による反応特異性の検証が若干遅れて

しまっているがほぼ満足するものになった。特に、臨界点近傍における誘電率異常と光

分散による密度揺らぎの定量化法は、その測定制度とアイデアのユニークさにおいて国

際的に見ても卓越したものであると自負している。 

５年間の本プロジェクトで確立した各種実験手法は、二酸化炭素に限定されるもので

なく他の高圧気体に対して共通に適用可能であることから、今後、超臨界水をも含めた

合成反応化学プロセス開発に大きく貢献してゆくものと期待される。 

更に各種のモデル合成化学反応を実施して、「 大の密度ゆらぎを与える」温度・圧

力条件においてのみ超臨界反応特異性が発現できる事実を証明し、本プロジェクトで開

発してきた種々の実験手法による合成反応プロセス開発成功への道筋を確立してゆき

たいと思っている。 

超臨界流体を反応媒体として利用する際に期待される反応特異性を誘発する分子会

合現象に関する有意義な実験的情報がその誘電率測定結果から得られた。更に、その臨

界異常現象が も強烈に起こる密度領域で典型的な求核置換反応の収率が 大になる

実験事実が明らかになった。これらの実験結果は、先導研究の３年間を含めて、本研究

プロジェクトの開始年度に夢見たものであり、現段階での達成度には極めて満足してい

る。 
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2-D.基礎基盤技術の開発（共同研究先の成果） 

2-D-(4)超臨界流体の基礎物性に関する研究 

－高温高圧水および超臨界二酸化炭素に対する溶解度ならびに相平衡等物性データの整備－ 

九州大学 

 

1. 緒言 

 

 

超臨界流体の高度利用は、主として超臨界・亜臨界水（H2O）および超臨界二酸化炭素（CO2）

の利用技術開発にしぼられてきた。本研究では、超臨界・亜臨界水および超臨界二酸化炭

素に重点を置き、プロセス開発に必要なデータの蓄積とその推算法の開発を試み、実用化

技術の開発に貢献することを目的として、次の課題に取り組んだ。 

（1）高温高圧水に対する無機塩の溶解度 

（2）高温高圧水を含む多成分系混合物の相平衡 

（3）超臨界二酸化炭素に対するフッ素化合物・配位子・錯体の溶解度 

 

 

2. 研究内容および成果 

 

 

2.1 高温高圧水に対する無機塩の溶解度 

 超臨界水を用いたダイオキシンや PCB 等の分解プロセス（SCWO）においては、生成する

塩酸による反応器の腐食を防ぐためにアルカリの添加が行われる。その際に生成する無機

塩は超臨界水に対して溶解度が非常に小さいために、塩の析出による反応器および配管の

閉塞を引き起こす。無機塩の反応器からの効果的な排出法を考える上で、無機塩の高温高

圧水に対する溶解度データは基礎的知見として重要である。本研究では高温高圧水に対す

る無機塩の溶解度データの蓄積、さらに工学的に有効な溶解度の相関モデルの提案を目的

とした。 

 

 

2.1.1 測定装置 

 本研究では流通法に基づき、高温高圧水に対する無機塩の溶解度を測定する装置を作製

した。測定装置の概略図を Fig.D-4-1 に示す。装置は、供給部、加熱部、平衡セル、冷却

部および減圧・回収部から構成される。 
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2.1.2 測定結果 

 高温高圧水に対する塩化ナトリウムの溶解度測定を、温度 350～400℃、圧力 9～12 MPa

の条件下で行った。なお、圧力と温度の測定精度は、それぞれ±0.1 MPa および±0.5 K 以

内である。 

 測定結果を Fig.D-4-2 に示す。温度 400℃において、本測定値は同じ流通法を用いた文献

値とほぼ良好に一致していることから、本装置ならびに測定法の健全性が示された。また、

Fig.D-4-3 に示すように塩化ナトリウムの溶解度は、等圧において温度の増加にともなって

減少する傾向を示した。この傾向は、溶媒である水の密度の減少に起因するものであると

思われる。また、本研究では水の臨界温度（374℃）を含む領域で測定を行ったが、臨界温

度近傍における溶解度には特異的な変化は見られなかった。 

 高温高圧水に対する塩化カリウムの溶解度測定を、温度 400℃、圧力 9～12 MPa の条件下

で行った。塩化ナトリウムの測定結果との比較を行ったところ、ほぼ等しい溶解度を示し

た。 

 

2.1.3 相関 

高温高圧流体を膨張した液体と仮定し、次に示す溶解度推算式を提案した。 
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1,2: Feed reservoir 11: Air thermostat  17: Digital balance 

3,4: Water feed pump 12: Equilibrium cell 18: Safety valve 

5,6: Pressure gauge 13: Flexible heater V1:Back pressureregulator 

7,8: One way valve 14: Water bath V2-V7: Stop valve 

9: Precision pressure gauge 15: Filter V8: Expansion valve 

10: Preheater 16: Flask 
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Fig. D-4-1  Flow-type experimental 
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水の溶解度パラメータ・・1および溶質（塩）の溶解度パラメータ・・2には次式を用いた。 

L
1

A11
S
1

1
6

v

Nv ε
δ =      

2

2
2 v

uΔ
=δ  

  

 

ここで、v1
Sは水の固体モル体積(1.963×10-5 m3･mol－1)、NAはアボガドロ数、v1

Lは液相のモ

ル体積、・11は引力ポテンシャルパラメータである。さらに、・u2は溶質の蒸発に伴う内部

エネルギー変化である。また、溶質のモル体積 v2と超臨界流体の密度・ 1 の間に次の関係

を見出した。          2122 lnln βρα +=v  

 

 

式の・ 2、・ 2 および式(2)中の・u2をフィッティングパラメータとし、本測定値ならび

に文献値に対して各温度で 適化した。その際、・2を無機塩類で一定の値(・2 = －1.0)と

し、・2を物質固有の定数とした。塩化ナトリウムの相関結果を Fig. D-4-2 に示すが、良好

な結果が得られている。 
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Fig. D-4-3  Isobaric solubilities of sodium chloride in water vapor at 9－

Fig. D-4-2 Correlated results by the solution model for solubilities of 
sodium chloride in water vapor at 350－400℃ 

 1) Galobardes,J.F., Van Hare,D.R. and Rogers,L.B.; J.Chem.Eng.Data, 26 
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2.2  高温高圧水を含む多成分系混合物の相平衡 

 

 高温高圧水を反応溶媒としたポリエチレン、ポリプロピレン等の廃プラスチックの分解

ならびにオレフィンの水和反応によるアルコール生成プロセスでは、反応生成物として低

分子量の炭化水素およびアルコールが生成される。そのためプロセスの 適化設計の際に、

高温高圧水、炭化水素、アルコールの混合物の相挙動を把握することが必要不可欠となる。

本研究では、多成分系相平衡を測定可能とする流通型測定装置を作製し、高温高圧水を含

む多成分系の相平衡測定を行った。また、修正 SRK 状態方程式に指数型混合則を組み合わ

せた相関モデルにより、測定データの相関を試みた。 

 

 

2.2.1 測定装置 

 本研究では、測定条件が高温のために生じる炭化水素の熱分解を 小限に抑えられるこ

と、高圧相平衡の測定において問題となるサンプリング時の圧力変動を抑えられるという

利点から、流通型相平衡測定装置を作製した。装置の概略図を Fig. D-4-4 に示す。 

 

 

2.2.2 測定結果 

 

 

(1) 水＋アルコール系 

 本研究で測定を行った水＋アルコール系の測定条件を以下に示す。 

水＋2-プロパノール系      548, 573 K     6.49～11.48 MPa 

水＋2-ブタノール系       523, 548, 573 K   4.80～11.13 MPa 

水＋2-ペンタノール系      523 K       3.30～4.94 MPa 

 

 

(2) 水＋炭化水素＋炭化水素系 

 本研究で測定を行った水＋炭化水素＋炭化水素系の測定条件を以下に示す。 

水＋ヘキサン＋ヘキサデカン系  573 K       20.0 MPa 

水＋トルエン＋デカン系     553, 573 K     20.0 MPa 

水＋トルエン＋エチルベンゼン系 553 K       20.0 MPa 
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1: Water reservior 10: Preheating coil 

2: Hydrocarbon or alcohol reservior 11: Line mixer 

3: Electronic balance 12: Equilibrium cell 

4: Feed pump 13: Filter  

5: Pressure gauge 14: Back pressure regulator 

6: Safety valve 15: Expansion valve 

7: Check valve 16: Water bath 

8: Stop valve 17: Collecting bottle 

9: Precision pressure gauge 

 :  Electric heater 

RTD: Resistance temperature 

detector 

  

 

 

(3) 水＋炭化水素＋アルコール系  

 本研究で測定を行った水＋炭化水素＋アルコール系の測定条件を以下に示す。 

水＋デカン＋2-プロパノール系  573, 593 K     15.0, 20.0 MPa 

水＋ヘキサン＋2-プロパノール系 573 K       20.0 MPa 

水＋デカン＋2-ブタノール系      573 K       20.0 MPa  

 

Fig. D-4-4  Flow-type experimental apparatus 
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2.2.3 相関  

 本研究では次に示す修正 SRK 状態方程式(MSRK)を用いて、得られた測定データの相関を

行った。 
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本研究では、エネルギーパラメータ aに次の指数型混合則を適用した。 

 ∑∑=
i j

ijji axxa jiij ββ
 ， ( ) jjiiijij aaka −= 1            

サイズパラメータ bには、次式で示される簡易型混合則を適用した。 

 ∑∑=
i j

ijji bxxb  ，   ( )
2

1 jjii
ijij

bb
lb

+
−=   
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 Lit. 1)-liquid
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 this work-liquid
 vapor pressure of water

Calc.
 this work

Fig. D-4-5 Correlated results of vapor-liquid equilibria for water(1) + 
2-propanol(2) system 
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本相関モデルを用いて、本研究で測定を行った水＋アルコール、水＋炭化水素＋炭化水素、

水＋炭化水素＋アルコール系について相関を行った。一例として Figs. D-4-5, D-4-6 に水

＋2-プロパノール系（548, 573 K）、水＋ヘキサン＋2-プロパノール系（573 K, 20.0 MPa）

の相関結果を示す。相関結果は、測定データを良好に再現していることが示される。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 超臨界二酸化炭素に対するフッ素化合物・配位子・錯体の溶解度 

 

 トリフルオロメチル安息香酸異性体、さらに配位子および錯体の溶解度測定を行ったと

ころ、フッ素置換基の導入およびその位置が、溶解度促進に大きな影響を及ぼすことが明

らかになった。 
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Fig. D-4-6 Correlated results of vapor-liquid equilibria for water(1) + hexane(2) +
2-propanol(3) system at 573 K and 20.0 MPa 
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2.3.1 測定装置 

トリフルオロメチル安息香酸異性体の溶解度測定は流通法を用い、配位子ならびに錯体

の溶解度測定には循環法に基づく装置を用いた。循環法による装置図を Fig. D-4-7 に示す。

可視窓付きセルで溶質の状態を確認しながら、系内の溶質の濃度を 15～30 分毎に FT-IR に

より測定し、平衡に達したピーク高さよりその圧力での溶解度を決定した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. gas cylinder 8. check valve  15. pressure meter 

2. dryer 9. circulation pump 16. digital pressure meter 

3. filter 10. FT-IR V1,V3～V10. stop valve 

4. cooling unit  11. cell with sapphire windows V2. back pressure regulator 

5. feed pump 12. flexible heater V11. expansion valve  

6. safety valve 13. trap  

7. preheating coil 14. water bath  

 

Fig. D-4-7  Circulation-type experimental apparatus equiped with FT-IR 

2.3.2 結果 

ホスフィン配位子であるトリフェニルホスフィン(TPP)およびトリス(p-トリフルオロメ

チルフェニル)ホスフィン(TTFMPP)の溶解度ならびにロジウム錯体の 333K における溶解度

（モル分率）を Fig. D-4-8 に示す。 

（1）配位子 

フッ素修飾基がある TTFMPP は TPP と比較して、約 10 MPa で約 2倍、約 14 MPa で約 8倍

の溶解度であった。フッ素置換基の導入により溶解度が向上し、圧力が高くなるにつれ溶

解度差は大きくなった。 
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（2）錯体 

フッ素修飾基がある TTFMPP を配位子にもつ Rh-TTFMPP は Rh-TPP と比較して、約 13 MPa

で約 10 倍、約 15 MPa で約 30 倍の溶解度であった。配位子の場合と同様に、フッ素置換基

の導入により溶解度が向上し、圧力が高くなるにつれ溶解度差は大きくなった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. D-4-8 Solubilities for phosphine ligands and Rh complexes with phosphine ligands 

in supercritical carbon dioxide at 333 K 

 

3. 結言 

 

 本研究を推進し、超臨界流体の基礎物性に関して以下の成果を得た。 

 

（1）流通法に基づく溶解度測定装置を作製し、高温高圧水に対する塩化ナトリウムおよび

塩化カリウムの溶解度測定を行った。塩化ナトリウムの測定結果は、同じ流通法を用いた

文献値とほぼ良好に一致していることから、本装置ならびに測定法の健全性が示された。 
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また、系統的な溶解度データの蓄積を行うことができた。さらに、カチオンの違いによる

溶解度への影響を検討するために、塩化ナトリウムと塩化カリウムの測定結果を比較した

ところ、全ての圧力においてほぼ等しい溶解度を示した。溶液モデルによる相関結果は、

実測データの存在するすべての温度、圧力範囲において良好であり、高温高圧水に対する

無機塩の溶解度を相関する上で、きわめて有用である。これらの成果は、超臨界水酸化

（SCWO）プロセスにおいて生成する無機塩類の溶解挙動を知る上で重要となる。 

 

 

（2）高温高圧水を含む多成分系相平衡データの蓄積を目的として、流通法に基づく相平衡

測定装置を作製し、高温高圧水を含む系（水＋アルコール、水＋炭化水素＋炭化水素系、

水＋炭化水素＋アルコール系）の測定を行った。水＋2-プロパノール、水＋ヘキサン＋ヘ

キサデカンの測定結果を文献値と比較し、本測定装置および操作手順の健全性が確認され

た。また、温度、圧力、炭化水素、アルコールを変えた場合の相挙動について検討した。

指数型混合側を適用した修正 SRK 状態方程式を用いて、相平衡データの相関を行ったとこ

ろ、相関結果は測定データを良好に再現することが示された。また、指数型混合則中の指

数パラメータは、炭化水素、アルコールの疎水性を表していることが示唆された。本研究

で開発された推算法（MSRK・Exp と名付けられた）は、本プロジェクト「有機合成プロセス

技術の研究」の一テーマであるプロピレン水和による 2-プロパノール合成反応プロセスの

適化に多大な貢献をした。また、プロセスシミュレータにも活用され、超・亜臨界水プ

ロセスの解析に役立てられており、今後の新技術開発の有力な基盤となるものである。 

 

 

（3）トリフルオロメチル安息香酸異性体の溶解度はフッ素置換基の位置により異なり、2-

および 3-トリフルオロメチル安息香酸は 4-トリフルオロメチル安息香酸の溶解度のそれぞ

れ約 10 倍、約 100 倍であった。また、PR 状態方程式を用いて溶解度データの相関を試みた

ところ、良好な結果が得られた。さらに、ホスフィン配位子においては、フッ素置換基を

持つ TTFMPP の方が TPP よりも溶解度が大きくなった。ロジウム錯体においても、フッ素置

換基を持つ Rh-TTFMPP の方が Rh-TPP よりも大きくなった。これらのことから、フッ素置換

基の導入により溶解度の制御が可能となり、触媒を用いた反応系の設計に有用となる。こ

れらの成果は、超臨界二酸化炭素を反応溶媒とし Rhカルボニル錯体を触媒とした反応場（北

大での研究）の相状態を明らかにする上で、きわめて重要な知見をもたらした。 
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2-D.基礎基盤技術の開発（共同研究大学の成果） 

2-D-(5).超臨界水環境下における腐食メカニズムの解明と装置材料選定技術等に関する技

術開発 

東北大学 

１．緒言 

 

１．１ 研究の目的 

 『誰もが使える超臨界水環境中腐食傾向予測の支援ツール』の基盤を構築するため、①

超臨界水腐食データベース、②溶存イオン種濃度および金属酸化物溶解度の推算システム、

③それらを活用した腐食傾向予測の基本的方法論、を開発・提案することが本研究の目的

である。 

１．２ 研究の背景と概要 

 超臨界水環境下における金属材料の腐食挙動と耐食性に関する研究は、これまで、想定

環境中での腐食挙動の実験的評価を中心に進められてきた。本プロジェクトにおいても、

①有機系廃棄物の超臨界水酸化プロセスならびに②未利用重質油の有用資源化プロセスの

２種類の具体的プロセス環境を対象として、腐食・割れデータ（選定根拠データ）の系統

的な取得とそれに基づいた各種候補合金の適性評価が実施されてきた。その過程において、

環境側および材料側因子の影響についての知見が、着実に蓄積されてきている。本プロジ

ェクトにおいて蓄積されてきた材料腐食に関する知見を装置材料選定の技術基盤として活

用することを目的として、本プロジェクトの成果に加えて公開文献から抽出された腐食デ

ータを整理・格納した超臨界水腐食データベースを作成した。さらに、室温の物性値のみ

に基づいて超臨界・亜臨界の水環境における金属酸化物の溶解度を推算するシステムを開

発するとともに、酸化物の溶解度と合金の腐食速度の対応関係に基づいて、腐食速度を予

測する手法を提案し、その有効性について検討した。 

 

 

２．研究内容および成果 

 

２．１ 溶存化学種濃度と金属酸化物の溶解度推算手法の開発 

 

超臨界水環境に限らず、水中における溶存化学種濃度や金属酸化物の溶解度は、関連す

る反応の平衡定数データ、物質収支式、電荷収支式、活量係数式等を連立し解くことで算

出できる。本計算を超臨界水条件で行う上での課題は、超臨界水環境での反応平衡定数や

活量係数式について、適切な物性値、推算モデル、相関式を選定すること、また、溶存化

学種濃度や金属酸化物の溶解度を算出する上で不可欠となる非線形連立方程式の計算コー

ドを開発することである。本研究で対象とした反応系を表 D－5－1に示す。 
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（１）活量系数式および平衡定数の評価 

活量系数式については、拡張デバイヒュッケル式 1)を採用した。平衡定数データについて

は、基本的には改良 HKF モデル 2)を用い計算ソフト SUPCRT923)により計算した。ただし、本

モデルは超臨界領域の低密度(0.35g/cc 以下)では推算精度が保障されていないため、以下

の手順で平衡定数を推定した。超臨界水中での平衡定数 Kは温度一定下で、水の密度ρと

の間に次式の関係が成立することが経験的に知られている 4)。 ρ+= 1010 logbaKlog   

 

なお、パラメータ aおよび bは温度一定下では定数となる。そこで、各温度についてモ

デルにより計算した高密度条件での平衡定数を(1)式に基づき線形近似し、決定したパラメ

ータを用いて、低密度での平衡定数を推定した。なお、H2O、HCl、H2SO4、NaOH、NaCl につ

いては文献値 5)により評価した。 

 

（２）非線形連立方程式の計算コード開発 

 本システムの開発において、常温から超臨界条件において非線形連立方程式を解くため

には、適切な解法の設定とあわせて、未知パラメータである溶存化学種濃度等の初期値の

設定が重要となる。そこで、この系のシステム開発実績のある SEA 社 6)と共同で開発を進め

た。計算コードの開発の詳細を以下に示す 

計算対象とする系は、多次元（多変数）かつ非線形であることから、その解空間は多峰

性を持つと考えられる。しかし、各変数には定義域を限定するような条件が存在しており、

調査の結果、その定義域内では一意もしくは少数の局所解を持つと仮定できることがわか

った。よって、計算手法としては決定論的な手法をベースとすることができる。また、各

方程式の微係数を求めることは容易ではないため、微係数を必要としない手法を採用する

こととした。この制限は、計算速度においては不利であるが、計算準備を含めた作業効率

を向上させるものである。これらの条件を考慮して、本コードではシンプレックス法 7)-9)

を採用した。 

 

シンプレックス法には次のような特徴がある。 

・ 未知パラメータにおける目的関数値のみを使用する。（微係数などの情報は不要である） 

・ 目的関数は、１組のパラメータ値を与えると、１つの数値を返すものであり、その数値

を 小化するパラメータ値が、求める値となるように構成されたものである。 

・ 初期値近辺の局所解のみ探索可能である。 

表 D－5－1 システムに組み込んだ計算系 

電解質 金属酸化物
HCl NiO

H2SO4 Fe2O3

NaOH Fe3O4

HCl+NaCl CrOOH
H2SO4+Na2SO4 Cr2O3

FeCr2O4  
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ただし、本コードでは上記の 3番目の特徴を緩和するために、初期値を変化させて探索す

る機能を付加した。よって、利用者が初期値を設定する必要がない。 

本コードは、目的関数が単峰性、もしくは弱い多峰性を持つような系において、目的関

数値を 小とする解（未知パラメータの値）を探索するものである。また、定数パラメー

タを指定の範囲、指定の刻み幅で振った計算も実行できる。なお、目的関数と結果の出力

関数は、利用者が容易に作成できるように構成されている。 

 

（３）推算条件と推算結果 

計算可能条件は平衡定数の計算精度を考慮し、温度 25～500℃、圧力 22.1～100MPa と設定

した。また電解質の濃度については上限の目安として 0.5 mol/kg と設定した。これは、本

システムにおいて塩の溶解度および相平衡の評価が考慮されていないためである。よって、

入力条件について均一相領域であることを文献値等で確認すれば、系によっては更に高濃

度で計算をすることも問題ない。 

 

この様に、超臨界水環境における溶存化学種濃度や金属酸化物の溶解度の計算ソフトとし

て世界初のシステムを構築した。この構築には、超臨界水反応場での平衡定数に代表され

る熱力学データの推定および評価に関する専門的な知見に加え、実際の腐食環境における

皮膜に関する膨大な実験および分析データが不可欠であり、本プロジェクトだからこそ達

成できた課題と考える。以下に、実際溶解度計算を行なった例を示す。プログラム自体に

ついて知識がなくても Windows 上で図 1 に示すように GUI により容易に計算系、条件を選

択することで計算可能とし、計算結果もエクセルファイル(図 2)として出力できるシステム

を提供した。なお、出力ファイルには、温度、密度、圧力、仕込み電解質濃度、誘電率、

金属酸化物溶解度、溶存化学種濃度(H+、Cl-、Ni+2等)、活量係数、収束結果が表示される。 

 

 

図 D－5－1 開発した GUI(左：計算系の選択画面、右：計算条件の入力画面) 
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図 D－5－2 計算結果の一例(HCl+NiO(s)系、673.15K、0.1mol/kg HCl、25～100MPa) 

 

一例として、図Ｄ－１２－２に示した条件での計算結果を NiO 溶解度、H+濃度、Cl-濃度に

ついて図にしたものを図Ｄ－１２－３に示す。 
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図 D－5－3 計算結果の一例(HCl+NiO(s)系、673.15K、0.1mol/kg HCl、25～100MPa) 
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２．２ 超臨界水腐食データベースの構築 

 

本データベースは、現在入手可能な公開ベースの文献と本プロジェクトの成果をデータ

ベース収録対象とした。このデータベースには、現在約 1300 セットのデータが格納されて

おり、個々の腐食試験データは各々 大 82 項目の数値情報として格納されている。高温高

圧その場での環境パラメータ（高温高圧下での溶存化学種濃度の推算値）をも提供してい

る点も大きな特徴である。以下に収録項目について列記する。 

文献基本情報 

番号、文献番号、文献名、発行年、巻、号、頁、著者名、表題、 

基本情報 

温度（℃）、圧力（MPa）、当該水密度（kg/m3）、当該水誘電率、試験装置（1:バッチ式 or 2:

流通式）、試験装置（容量（L）or 流量(g/min)）、容器材質、試験時間（hour） 

環境情報 

試験系（1：複雑系（実プロセス） or 2：単純系）、溶質の種類と濃度（原著表記）、高温

高圧下での溶存化学種濃度、具体的には、Cl-濃度（mol/kg）、HSO4
-濃度（mol/kg）、SO4

2-濃

度（mol/kg）、H2PO4
-濃度（mol/kg）、HPO4

2-濃度（mol/kg）、PO4
3-濃度（mol/kg）、NO3

-濃度（mol/kg）、

Br-濃度（mol/kg）、F-濃度（mol/kg）、CH3COO
-濃度（mol/kg）、OH-濃度（mol/kg）、H+濃度（mol/kg）

Na+濃度（mol/kg）、Ca+濃度（mol/kg）、K+濃度（mol/kg）、他の溶質名、酸化剤濃度（mol/kg）、

酸素濃度（mol/kg）、還元剤名、水素濃度（mol/kg）、pH/常温、-log[H+](mol/kg)/試験環境、 

試験片情報 

供試材名、試験片形状、当該 UNS 番号、密度（一部暫定値）、熱処理条件（1:溶体化 or 2:

時効熱処理）、時効熱処理温度（℃）/時効熱処理時間（hour）、合金種（1:Fe 基、2:Ni 基、

3:Co 基、4:Ti 基、5:その他）、化学組成、Cr（mass%）、Ni（mass%）、Mo（mass%）、Fe（mass%）、

Ti（mass%）、Co（mass%）、Ta + Nb（mass%）、W（mass%）、S（mass%）、P（mass%）、Mn（mass%）、

Si（mass%）、C（mass%）、N（mass%）、Al（mass%）、Cu（mass%）、V（mass%）、Sn（mass%）、

Pd（mass%）、Pt（mass%）、その他（mass%）、 

腐食情報 

腐食形態（全面腐食）、腐食形態（孔食）、腐食形態（粒界腐食）、腐食形態（割れ）、腐食

形態（隙間腐食）、腐食形態（その他）、 

腐食評価方法（1:減肉深さ、2:皮膜付き質量変化、3:皮膜除去質量変化、4:その他）、腐食

速度（g/m2/h、-は増量）、侵食速度（mm/y、-は増量）、腐食生成物名（原著表記）、皮膜主

成分、備考 
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２．３ 腐食支配因子の抽出 

 

 超臨界水利用プロセスにおける腐食は、環境側影響因子が多くかつそれらが複雑に関係

しあって作用するため、影響度の大きいパラメータを見つけ出しておくことの意義は大き

い。そこで、データベースに収集・入力したデータ群を用いて、種々の環境側パラメータ

と腐食速度との関係を調査し、影響度の高い環境因子を見つけ出す試みを行った。さらに、

今回開発された溶存化学種濃度および金属酸化物溶解度の推算システムを活用して、皮膜

構成酸化物の溶解度による腐食速度の整理も試みた。 

 

（１）Ni 基合金-Cl-環境系における腐食支配パラメータの評価 

図 D-5-4 および図 D-5-5 に Ni 基合金-Cl-環境下での腐食速度を室温大気圧下での酸ある

いは塩図 D-5-6 の濃度、pH（いわゆる仕込み条件）に対してプロットしたものを示す。ま

た、試験温度および試験圧力、水の密度および水の誘電率で腐食速度の整理を試みたのが、

図 D-5-6～図 D-5-9 である。これらから、各々のパラメーターは腐食速度との間に幾らかの

相関性を有してはいるが、腐食速度に支配的な影響を及ぼすパラメータは発見されなかっ

た。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1E-3 0.01 0.1 1

0

20

40

60

80

100

120

 

 

C
or

rs
io

n 
ra

te
, m

m
/y

酸と塩の濃度、mol/kg

 Ni base alloys in HCl
 Ni base alloys in NaCl
 Ni base alloys in NaCl+ NaOH
 Pure Ni in HCl
 Ni base alloys in HCl with H2
 Ni base alloys in NaCl with H2
 Ni base alloys in HCl with O4.41mol/kg-O2
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一般に、液相の水環境下での腐食現象では、溶質の種類や濃度、pH、酸素濃度、温度な

どが環境側支配因子となる。しかし、臨界点近傍領域では、温度・圧力条件により、水の

溶媒物性（例えば誘電率）そのものが大幅に変化する。酸やアルカリあるいは塩のかい離

は水の誘電率に強く影響される事から、溶液中のアニオン濃度および水素イオン濃度等も

同様に温度・圧力次第で大幅に変化する。つまり、超臨界・亜臨界域での腐食現象を理解

するためには、室温・大気圧下でのアニオン濃度や水素イオン濃度等（いわゆる仕込み条

件）ではなく、より直接的に高温高圧環境その場での環境パラメータを使用することが必

要である。 
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図Ｄ-5-６ 試験温度による腐食速度

の整理（Ni 基合金-Cl-環境系） 
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図Ｄ-５-７ 試験圧力による腐食速度
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図Ｄ-5-9 水の比誘電率による腐食速度の

整理（Ni 基合金-Cl-環境系） 
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本研究では、今回開発された溶存化学種濃度および金属酸化物溶解度の推算システムを活

用して、高温高圧下での水素イオン濃度と Cl-濃度を用いて腐食速度の整理を試みた（図Ｄ

-５-10、図Ｄ-5-11）。腐食速度は、高温高圧下での Cl-濃度および水素イオン濃度いずれと

も強い相関性を示しており、あるしきい濃度（Cl-濃度 10-2mol/kg あるいは水素イオン濃度

10-1mol/kg）以上で腐食速度が著しく高まる事がわかる。特に Cl-濃度で整理した場合には

例外データが少ない。ただし酸化力が低い環境では、Cl-濃度が高くとも腐食速度は僅少で

あった。一方、陶らの方法によって酸化物（Cr2O3）溶解度を推算した結果 14、腐食速度とよ

く一致して Cl-濃度 10-2mol/kg 以上で急激に高くなる事がわかった（図 D-5-12）。このこと

は、皮膜を構成する主たる酸化物の溶解度は材料の腐食速度と強い相関性を持ち、よって、

その推算によって材料の耐食性をおおまかに予測し得る可能性を示唆している。なお、塩

化物環境に比べてデータ数が少ないものの、硫酸環境においても同様に、酸化物の溶解度

と材料の腐食速度との間の相関性が得られている。 
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（２）孔食発生条件の抽出 

構造物の耐久性評価上、局所腐食（孔食）が発生する条件を把握しておく事は重要であ

る。そこで、本データベースを用いて孔食の発生条件の抽出を試みた。図Ｄ-5-13 では、塩

化物イオン含有環境において、高温高圧下での塩化物イオン濃度がおおよそ 10-2mol/kg 以

上、温度 150℃以上で孔食が発生している事が示されている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）酸化物溶解度と温度をパラメーターとした腐食速度予測手法の提案 

 

 

金属材料の耐食性は、環境中で材料表面に形成される酸化皮膜（あるいは酸化スケール）

の保護性に帰着される。皮膜が保護性を発現するための も基本的な必要条件の一つが、

構成酸化物の溶解度が充分に低いことである。前述したように、Ni 基合金-HCl 環境および

H2SO4環境系において、腐食速度は酸化物の溶解度と強い相関性を持つ事が確認されている。

ところで、酸化物の溶解度は、高温高圧下その場のアニオン濃度（Cl-, HSO4
-, SO4

2-等）、水

素イオン濃度（pH）、水の物性など、高温高圧水下で腐食速度に影響を及ぼすと考えられる

多数のパラメーター情報を包含する代表パラメータとなる可能性もある。 
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 P i t t in g  0 . 1 ~ 1 M - O 2
 P i t t in g  1 ~ M - O 2

図Ｄ-5-13 孔食発生条件の抽出 （Ni 基合金-Cl-環境系） 
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以上の事から、本プロジェクトで開発された金属酸化物溶解度の推算システムを活用し、

推算された酸化物溶解度に基づいて実測腐食速度の整理を試みた。整理の対象は、HCl 環境

および H2SO4環境下で も多く試験に供されていた Ni 基合金 Alloy 625 とした。皮膜構成

酸化物の中で耐食性への寄与が も大きいと考えられる Cr2O3について、各腐食試験条件下

での溶解度を推算し、HCl 環境下で実測された Alloy 625 の腐食速度の整理を試みた（図

D-5-14）。腐食速度はおおまかには酸化物溶解度で整理されるが、一部例外データが観察さ

れた（図 D-5-14 中の丸で囲まれたデータ）。一方ここで、腐食速度を試験温度に対して整

理した結果を示す（図 D-5-15）。図 D-5-15 から図 D-5-14 において腐食速度増加傾向から外

れていたデータが比較的低温での試験結果であったことがわかる。酸化物溶解度はあくま

でも平衡論から決まる物性であって、速度に関する情報は与えない。図 D-5-14 で比較的低

温での試験データ群が腐食速度－酸化物溶解度の傾向から外れていた理由は、低温下で反

応速度が高くなり得なかったためであると推察される。つまり、腐食速度を整理するには、

平衡論パラメータ（酸化物溶解度）を速度論パラメータ（温度）と組み合わせて用いる必

要があると理解される。 

上記の考え方に基づき、横軸に温度、縦軸に Cr2O3溶解度をとったチャート上に、HCl 環

境下の Alloy 625 の腐食速度をプロットし、腐食速度を領域分けした（図 D-5-15）。図 D-5-16

から、酸化物溶解度と温度をパラメーターにとったチャート上で右上方ほど腐食速度が上

昇すると考えることにより、広い条件範囲の実測腐食速度が整理できる事がわかった。ま

た、Alloy 625 の腐食データの基づいて作成された腐食速度チャート上に、より高 Cr の

Alloy671（Ni-45Cr）の HCl 環境中での腐食速度をプロットしてみると（図Ｄ-5-17）、腐食

速度チャートから予測される腐食速度よりも低かった。これは、耐食性に寄与の大きい合

金成分である Cr の含有量が Alloy625（約 21wt%-Cr）に比べて高いためであると考えられ

る。合金中の Cr 含有量の増加に伴って等腐食速度曲線は右上方にシフトしていくものと推

察される。PCB 分解プロセス下で想定される Cr2O3溶解度－温度の軌跡を腐食速度チャート

上に描いてみたものが図D-5-18である。ここでは一例として、反応器条件を450℃／30MPa、

生成する HCl 濃度を 0.02mol/kg と仮定し、反応器 高温度部位から下流側の冷却器までの

条件について溶解度－温度軌跡を描いている。図Ｄ－１２－１８からは、臨界温度近傍の

部位において も腐食速度が高くなることが予測されており、この予測結果は従来蓄積さ

れてきた経験的な知見と一致するものである。このようにして腐食速度チャート上にプロ

セス条件の軌跡を描くことにより、腐食が も厳しくなる部位およびそのおよその速度を

予測することができる。この情報は、プロセス条件設定、反応器材質選定あるいは反応器

構造設計に有効に反映させることが可能である。例えば、プロセス条件の変更（すなわち

環境条件の変更）はチャートの縦軸方向への軌跡の移動を意味し、具体的な腐食速度を考

慮しながらプロセス条件を決定できることになる。また、腐食が厳しくなる部位〔温度範

囲〕を特定できれば、その部分を極力コンパクトに設計して取り替えコストを 小化して

おく等、設計からの対応が可能となる。 
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図 D-5-18 Alloy625 腐食速度チャート上に描いた 
PCB 分解プロセスでの Cr2O3溶解度－温度の軌跡 
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（４）Ni 基合金- H2SO4環境系 

同様の作業を H2SO4環境下の Alloy 625 についても実施した（図 D-5-19）。図 D-5-19 中の

四角で囲まれたデータは局所腐食の 大侵食深さで腐食速度を見積もったデータである。

また、丸で囲まれたデータは硫酸濃厚相中での腐食速度と考えられる。ここでは均一相中

での均一腐食を対象とし、それらのデータを除いて腐食速度チャートを作成した（図

D-5-20）。Ni 基合金-HCl 環境系と同様に、酸化物溶解度と温度をパラメータに取ることに

より、広い条件範囲において腐食速度がおおよそ整理できる見通しを得た。また、想定さ

れている陽イオン交換樹脂の酸化分解プロセス下でのCr2O3溶解度－温度軌跡を腐食速度チ

ャート上に描いた（図 D-5-21）。臨界温度近傍の部位において も腐食速度が高くなること

が予測されており、この予測結果は従来蓄積されてきた経験的な知見と一致するものであ

る。 
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３．結言 

1. 超臨界水環境における溶存化学種濃度および金属酸化物の溶解度の推算ソフトとし

て世界初のシステムを構築した。 

2. 本プロジェクトの試験データおよび入手可能な公開文献データを含んだ超臨界水腐

食データベースを構築した。このデータベースには、現在約 1300 セットのデータが

格納されており、個々の腐食試験データは各々 大 82 項目の数値情報として格納さ

れている。高温高圧その場での環境パラメータ（高温高圧下での溶存化学種濃度の

推算値）をも提供している点も大きな特徴である。 

3. 大気飽和以上の酸素濃度がある系での Ni 基合金の腐食速度は、高温高圧条件下での

水素イオン濃度およびアニオン濃度と強い相関性を持っていた。また、皮膜を構成

する主たる酸化物の溶解度推算結果と腐食速度には強い相関性が認められ、酸化物

溶解度の推算によって材料の腐食速度をおおまかには予測し得ることを示した。 

4. 塩化物イオン含有環境において高温高圧下での塩化物イオンがおおよそ 10-2mol/kg

以上、温度 150℃以上で孔食が発生している事を示した。 

5. Cr2O3 溶解度（平衡論パラメータ）と温度（速度論パラメータ）を両軸としたチャー

トを作成して、様々な条件を含む HCl 環境における Alloy625 の腐食速度の整理を試

みた結果、広い条件範囲において腐食速度がおおよそ整理できる事が示された。酸

化物溶解度－温度チャートによる腐食速度予測手法を提案した。 

6. 本手法を用いて、実プロセスでの Alloy625 の耐食性の予測を試みた。予測結果はこ

れまで経験的に得られてきた知見と整合するものであり、有効性が示された。 

7. 腐食速度チャート上にプロセス条件での酸化物溶解度－温度軌跡を描くことにより、

腐食が も厳しくなる部位およびそのおよその速度を予測することができる。この

情報は、プロセス条件設定、反応器材質選定あるいは反応器構造設計に活用できる

と期待される。 

すなわち、本研究では、①超臨界水腐食データベース、②溶存化学種濃度および金属酸

化物溶解度の推算システム、③それらを活用した腐食傾向予測の基本的方法論が開発され

た。これらの成果により、本研究の目標は達成されたと考えられる。下記の課題に取り組

むことにより、これらを今後さらに発展させることができる。すなわち、溶存化学種濃度

および金属酸化物溶解度の推算システムに関しては、その適用範囲の拡張および推算精度

の向上を図るため、超臨界水中での反応平衡定数の実験データを継続して蓄積すること、

超臨界域において高濃度での活量係数データを蓄積し活量係数式の精度を向上させること、

また、酸化還元反応や塩の相平衡も考慮したソフトウエアを開発することが課題である。

一方では、データベースへの新しい腐食データの収録・拡充を継続的に行っていくことが

必要である。実測腐食データおよび物性データの充実とともに腐食速度予測の精度も向上

していくものと期待される。事業化へのシナリオおよび波及効果などについては、２－Ｄ

－（３）に併せて述べられている。 
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2-D.基礎基盤技術の研究（共同研究機関の成果） 

2-D-(6).産業、研究に資する超臨界流体データベースの構築 

                                                         産業技術総合研究所 

 

1. 緒言 

 

超臨界流体データベースは、本プロジェクト研究成果を中心に、超臨界流体利用の基礎

基盤に関するデータ及び工学基盤に関するデータを抽出・分類して、産官学が利用でき実

用化に資することを目的とする。また、超臨界流体データベースは、汎用性が高く、実用

的な化学物質リスク削減技術に資する貢献度の高いデータベースとすることを目的とする。 

 

 

2. 研究内容および成果 

 

(1)データベース設計 

 

①システム基本設計 

 

a. システム機能 

本基本システムは、以下のシステム機能を有する。 

・データはおもに共通基礎基盤データから成る。これには基礎基盤データ、工学的基盤

データおよび研究開発プロジェクト成果を含む。 

・データの構成要素は研究開発データ単体、集合体、文書、および電子化ファイルとす

る。写真、図画、電子化された動画も可能とする。 

 

・データは、おもに分類項目(カテゴリー)、キーワード、および文字列により検索する。 

・複数の分類群の検索語を組み合わせた検索を可能とする。 

・データの物理化学的パラメータを抽出して表示する。 

・データの一次情報(出典)を得ることができる。 

・データに関する評価情報、参照情報を得ることができる。 

・著者名から該当する一次情報を検索することができる。 

・データの追加、変更が可能とする。 

・分類項目の追加、変更が可能とする。 
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b. システム構成 

図 D-6-1 にシステム構成概念図を示す。リレーショナルデータベースとマンマシンイ

ンターフェイスから成る。リレーショナルデータベースは、一次情報 DB、超臨界流体 DB

および評価・参照 DB が連係したもので、管理システムを介して操作され、これらはデー

タベースサーバに格納される。ここで一次情報 DB とは、調査・収集した情報ソース(出

典)を整理して、必用な書誌データ項目を付与したものの集合体であり、情報ソース自体

の加工はしていない。超臨界流体 DB とは、一次情報の内容を分析して、重要な技術情報

を抽出・加工するとともに、様々な観点から分類項目および属性を付与して体系的に構

成した集合体である。評価・参照 DB は、一次情報データおよび超臨界流体データに関す

る利用者・運営者の評価やコメントの集合体と、一次情報データの参考文献および追加

参照情報の集合体とから成る。マンマシンインターフェイスは、インターネットを介し

て利用者がデータベースを使用するためのソフトウェア環境を提供するもので、Web サー

バがこれを担う。 
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c. データモデル 

 

本システムにおける超臨界流体データは、分析･加工された情報の索引ばかりでなく、

出典もとの一次情報およびデータに対する評価や参照情報と関連付けることを特徴とし

た。超臨界流体データは以下の内容を含むものとした。 

標題、要約、キーワード、分類(検索語)、図表、パラメータ値、一次情報、参考文献、

コメント、化学物質名、工業所有権等その他 

ここで、図表とは、超臨界流体データの内容を表現する図、写真、数表、演算式あるい

は動画を含み、一次情報あるいは関連情報から抽出したものである。パラメータ値とは、

超臨界流体データの重要な物理化学量や媒介変数を指す。たとえば溶解度、その溶媒の

温度、圧力などであり、 高値、 低値、間隔、単位(次元)を収集した。化学物質名は、

超臨界流体データの扱う化学物質の中から環境負荷低減の観点で重要なものを選択した。 

 

次に、一次情報は以下の内容を含むものとした。 

一次情報標題、著者、所属、資料名(会議名)、巻号、頁、発効日(開催日)、発行所(場所)、

一次文献要約、収録日、収録形式 

 

また、参照情報は以下の内容を含むものとした。 

参考文献標題、参考文献著者、参考文献著者所属、参考文献資料名(会議名)、参考資料

巻号、参考資料頁、参考文献発行日(開催日)、参考文献発行所(場所) 

 

後に、評価情報は以下の内容を含むものとした。 

コメント標題、コメント作者、評価者所属、コメント作成日、 

コメント内容、評価レベル 

 

 

d. 索引の考え方 

 

索引機能の高度化を図るために、多次元 Taxonomy を用いる概念を導入した。これは分

類構造を多層に深めるのではなく、次元の異なる分類の切り口として多次元マトリック

スの中で分類、検索するものである。 
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②ユーザーインターフェイス 

a. 超臨界流体データベースの紹介 

超臨界流体データベースのトップページを図 D-6-2 に示す。トップページには、デー

タベースの特徴や利用上の注意を記載した。 

 

図 D-6-2 トップページ画面 

b. データベースの検索方法 

例として超臨界データでの検索を示す。図 D-6-2 の超臨界流体データベースのトップ

ページから超臨界データベースに入ると、左枠に検索方法のメニューボタンが設けられて

いる。複合検索を選択すると、図 D-6-3 の画面に移る。ここでは、6個の分類語群の論理

和(OR)、論理積(AND)で検索する。同一分類群(グループ)内で 2 個以上の検索語を選択す

ると論理和の条件となる。異なる分類群間の検索語に対しては、論理積、論理和を選択す

ることにより、絞込み検索が可能とした。一部の分類項目は、プルダウンメニュー方式と

した。 

検索結果は図 D-6-4 のように該当する超臨界流体データの標題が、データ番号ととも

に一覧表となって表示される。さらに、絞込み検索を行うことができる。 

検索結果から検索結果内容を表示させることができる。すなわち、標題、概要、キーワ

ード、分類、図表一覧、パラメータ一覧、化学物質名、その他工業所有権等、一次情報、

参考文献一覧、コメントなどである。分類には、複合検索で選んだ分類群の検索語が含ま

れている。パラメータ一覧は、物理化学パラメータ、その単位(次元)、このデータにおけ

る上限値と下限値、および数値間隔をまとめてある。図表一覧は、標題のみ一覧表で示し、

その詳細はボタンを押して別画面で表示させることとした。表示できる画面は pdf 形式の

ほか、Microsoft office のファイル、jpeg 形式も可能とした。 

キーワード検索、文字列検索、著者名検索がそれぞれ可能である。検索結果は該当す

る一次情報とともに、それに基づく超臨界データも引き出させるので、検索結果画面上

のボタンを押すことでいずれの詳細も見ることができる。 
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図 D-6-3 複合検索画面 

 

 

 

 

 

図 D-6-4 検索結果一覧 
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③データベースの構成 

 

超臨界流体データベースは以下のデータベースおよび関連情報から構成される。各デー

タベースおよび関連情報には、図 D-6-5 の左枠内に設けたメニューバーから簡単に入るこ

とができる。 

 

 

・超臨界データベース 

超臨界流体利用環境負荷低減技術開発事業報告書とこれに関わる研究開発報告などの 

書誌情報をデータベース化したもの 

 

・化学工学会超臨界流体部会 

化学工学会超臨界流体部会が行ってきた活動成果を、会員以外にも閲覧できるように 

データベース化したもの 

 

・高圧ガスデータベース 

超臨界流体にかかわる高圧ガスの関連データと情報をまとめたもの 

 

・材料腐食データベース 

超臨界流体装置材料について、詳細な環境や材料などの条件などの材料腐食データを 

数値データ化したもの 

 

・工業所有権データベース 

超臨界流体に関わる国内公開特許をデータベース化したもの 

 

・ポリマー物性データベース 

実用化プロセスの基盤となるポリマー物性を数値データ化したもの 

 

・シミュレーション 

シミュレーションによる超臨界流体中での分子挙動解析結果を Web 上で閲覧 

できるようにまとめたもの 

 

・超臨界流体サイト 

超臨界流体に関連する産学官のサイトを抜粋して一覧とし、 

分類項目からも検索できる超臨界流体関連サイト集 
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(2) 各データベース内容詳細 

 

 

①超臨界データベース 

 

超臨界データベースは、超臨界流体利用環境負荷削減技術研究成果の報告書(平成 12 年

度 1)、平成 13 年度 2)、平成 14 年度 3) 、平成 15 年度)を中心にデータ加工し、入力した。

例えば、平成 12 年度成果報告書 434 頁は、16 の成果ごとに分割して、それぞれにつき 40

以上のデータ項目に加工した。図表 78 個を抽出し単独で表示できるようにし、参考文献 235

を抽出して著者名検索ができるリストを作成した。 

 

2001 年 4)、2002 年 5)および 2003 年 6)の産総研超臨界研究センター研究講演会の講演要旨

を入力した。これらの講演要旨を約 40 件に分割し、検索構造と表示項目を与え電子形態に

加工、編集してデータベースに入力した。 

 

 

 

②化学工学会超臨界流体部会 

 

化学工学会の超臨界流体部会は 1992 年より超臨界流体を新しい溶媒としてより高度に活

用するため 5 つのワーキンググループが物性、分離、反応、材料、分析の文献、特許など

を調査検討し、取りまとめを行っている。1999 年度 7)に実施した約 1000 件の文献調査にも

とづく化学工学会超臨界流体高度利用特別研究会活動成果集をデータベースに変換した。

目次に沿って約 70 件に分割し、検索構造と表示項目を与え、設計構築した。同様に 2003

年度 8)の超臨界流体部会活動成果をデータベースに追加するために、成果集を約 80 件に分

割し、検索構造と表示項目を与えた。これらのデータ加工により、多角的な検索が可能と

なり、特別研究部会で行った文献調査結果をテキスト情報として表示することができた。 

 

このデータベースには目次にハイパーリンクが設定されているので、閲覧者はダブルク

リックするだけで目的の情報を閲覧することができる。 
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③工業所有権データベース 

 

工業所有権データベースは、超臨界流体に関わる国内公開特許をデータベースとして構

築したものである。公開番号、公開日、出願人、国際特許分類、特許名称、流体種別、利

用形態、材料用途などの多角的な検索が可能なシステムを構築した。 

工業所有権データベースの内容は、特許庁が公開する国内特許を抽出し、分類整理した

ものである。以下に示す、超臨界あるいは亜超臨界と流体利用にかかわる技術用語 30 語に

よる検索を行い、公開特許を抽出した。 

調査期間：1993 年 1 月 1 日から 2004 年 6 月 30 日に公開特許公報に掲載されたもの。  

技術用語：超臨界または亜臨界で、合成、分解、分離、精製、抽出、吸着、回収、洗浄、

クロマト、乾燥、改質、触媒、酵素、重合、晶析、含浸、発泡、エアロ、ポリマー、バ

イオ、リサイクル、腐食、ガス化、水酸化  

抽出した約 2500 件の公開特許に、流体種別、利用形態、材料用途の属性を付与し、デー

タベース化した。 

 

流体種別：二酸化炭素、炭化水素、アルコール、水、その他 

利用形態：反応活性、反応溶媒、超臨界分解、触媒操作、溶解度、超臨界抽出、溶剤、 

超臨界クロマト、超臨界分離、溶解度＋蒸散性、超臨界洗浄、超臨界乾燥、発泡剤、 

分散剤 

 

用途：塗装、印刷、塗料、顔料、染料製造、医薬品製造、農薬製造、合成原料，重合原料，

中間体の使用・製造、金属加工、メッキ、金属材料、鋼材の加工・製造、 

非金属無機材料の加工・製造、工業洗浄、洗浄剤・洗剤・界面活性剤などの製造、有機

と無機の複合材、発泡成形、エネルギー回収、軽質化・クリーン化、廃棄物のリサイク

ル、抽出槽、分離槽、反応器、その他 

 

 

それぞれの特許は、公開番号、公開日、出願日、出願人、発明者、国際特許分類、特許名

称などの書誌情報と、要約、特許請求の範囲をテキスト化したもので構成される。明細と

図面を含む公報全文が閲覧できるシステムとし、抽出した特許公報の電子化ファイルを作

成した。特許情報表示ページから特許公報を閲覧することができる。 
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④材料腐食データベース 

装置材料の選定に不可欠な材料腐食の情報について、数値データ化した材料腐食データ

ベースを構築した。数値情報は、温度、圧力、装置容量、アニオン、カチオン、酸化剤、

供資材、腐食形態など多角的に検索でき、原著に左右されない統一された単位の腐食量を

表示できるものとした。 

材料腐食情報は、文献情報、基本情報、環境情報、供資材情報、腐食情報などのデータ

項目について材料腐食に関わる数値データを収集整理し、これを試験データならびに文献

データを合わせて約 1300 件を格納した。 

検索画面では文献情報、装置・方法、環境条件、材料情報、腐食情報に関する検索項目

を入力する。pH、温度、圧力、水密度は数値範囲を指定できる。 

材料腐食データを、温度などのパラメータ値と腐食形態などの分類項目で同時に検索し、

該当データの分布を 2 次元的に示すシステムを構築した。この多次元検索法により、膨大

な数値情報を視覚的に表示する機能を持たせている。材料腐食データ 2 次元検索画面にお

いて、X軸と Y軸に条件を与えると、該当するデータの件数が図 D-6-5 のように 2次元分布

で表示される。ここで数値は該当するデータの件数である。図 D-6-5 の 2 次元分布画面の

下部に X 軸と Y 軸の数値範囲を設定すると、個々のデータを点としたデータの分散図を描

くことが可能である(図 D-6-6)。 

 

 
 

図 D-6-5  データの 2次元分布 

 

 

 

 



 229

 

図 D-6-6 分散図 

⑤ポリマー物性データベース 

実用化プロセスの基盤となるポリマー物性について、数値データ化したポリマー物性デ

ータベースを構築した。データベースの基本機能は、材料腐食データベースと同様である。

数値情報は、温度、圧力、装置容量、溶媒、供資材、定数など多角的に検索でき、高分子

材料中への拡散係数など物質移動に係わる物性値を表示できる。ポリマー物性情報は、文

献情報、基本情報、物性情報、特性パラメータのデータ項目についてポリマー物性に関わ

る数値データを収集整理した。収集整理されたデータは、検索画面により検索可能で、検

索結果は一覧表として表示される。 

ポリマー物性データを、温度などのパラメータ値と溶媒などの分類項目で同時に検索し、

該当データの分布を 2 次元的に示すシステムを構築した。この多次元検索法により、膨大

な数値情報を視覚的に表示する機能を持たせた。 

 

⑥シミュレーション 

材料プロセッシング関連データを分析して、解析データの時間的、空間的変化を動画で

表示する高度な情報のシステムを開発した。 

材料プロセッシング関連の解析データの中で、3次元データを取り扱う「分子動力学計算

によるポリプロピレン成形シミュレーション」の計算結果をインターネット上で表示する

ことを検討した。オフラインでのシミュレーションでは、数百の分子のピコセコンドレベ

ルでの動きが計算結果として出力されるが、この大量の計算結果を多くの研究者に分り易

い形で提供することがポイントである。このような大量のデータをインターネット上でう

まく扱う技術が確立できれば、計算結果の多面的な活用をすることが期待できる。例えば、

圧力のようなマクロな物性値が変化する際の粒子の挙動をピコセコンドあるいは粒子間距

離レベルで任意な表示ができれば、実験では観察がほとんど不可能なレベルでの挙動の推

察に役立つ。 
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シミュレーションの入り口ページで概要、掲載データおよび必要なソフトのダウンロー

ドについて記載がある。以下に、入り口ページで記載されている概要を示す。 

「シミュレーションとは、ある物理モデルに基づいて模擬（シミュレート）する結果で

ある。シミュレーションと実験結果と比較検討することでより新しい知見が得られる。こ

の高分子シミュレーションは、ポリプロピレン成形プロセスを分子動力学計算で模擬して、

実験、観察することが難しい、ポリプロピレンと二酸化炭素の分子的な運動・挙動を把握

することを目的とする。 

ここでは計算結果をインターネット上で閲覧できるようにコマ送りのように短く編集す

る。時系列的、3次元的(3D)に表示することにより、ポリプロピレン中に、注入されている

二酸化炭素の凝集挙動を見ることができる。温度、圧力を変化させた時に生じる溶媒和の

変化を全粒子の座標情報をもとに 3D 表示で見ることで直感的に把握することができる。ま

た壁モデルにもとづく急減圧シミュレーションにおいて、圧力の時系列変化と、二酸化炭

素の拡散、凝集挙動を時々刻々比較しながら参照することができる。」 

 

⑦高圧ガスデータベース 

高圧ガスデータベースは、高圧酸素安全評価データ、酸素関連海外規格・基準類データ、

高圧ガス関連事故事例データ、高圧ガス関連法律データの 4 つのデータ群からなる。高圧

ガスデータベースの入り口ページにおいて、高圧ガスデータベースの概要と高圧ガスデー

タベースの出力項目について記述している。 

高圧酸素安全性評価データは、国内外で実施された高圧酸素雰囲気の安全性評価試験に

ついて試験結果をまとめたものである。例えば、酸素雰囲気における非金属材料の自然発

火温度などが該当する。酸素関連海外規格・基準類データは、海外で発行されている酸素

関連の規格・基準類の一部を整理したものである。高圧ガス関連事故事例データは、国内

および海外で起こった高圧ガス関連の事故事例を整理したものである。高圧ガス関連法律

データは、高圧ガス保安法、消防法などの高圧ガスに関係する国内法規情報と各種手続き

について整理したものである。 

データベースの検索は、高圧ガス関連法律データ以外は文字や数値を入力して検索し、

必要な情報を出力することができる。データの内容が示され、添付ファイルがある場合に

はこれを呼び出すことができる。 

高圧ガス関連法律データは目次にハイパーリンクが設定されており、クリックすると瞬

時に出力したいデータを呼び出すことができる。 
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(3)結論 

 

超臨界流体データベースの基本システムを制作した。本システムの特徴は、 

・データの出典もとである一次情報と密接に関連付けている。 

・データの分類として、多次元 Taxonomy による複数の分類の切り口を設けた。 

・検索結果はまず簡潔な画面で表示し、ボタン操作で詳細な内容に案内する。 

・物理化学パラメータを数値で取り出し、今後の活用に備えた。 

・参考文献をデータ化し、今後の活用に備えた。 

・コメントをデータ化できる。 

・本データベースは以下のデータベースおよび関連情報から構成される。 

・ 超臨界流体利用環境負荷低減技術開発事業報告書とこれに関わる研究開発報告 

などの書誌情報をデータベース化した超臨界データベース 

・化学工学会超臨界流体部会が行ってきた活動成果を、会員以外にも閲覧できるようにデ

ータベース化したもの 

・超臨界流体に深く関係する高圧ガス関連情報をまとめた高圧ガスデータベース 

・ 超臨界流体装置材料の腐食数値データを詳細な環境や材料などの条件から抽出し、数値 

データの条件ごとの分布を示す材料腐食データベース 

・シミュレーションによって超臨界流体中での挙動を解析した結果を Web 上で閲覧できる

ようにまとめたシミュレーションデータベース 

・超臨界流体に関連する産学官のサイトを抜粋して一覧とし、分類項目からも検索できる

超臨界関連サイト 
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3. 結言 

 

本超臨界流体データベースを利用することにより、超臨界流体利用プロセス情報、超臨

界流体に関する工学基盤、基礎基盤など、超臨界流体に関する広範な情報を得ることが可

能である。本超臨界流体データベースの開発により、超臨界流体技術の基盤となる物性、

単位操作、装置材料に関する共通基盤技術の体系化が可能となった。 

本超臨界流体データベースには、世界で も充実した超臨界水中での材料腐食データベ

ースを構築することができた。材料腐食データベースの独自性としては、公開ベースの SCW

腐食情報の網羅、腐食データおよび割れデータの世界初の測定、酸化物溶解度推算システ

ムの構築と腐食予測、超臨界・亜臨界条件の環境パラメータを含む DB、新しい耐食性予測

の可能性の提示などが挙げられる。このデータベースにより、超臨界水酸化雰囲気や、還

元雰囲気下で使用可能な装置材料の選定技術を開発し、超臨界水利用プロセスの装置材料

選定と構造設計のネガティブ要因を軽減し、実用化の加速を図ることができる。 

また、産業技術総合研究所・コンパクト化学プロセス研究センターが中心となり、本超

臨界流体データベースを積極的に活用し、公開情報の収集、新規データの入力、ユーザの

要望への対応など運用・管理を実施するとともに、本超臨界流体データベースを、産官学

が利用できる汎用性が高く、実用的な化学物質リスク削減技術に資する貢献度の高いもの

とすることで、超臨界プロセスの普及促進に役立つことが期待される。さらに、本超臨界

流体データベースをエンジニアリングプラットフォームとして構築し、超臨界流体利用技

術の実用化促進も期待される。 
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2-D.基礎基盤技術の研究（共同研究機関の成果） 

2-D-(7). 超臨界流体プロセスシミュレータの開発・構築 

                                                         産業技術総合研究所 

 

＜緒言＞ 

超臨界流体利用分野では、超臨界流体の特性を生かした数々の優れた研究開発の成果

が生み出され、実用化プロセスに対して人々の注目と期待が集まっている。しかしなが

ら、超臨界流体プロセスは高温と高圧が必要なため、実験室規模の研究から実用化規模

の開発に移行することは必ずしも容易でない。このため優れた研究開発成果も実用化規

模での実現が遅れがちである。このような超臨界流体プロセスの開発分野こそ、プロセ

スシミュレーション技術の活用が有効であり、超臨界流体プロセスをシミュレーション

し、工業化を加速すべくそのシミュレーション結果を研究開発の色々な段階にフィード

バックすることが強く望まれる。 

 一方、超臨界流体向けのプロセスシミュレータ（以降、超臨界流体プロセスシミュレ

ータ）が構築されたことはなく、「超臨界流体プロセスシミュレータの開発･構築」は、

世界で始めての試みである。従って、超臨界流体プロセスシミュレータは、成果が容易

に多くの人に行き渡ることを考慮し、Web 技術を駆使し、多くの人が利用しやすいオー

プンなシステムとし、研究の加速、研究成果の実用化に資するものとした。 

また、多くのツール、ソフトの利用を容易にするために、これらを一つの Web サイト

としてまとめた。 

本テーマに関する基本計画書、実施計画書、それに対する達成内容を表 D-7-1 に整理

して示した。 

表 D-7-1 「超臨界流体プロセスシミュレータの開発･構築」に関する基本計画書、実

施計画書及びそれに対する達成内容 

基本計画書内容 実施計画書記載内容 達成内容 

超臨界プラントを想定したプロ

セスシミユレーターの開発・構築

を行い、評価対象プロセスの物

質・熱収支計算等を実施する。 

・プロセスシミュレータ部、物

性定数作成ツール部を含む全体

システムを構築した。 

・プロジェクトの開発プロセス、

その他の検証用プロセスに対し

て、プロセスシミュレーション

モデルを構築した。 

ロ．超臨界流体の工学

基盤に関するデータ

の取得と収集 

・超臨界流体を用いた

システム構築に必要

な、単位操作、反応、

材料等の工学基盤に

関するデータの取得、

収集を行う。 

また、シミュレーション結果

を、詳細設計ツール、経済性評価

ツールとして活用の可能性につ

いて検討することにより、研究開

発項目①における超臨界流体利

用プロセス開発において加速的

に研究を進捗させ、また研究成果

を実用化に近づける。 

・プロセスシミュレータからの

計算結果を、経済性評価ツール

部に入力し、簡易コスト計算、

詳細コスト計算ができるよう開

発した。 

・プロジェクトの開発プロセス

に対して、プロセスモデルを検

証し、研究加速に貢献した。 
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＜研究内容および成果＞ 

従来のプロセスシミュレータは、主に石油化学/石油精製向けに作られた経緯があり

超臨界領域から外れた状態で使われることが多い。そのため超臨界プロセスを解析する

に十分な環境が整備されていない。そこで、超臨界領域での物性評価に適した物性推算

モデルを新たに導入し、物性推算モデルに必要のデータを作成するとともに、プロセス

シミュレーションを行ない実用化規模のプラントを描き出し、これを評価するための、

経済性評価ツールを開発した。 終的には、超臨界流体プロセスシミュレータは、成果

が容易に多くの人に行き渡ることを考慮し、Web 技術を駆使し、多くの人が利用しやす

いオープンなシステムとした。 

(1)全体構成 

超臨界流体プロセスシミュレータを構築するにあたり、シミュレーションに対する環

境を整備するために、以下の開発を実施した。 

・超臨界領域での物性評価に適した物性推算モデルを導入した。 

・物性推算モデルに必要のデータを作成するためのツールを制作した。 

・プロセスシミュレーションを行い実用化規模のプラントを描き出し、これを評価す

るため、経済性評価ツールを開発した。 

さらに超臨界流体プロセスシミュレータでは、“超臨界流体利用環境負荷低減技術開

発”で研究された成果をもとにプロセスシミュレーションを行い、研究成果の実用化の

ための課題評価に利用するとともに、研究成果のさらなる充実のために資した。 

多くのツール、ソフトの利用を容易にするために、これらを一つの Web サイトとしてま

とめた。 

超臨界流体プロセスシミュレータの全体像を図 D-7-1 に示す。全体構成は、解析のた

めのエンジン、超臨界流体プロセスモデルライブラリ、物性ライブラリ、反応モデルラ

イブラリからなるプロセスシミュレータ部と、構築したプロセスフローダイアグラム

(PFD)をベースにコストの積算や投資効果を評価する経済性評価ツールから構成される。

また、図示されていないが、データマイニングによる物性ライブラリデータ制作部も含

む。 

(2)プロセスシミュレータエンジンの選択 

2003 年に発表された VMGSim はプロセスシミュレーションのための物性データ、物性

推算モデルの提供で有名な Virtual Material Group 社が供給するプロセスシミュレー

タで、オープンソースである Sim42 をベースとしている。GUI（Graphical User 

Interface）には Microsoft 社の Visio を採用し、また Excel との柔軟なインターフェ 

イスを持つ。当然、物性データを世界中に供給する会社の提供するシミュレータソフト

であり、物性パッケージの量は他ソフトに比べ圧倒的に豊富である。また、数多く 
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プロセスシミュレーション
機器構成図作成
化学反応計算
化学平衡計算
物質収支・熱収支計算

プロセスシミュレーション
機器構成図作成
化学反応計算
化学平衡計算
物質収支・熱収支計算

データのインプット
反応対象対象物質性状
化学反応種類
反応条件
計画処理量

データのインプットデータのインプット
反応対象対象物質性状
化学反応種類
反応条件
計画処理量

プロセスシミュレータアウトプット
ＰＦＤ
プラント内プロセス変数

温度 圧力 流量 ＰＨ
化学物質組成

質量・熱収支
プラント配管、機器サイジング
データ

プロセスシミュレータアウトプット
ＰＦＤ
プラント内プロセス変数

温度 圧力 流量 ＰＨ
化学物質組成

質量・熱収支
プラント配管、機器サイジング
データ

プラント設計ツール
詳細ＰＦＤの設計
機器型式の選択
機器材料の選択
機器リストの作成

プラント設計ツール
詳細ＰＦＤの設計
機器型式の選択
機器材料の選択
機器リストの作成

プラントコスト評価ツール
主用機器コスト試算
配管・計測制御コスト試算
工事費コスト試算
ユーティリティコスト試算
投資効果解析評価

プラントコスト評価ツール
主用機器コスト試算
配管・計測制御コスト試算
工事費コスト試算
ユーティリティコスト試算
投資効果解析評価

経済性評価ツール経済性評価ツール

プロセスシミュレータプロセスシミュレータ

 

図 D-7-1 超臨界流体プロセスシミュレータ全体構想 

のプロセスシミュレーションソフトが提供されている現在、各ソフトで得られた成果、

データのプロセスシミュレータ間での相互利用がユーザとして望まれるところである。

このため国際的な標準化の基準である Global Cape-Open (GCO、Cape：Compute Aided 

Process Engineering )が提唱されていて、プロセスシミュレータ側での対応が呼びか

けられている。これに対してもVMG社の取り組みは積極的にGCO基準を取り込んでいて、

このシミュレータで生み出された成果で GCO 基準を満たすことの出来るデータは他の

シミュレータでも利用することができる。超臨界流体のプロセスシミュレーションでは、

そのために開発される物性推算モデル等は他のプロセスシミュレータでも活用される

必要があり、そのため豊富な物性パッケージとプロセスシミュレータ本体が Sim42 と言

ったオープンなソフトを使っていて、GCO にも対応した VMGSim がプロセスシミュレー

タとして適当であると判断した。 

(3)超臨界流体プロセスシミュレーションの実施 

“超臨界流体利用環境負荷低減技術開発”で研究開発されたテーマの内、プロセス開

発を目的とされたものを対象にプロセスシミュレーションを実施した。表 D-7-2、D-7-3
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にプロセスシミュレーションの対象としたテーマを示す。また、公開文献より、超臨界

プロセスとして興味あるものを選び出し、そのプロセスシミュレーションも実施した。

プロセスシミュレーションのための準備として、プロセスシミュレーションのためのデ

ータ収集を実施した。各担当研究員にはプロセスシミュレーションの進行に伴い、ヒヤ

リング、レビュー、コメントのやり取り等を行い、その都度研究への反映を図った。 

プロセスシミュレーションの具体的な手順を以下に示す。まずデータ、報告書の解析

を行い、プロセス解析に必要な反応速度、反応温度、圧力、処理容量、反応式などの基

本的なデータを読みとる。これをもとにプロセスシミュレータ上にプロセスの構築を行

い、プロセスシミュレーションを行う。解析結果として PFD や各単位操作におけるエネ

ルギーデータ、反応進行に関する反応器内の反応状況を示すプロファイルに関するデー

タなどを得ることができる。 

ここで得られたデータの取り扱いを図 D-7-2 に示す。プロセスシミュレータでの結果

は各担当研究員にフィードバックされ、その結果が妥当であるかどうか確認した。プロ

セスシミュレータのデータとしては PFD データ、プロセス変数データ(温度、圧力、流

量、化学成分、組成)、マスバランス、エネルギーバランス、プラント機器、ポンプ等

のサイジングデータが得られる。作成されたプロセスの経済性を評価するために、経済

性評価ツールによりプラントの建設コスト、運転コストなどが評価され、開発成果の実

用化における経済性評価を行うことができる。 

(4)物性推算式 

超臨界流体のプロセスシミュレーションを行うにあたり、 大の問題は通常のプロセ

スシミュレータの物性推算式では対応しきれないことにある。特に、水、アルコ 

表 D-7-2 モデル化対象テーマ

 

表 D-7-3 追加モデル化テーマ 
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アンケートデータ
（報告書）

入力データ

処理量、温度、圧力、成分、寸法

プロセスフロー

反応式

反応速度定数

反応速度式

反応熱

処理量

比熱

出力内容を確認

所期の値を達成

物性

データベース

反応モデル

プロセスフローの選定

各機器における計算

予熱器

反応器

冷却器

経済性評価ツールへ

Yes

No

再入力

シミュレータ

反応熱

比熱

文献値

シミュレータによる計算シミュレータによる計算

赤字：シミュレータの出力値

シミュレータの計算フ
ロー
アンケートデータや文献値の
シミュレータへの反映

プロセス

モデル

プロセスシミュレータ出力
ＰＦＤ
プラント内プロセス変数

温度 圧力 流量
化学物質組成

質量・熱収支
プラント配管、機器のサイジングデータ

プロセスシミュレータ出力
ＰＦＤ
プラント内プロセス変数

温度 圧力 流量
化学物質組成

質量・熱収支
プラント配管、機器のサイジングデータ

User による選定

青字：User による入力値

 
図 D-7-2 シミュレータによる計算 

ール類の極性の高い成分を含む混合系で液液平衡計算をするとき、通常の物性推算モデ

ルでは正確な計算は出来ない。そこで、九州大学荒井研究室で開発され、“超臨界流体

利用環境負荷低減技術開発”の中でも研究されている指数型混合則と、状態方程式モデ

ルの一つである SRK(Soave-Redlich-Kwong)モデルとを組み合わせた ESRK(仮称)を開発

した。また、VMG 社が持っている GEPR(Gibbs Excess PengRobinson)モデルは高圧下、

極性の高い物質の物性推算に開発されているものであるが、これを超臨界条件下で使え

るようにデータを整備した。混合系での物性推算に GEPR は溶液モデルか 

らのデータを活用することが可能で、超臨界状態でのデータを補うことができるメリッ
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トを期待できる。 

 
(5)ESRK データ作成ツール 

プロセスシミュレーションを開始するにあたり、対象とする系で用いる成分の相互作

用を評価する必要がある。ESRK で使われる 3 つのパラメータ、kij, lij, βijの 適化

を、測定値あるいは入手することのできるデータから行なうため、九州大学荒井研究室

で制作されたツールに基づき 適値算出のための計算ツールを新たに開発した。九州大

学で使われていたツールは FORTRAN で作成されたもので、ソースコードの状態で解析作

業を進めていたが、一般ユーザが扱うには FORTRAN に通じている必要があり、その対象

は限られる。このソースコードをもとに、ユーザとのインターフェイスを誰にでも扱え

るようにするために GUI を加えた。また、ソースコードのコンパイルを 適化し、計算

の高速化を図り、1000 倍程度の計算速度の向上を実現した。準備したツールは“2成分

間での 適なパラメータ”を求めるツール、これで求めたパラメータの確認を行うため

の“2 成分系での平衡計算”を行うツール、また“3成分系での平衡計算” を行うツー

ルである。 

 (6)GEPR の相互作用パラメータ 

GEPR の相互作用パラメータについては VMG 社に依頼し、文献データ、あるいは他の

物性推算モデルからの推定をもとにこのモデルで使われる 5 つのパラメータを求めた。

“超臨界流体利用環境負荷低減技術開発”の中では、各研究テーマで使用される分子と、

それに対する相互作用評価が必要となるが、データも文献も特に高温高圧下の物は限ら

れることからすべての相互作用パラメータを求めることは不可能である。しかしながら、

求められた GEPR の相互作用パラメータはすべて VMGSim に埋め込まれており、該当する

成分分子を含んだ計算をするときにはこれらのデータが反映された計算ができること

になる。 

(7)プロセスシミュレーションの組み立て 

表 A-14-2 に記載されている有機 4 の“超臨界水反応場を利用したプロピレン水和反

応プロセスの開発”において、生成されたイソプロパノールと未反応のプロピレンを分

離するプロセスのシミュレーションモデルの構築を通して、プロセスシミュレーション

の組立てを例示する。 

反応器での反応は実験結果にもとづく。この反応は 2分といった短時間に進み、300℃

近傍で高いイソプロパノールの転化率が得られるので、この条件のみのシンプルなモデ

ルを採用した。問題は、水との親和性の高いイソプロパノールがどのように分離できる

かをシミュレーションすることにある。 

ESRK を用いて計算をするためにはイソプロパノール、プロピレン、水それぞれの 2

成分間での相互作用パラメータ kij、lij、βij を求める必要がある。それぞれの相互作

用に関するデータは 3件の文献に与えられているのでこれを利用する。これらのデータ
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を用いて計算された結果を表 A-14-4 に示す。これらの kij、lij、βijを超臨界プロセス

シミュレータの相互作用パラメータとして入力し、セパレータの液液平衡計算の結果を

行った。その結果を図 D-7-3 に示す。 

表 D-7-4 パラメータ計算結果 

i j Kij lij βij
WATER PROPYLENE 0.500 0.340 1.120
WATER ISOPROPANOL -0.016 0.121 1.018
ISOPROPANOL PROPYLENE 0.130 0.050 0.990
Kij=Kji lij=lji　βji=1.0  

INPUT
WATER:0.967
PP:0.020
IPA:0.013

物性推算：ESRK

 
図 D-7-3 プロセスシミュレータ上での液液平衡計算 

上記の分離方法の検討に引き続き、担当研究員からの情報をもとに、全体プロセスを

構築した。反応率データを実験結果から解析し、反応速度などの反応に関するパラメー

タを求め、これらをもとに超臨界条件下での反応により生成された製品を精製、回収す

るまでのプロセスを組み立てた。超臨界に関わる工程は反応器と高圧における分離器ま

ででここまでは ESRK、または GEPR を用い、その他は常圧で運転されるため、プロセス

シミュレータの持つ通常の物性推算モデル（NRTL 等）を使って各単位操作ごとの機器

シミュレーションを行なっている。 

以上の作業を、“超臨界流体利用環境負荷低減技術開発”における研究成果である 9

つのモデルおよび公開されている文献データについて実施し、シミュレーションモデル

を構築した。 

(8)経済性評価 

超臨界流体プロセスシミュレータにより構築されたモデルからは各単位操作、移送機

器、配管、伝熱機器等の各プロセス変数が得られる。また、マスバランス、熱収支が得

られ、これらによりプラント機器のサイジングデータが得られる。（図 D-7-2 参照）構

築されたプロセスモデルは解析に必要な機器のみが表示されている。実際のプラントで

はさらに詳細な検討が必要であり、プラントのコスト評価にもその検討結果が反映され

る必要がある。超臨界プラントに対する本経済性評価ツールは機器毎に各種データを内
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部に蓄積しており、それらを使いコスト評価できるよう開発した。 

経済性評価ツールは詳細なコスト評価が可能な“詳細版”と、ある程度コンピュータ

にあらかじめ与えておいた評価条件を用いて、コスト評価が可能な“簡易型”を準備し

た。経済性評価ツールの入り口画面を図 D-7-4 に示す。このツールを作成するのに使っ

たソフトは、データベース制作によく利用される Microsoft Office の ACCESS である。

コストデータを作成するにあたっては、コスト積算に関するハンドブック 

 
図 D-7-4 経済性評価システム 

を参考とした。具体的にはこのハンドブックの中のデータをデジタル化し、プロセスシ

ミュレータから入力されるデータをもとにコストを算出するアルゴリズム、データベー

スを開発した。ユーザ各自はコストデータベースを持っていると考えられ、コストデー

タベースの編集は“データベースメンテナンス”機能により容易に可能なようにした。 

“詳細版”コスト計算の手順は、ユニット作成、系統作成、プラント作成の順に構築

したプロセスをもとに入力していく。入力データは 500 以上の収納データから詳細な検

討をもとに選択する。図 D-7-5 に示すように計装機器など付随するもののコストは、係

数をかけることによりコストデータとして取り込むことができる。工事管理費などのコ

ストも同様の処理が可能である。 

“簡易型”コスト計算ではプロセスシミュレーションでプロセス構築が終了したとこ

ろで、プロセスの全パラメータを Excel のファイルにダウンロードする。経済性評価ツ

ールの簡易計算では、コンピュータが必要なデータを出力された Excel ファイルから探

し出し、構築したプロセスをベースとした機器コスト計算、運転費用を計算し、図 D-7-6

のようにコスト計算結果を出力する。 
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図 D-7-5 コスト計算法 

 
ファイル名: F:\コスト評価\1008.xls
合計: 244,048 千円

Cooler,Heater熱伝達係数: 40 kcal/h・m2℃
Cooler,Heater対数平均温度差: 50 ℃
熱交換器熱伝達係数: 40 kcal/h・m2℃
容積換算時間: 0.05 h

機器名称 VMG機器名 VMG変数名 入力パラメータ値 入力パラメータ単位 コストテーブル名称 範囲フラグ
弁 Valve: V1 50 Ａ 高圧アングル弁
混合器 Mixer: M1 0.05019 m3 ステンレス製横型円形ベッセル *
混合器 Mixer: M3 0.7391 m3 ステンレス製横型円形ベッセル
プラグ流反応器 PFR: PFR 219.91 ｌ 超臨界用管型反応器
転換反応器 ConvReactor: CRX 1116.8 ｌ 超臨界用槽型反応器 *
分離器 SimpleFlash: Sep1 72.53 m3 多孔板塔非自立塔 *
圧縮機 CompressorWithCurve: CP1 1.273166667 m3／ｍｉｎ 空気圧縮機 *
圧縮機 CompressorWithCurve: CP3 414.9 ｋＷ 高圧遠心式圧縮機 *
ポンプ PumpWithCurve: P1 0.913916667 l／ｍｉｎ プランジャーポンプ *
冷却器 Cooler: C1 296.75 m2 (簡易計算用)固定管板式多管熱交換器 *
加熱器 Heater: H1 383.765 m2 (簡易計算用)固定管板式多管熱交換器 *  

図 D-7-6 コスト計算例 

(9)ホームページによる全体システムのとりまとめ 

 超臨界流体プロセスシミュレータは、本体のプロセスシミュレータの他に、データ作

成ツール、経済性評価ツール、反応解析ツールなどからなる。さらに、これらのツール

の他に、解析モデルや解析を補助するためのモデルなどがある。これらをわかりやすく

利用できるようにホームページにまとめた。図 D-7-7 がホームページの画面であり。各

機能へわかりやすく移動でき、プログラムを起動できるようにした。使用できるツール
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は、プロセスシミュレータ、データ作成ツール、経済性評価ツール、反応解析ツールで

あり、さらに 14 ケースの超臨界プロセスモデルをプロセスシミュレータで起動しなが

ら閲覧することが可能である。各モデルにはモデル構築にあたって使われたデータ類も

添付されている。解説には超臨界プロセスシミュレータに関する基礎的な説明や、さら

に詳しい説明が必要な時には詳細な説明、解説、あるいは関連の文献を参照できるよう

に PDF ファイルが用意されている。各ツールの取扱説明書も PDF ファイルにより閲覧で

きダウンロードできる。このホームページを LAN 上にインストールすれば、LAN 上のユ

ーザはこのシミュレータの機能を利用することができる。 

 

図 D-7-7 ページトップ 

<結言> 

世界初の超臨界流体プロセスシミュレータを構築した。構築にあたり、シミュレーシ

ョンに対する環境を整備するために、以下の開発を実施した。 

①超臨界領域での物性評価に適した物性推算モデルを新たに導入した。 

②物性推算モデルに必要のデータを作成するためのツールを作った。 

③プロセスシミュレーションを行ない実用化規模のプラントを描き出し、これを評価

するため、経済性評価システムを開発した。 

超臨界流体プロセスシミュレータでは、まず、“超臨界流体利用環境負荷低減技術開発”

で研究された成果をもとにプロセスシミュレーションを行い、研究成果の実用化のため

の課題検討に利用するとともに、研究成果のさらなる充実のために資した。また、多く

のツール、ソフトの利用を容易にするために、これらを一つの Web サイトとしてまとめ

た。 

 

 

以上。 
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Ⅳ.実用化、事業化の見通しについて（中間評価まで） 

 

1. 実用化、事業化の見通し 

二酸化炭素、水で代表される超臨界流体利用技術は自然との調和を内包する持続可能な

社会を築く 21 世紀における中核的な産業技術として、その早期の実用化は世界的な潮流で

ある。現在、世界において膨大な有機溶媒、薬剤が使用され、その環境への放出が問題と

なっている。超臨界利用技術はこのような環境問題を根本的に解決しうるものであり、そ

の実用化の成否は技術開発により生産に要するエネルギー消費をミニマムにし得る共通基

盤技術が構築されるかに依存する。一方、超臨界流体の科学技術は、産業のみならず科学

的にも未踏の領域であり、本事業における実験技術と産業技術の融合を視野に入れた共通

基盤技術の構築が達成されれば、今後多くの有用な現象の発見が行われ、その実用化は波

及的に進むと考えられる。 

以下に、本事業での個別テーマごとに実用化・事業化の見通しを述べる。 

 

1.1 実用化時のイメージ（市場予測、実用化案件、適用可能分野と市場規模等） 

（１）超臨界流体プロセスの技術開発 

(イ) 有機合成プロセス技術の研究 

①超臨界二酸化炭素反応場を利用した水素化反応技術 

 本研究は超臨界二酸化炭素中での化学製品の有機合成技術に関し、芳香環の二重結合

を水素化する核水素化反応の技術開発を課題としている。核水素化反応のうちメチレンジ

アニリンの核水素化反応によるメチレンビスシクロヘキシルアミンの合成を研究対象とし

ている。 

 メチレンビスシクロヘキシルアミンをはじめとするジアミン類のほとんどはジイソシ

アネート類の製造原料として使用されている。このジイソシアネート類は汎用樹脂の一種
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であるウレタン樹脂製造に使用される主要原料である。ジイソシアネート類の市場は現在

世界、特にアジア地域において拡大を続けており、製造各社が既存プラントのフル生産を

継続するとともに、アジア地域において新規大型プラント建設が予定されている。ジイソ

シアネート類の 1999 年現在の市場規模は 220 万トン（欧米のみの数値）であり、今後も年

1～2％で成長を続けると見込まれている。従って年１%成長を見込んだ場合、2020 年でのジ

イソシアネート類の市場規模は 270 万トン程度拡大することが予想されている（化学経済 

2001 年 3 月臨時増刊号 70～73 頁）。 

②超臨界二酸化炭素を基質とする有機合成技術 

 環状炭酸エステルはリチウム電池の電解液等として 100 万トン程度の生産量がある

（6th International Conference on Carbon Dioxide Utilization, Breckenridge (2001)

における M. Aresta 教授の特別講演）。現状では液相均一系触媒反応によって合成されて

いるが、本プロジェクトの成果によって超臨界流体プロセスに置き換わる可能性がある。

また、環状炭酸エステルの炭酸ジメチルへの変換を通してポリカーボネートやポリウレタ

ン合成に利用すれば、世界で 700 万トン程度消費されているホスゲンを代替する可能性が

ある（CHEMTECH, 32 頁 (1997)）。さらに、炭酸エステルはディーゼルエンジンからのパテ

ィキュレート生成抑制剤として軽油への添加が検討されており、実用化されれば国内だけ

で 200 万トン規模の市場がある（石油化学プロセス、石油学会編、講談社サイエンティフ

ィック （2001））。ポリウレタンは我が国では 26 万トン／年製造されており、二酸化炭素

を原料とした製造プロセスが開発されれば、5万トン／年程度の二酸化炭素が固定化できる

ことになる。 

③超臨界メタノールを利用した芳香族化合物合成技術 

ポリエチレンナフタレート（PEN）樹脂は PET と同じ飽和ポリエステル樹脂の 1種である。

ポリエチレンナフタレートは骨格にナフタレン環を有しており、耐熱性が高いという特徴

を持つほか、引っ張り強度、ガスバリア性などあらゆる点で PET より優れている。表Ⅳ－
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１にポリエチレンナフタレート樹脂の国内市場予測を示す。 

 

表Ⅳ－１  PEN 樹脂の国内市場予測  

用 途 2000 年 2005 年 2010 年 

ビデオテープ 30 10 

データ系磁気テープ 730 800 600

コンデンサー 1,000 1,200 1,500

APS 写真フイルム 3,600 4,000 2,000

フィルム 

その他 940 1,000 1,200

小計 6,300 7,010 5,300

ビール容器 3,114 6,330

炭酸飲料（耐圧ボトル） 3,600 4,968

非炭酸飲料（耐熱ボトル） 1,104 1,707

飲料用ボトル 

その他 50 100

小計 0 7,868 13,105

包装用シート 100 1,000 3,000

その他 100 300 500

総計 6,500 16,178 21,905

 

 

初期にはポリエチレンナフタレート樹脂はフィルム用途として立ち上がり、強度物性の

高さを生かし、長時間録画用の薄膜磁気テープに使用されていたが、いまでは APS 写真フ

ィルム用の需要が伸びている。フィルム以外では、ガスバリア性、耐熱性、透明性の高さ

が注目され、リターナブルなビール容器、ワンウェイの耐圧・耐熱ボトルなどの飲料用ボ
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トルや包装用シートの需要が立ち上がっている。PET とのブレンドやコポリマーによるコス

トアップを抑え、必要な特性を付与したハイブリッド樹脂の用途として有望視されており、

原料が低廉かつ安定的に供給されることが望まれている。本研究テーマの目標を達成し、

原料前駆体である 2,6-ジメチルナフタレンの低コスト製造法を実現させることにより、さ

らなるポリエチレンナフタレート樹脂の市場拡大が期待される。ポリエチレンナフタレー

ト樹脂の原料であるナフタレンジカルボン酸の推定価格は約 500 円/kg であり、国内市場の

規模は 2000 年時点で約 30 億円であり、2010 年には約 100 億円の規模が見込まれる。世界

市場は用途によって異なるが、国内市場の約 7 倍程度と想定される（激動期のポリエステ

ル樹脂市場展望、（株）シーエムシー、1998 年 5 月） 

④超臨界メタノール反応場を利用したメチル化反応技術   

 N,N-ジメチルアミノエタノールは、アクリル酸またはメタクリル酸とエステル化する

ことによって得られる N,N-ジメチルアミノエチル（メタ）アクリレートの原料として産業

上有用な化合物である。N,N-ジメチルアミノエチル（メタ）アクリレートは、製紙処理・

水処理・コーティング剤用途に市場が成長している水溶性高分子原料である。また、アク

リルアミドとの共重合体は生活廃水処理（下水処理）用途のカチオン系高分子凝集剤とし

て重要であり、主にアジアにおける下水道設備の拡大に伴って市場が拡大している。N,N-

ジメチルアミノ 3-プロパノールなどの長鎖アミノアルコール類や N,N-ジメチルエチレン

ジアミン等の他の官能性アルキルアミン類化合物は、塗料・触媒・アニオン交換樹脂・界

面活性剤・シャンプー・繊維柔軟剤・金属イオン封鎖剤・添加剤・エポキシ樹脂硬化剤・

化粧品用乳化剤などの用途に広範にわたって利用される化合物である。 

 これらの多官能性アルキルアミン類の汎用的な合成方法としては、ハロアルカンをア

ルキル化剤として用いて脱塩する方法や、アルデヒドをアルキル化剤として利用する還元

アミノ化法がある。これらの方法によって、様々な化合物を合成することができるが、廃

棄物の副生や、煩雑な分離生成工程などのために、多量のエネルギーを消費する問題を有
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している。このため、産業上広く利用される官能性アルキルアミン化合物は、エポキシ化

合物とアミンの反応によって合成される 2-アミノエタノール類が用いられている。アルキ

ルアミノエタノール類は親水性が高いため使用用途が限定される。一方、疎水性の高い 3-

アミノプロパノール類や N-アルキルエチレンジアミン類などはエポキシ化合物からは合成

することができないため、もっぱら還元アミノ化法によって合成されているのが実状であ

る。それ故、品種（化合物の種類）によって大きな価格差があり、市場が限られているも

のと推測される。同一触媒、１つの反応器（固定床流通式反応器）を使用して原料や製品

タンクを切替ることによって目的に応じた生産量で簡便に製造できる反応システム（マル

チマニュファクチャリングシステム）が構築されれば、これら官能性アルキルアミン類間

の品種による価格差が解消されて、市場拡大を図ることができると期待される。本研究に

おいて超臨界メタノールを用いる 2-アミノエタノールの N-メチル化反応を検討することに

よって開発された反応システムは、高効率に官能性アミンを N-メチル化でき、さらに、他

の官能性アミン類を高効率に N-メチル化できる可能性が示されている。今後は、実用化へ

向けて、反応効率の更なる向上（反応速度・収率の向上）と超臨界流体を利用する N-アル

キル化技術の汎用性を拡げる検討を行うことが必要である。なお、これら官能性アルキル

アミン類の現在の市場規模は表Ⅳ－２に示される。  

 

表Ⅳ－２   官能性アルキルアミン類の市場規模 

分  類 化合物の例 規  模 

2-アルキルアミノエタ

ノール類 

N,N-ジメチルアミノエタノール 

N-メチルアミノエタノール 

N-メチルジエタノールアミン 

N,N-ジエチルアミノエタノール 

N,N-ジイソプロピルアミノエタノール 

 

合計生産量： 

  85,000 t/y  

 

推定成長率： 
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N,N-ジブチルアミノエタノール など       3 % /y 

他の官能性アルキルア

ミン類 

3-ジメチルアミノ 1-プロパノール 

N,N’-ジメチルエチレンジアミン 

N,N-ジメチルエチレンジアミン など 

 

合計生産量（推定）： 

  5,000 ～7,000 t/y 

 

親水性の高いアルキルアミノエタノール類全体の近年の年間使用量は、全世界で 85,000

トン程度と推定されている。流通価格は 400 円／kg 程度であるため、現在の推定市場規模

は全世界で 340 億円程度であると見込まれる。市場の成長率から推定すると、2010 年には、

年間使用量 10 万トン、市場規模 400 億円程度が見込まれる。また、他の官能性アルキルア

ミン類は、市場情報に若干の幅があるものの、近年の年間使用量は、全世界で 5,000～7,000

トン程度と推定されている。流通価格は化合物の種類によって差があり 500～1,000 円／kg

程度であるため、現在の推定市場規模は全世界で 25～70 億円程度であると見込まれる。市

場の成長率は不明であるが、安価に製造されれば使用量の増加が見込まれる。 

2,3,6-トリメチルフェノールと 2,6-キシレノールの市場規模を表Ⅳ－３ に示す。メタク

レゾールのオルト位のジメチル化によって得られる 2,3,6-トリメチルフェノールは、ポリ

マーへ添加する酸化防止剤用途や、抗ガン剤として市場が急拡大している合成ビタミンＥ

の原料として 5%／年の成長率で需要が拡大している。2,3,6-トリメチルフェノールの近年

の年間使用量は全世界では 6,000～10,000 トン程度と推定されている。市場情報に若干の

幅があるものの、流通価格は 700～1,000 円／kg であるため、現在の推定市場規模は全世界

で 42～100 億円程度であると見込まれる。市場の成長率から推定すると、2010 年には、年

間使用量 10,000～15,000 トン、市場規模 70～150 億円が見込まれる。また、フェノールを

原料にした場合に得られる 2,6-キシレノールはノンハロゲン系難燃性プラスチックである

ポリフェニレンエーテル(PPE)原料として、需要が拡大していると言われている。年間の使

用量は全ポリフェニレンエーテル系ポリマーの合計で、全世界で 32 万トン前後に達してい
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る。ポリフェニレンエーテル製造メーカーの世界 大手である GE はポリフェニレンエーテ

ルの成長率として 10%／年を見込んでいる。2,6-キシレノールの近年の年間使用量は全世界

では 125,000 トン程度と推定されている。流通価格はおおよそ 250 円／kg であるため、現

在の推定市場規模は全世界で 310 億円程度であると見込まれる。市場の成長率から推定す

ると、2010 年には、年間使用量 20 万トンを超え、価格が維持された場合 500 億円以上の市

場規模が見込まれる（化学技術戦略推進機構調査資料、2000）。 

  

表Ⅳ－３   2,3,6-トリメチルフェノールと 2,6-キシレノールの市場規模 

化 合 物 用   途 規  模 

2,3,6-トリメチルフェノール 酸化防止剤、家畜飼料添加剤、合成

ビタミンＥ（α トコフェロール）原

料 

生産量（推定）： 

 6,000～10,000 t/y 

推定成長率： 

5 % /y 

2,6-キシレノール 難燃性プラスチック（PPE、PPO、MPPE）

原料 

生産量（推定）： 

  125,000  t/y  

 

 

⑤超臨界水反応場を利用した水和反応技術  

 本研究は、超臨界水中での有機合成反応技術の開発が課題である。したがって、具体

的製品市場を明示することは困難なので、水和反応のうちオレフィンの水和によるアルコ

ール類とニトリル水和によるアマイド類について述べる。 

表Ⅳ－４  にイソプロパノールの市場規模を示す。イソプロパノールイソプロパノール

は全世界で 230 万トン／年程度が既存の水和法で製造されており、塗料等の溶剤、樹脂、

一般工業用等に使用されている(The Chemical Economics Handbook-SRI, Isopropyl 
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Alcohol 668.6000A ,May 2000)。一般工業用の価格は 130-140 円／Kg であり、価格的には

3,200 億円／年の市場規模である。 

 

       表Ⅳ－４  イソプロパノールの世界市場規模 

 世界市場規模 

（2000 年） 

市場の伸び 

（～2030 年） 

用途 

イソプロパノール 2,300 千トン 横ばい 溶剤、樹脂、一般工業用 

 

次にアクリルアミドの世界の市場規模について表Ⅳ－５ に示す。アクリルアミドはアク

リル樹脂、凝集剤、土壌改良剤等の用途として 40 万トン程が用いられており (The Chemical 

Economics Handbook-SRI, Acrylamide 606.2000A ,December 1998)、50%充填製品の価格が

260-280 円／Kg であり、2,200 億円規模の市場と考えられる。 

 

        表Ⅳ－５  アクリルアミドの世界市場規模 

 世界市場規模 

（2000 

市場の伸び 

（～2030 年 

用途 

アクリルアマイド 400 千トン 拡大 凝集剤、紙力剤、土改剤 

 

⑥超臨界水を反応場とする物質合成技術 

 超臨界水反応場における有機合成については発見されたばかりであり、その特異条件

にどの反応が適合するかを早く確認することが重要と考えられ、本研究グループはプロセ

ス構築に向けて有機合成反応を探索しており、基本特許の網をかけることを目指している。

これが成功すれば、日本市場だけでなく、今まで太刀打ちできなかった欧米の市場にも風

穴を開けることになり、そのインパクトは大きいと考えられる。 
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（ロ）材料プロセッシング技術の研究 

材料プロセッシング技術の中で高分子の微細発泡成形加工プロセス技術に関するものが、

産業技術として実用化が近いものとして期待されている。超臨界流体を溶解・拡散させたポ

リマーは、その溶融粘度が大きく減少し、成形加工時の流動性が向上することから、成形工

程の省エネルギー化、生産性の向上が期待される。また、超臨界流体を用いた物理発泡成形

は、環境負荷低減の観点から従来の化学発泡剤に替わるものとして、注目されているばかり

でなく、微細な発泡セルが得られれば、通常の発泡製品に比べ強度の向上が図られるため、

その市場は拡大することが予想される。さらに、発泡セルを微細化すると断熱性や絶縁性が

向上することから、従来発泡高分子が利用されていなかった分野への用途展開が期待される。 

一方、無機/有機高分子複合体の創製技術、超臨界急速膨張法による無機材料の創製技術

及び超臨界水反応場による微粒子合成技術については、実用化技術への可能性を検証してい

る段階であるが、微粒子特性や薄膜組織を制御することにより、高機能性材料の創製技術と

してその展開が期待される。無機/有機高分子複合体の創製技術は金属微粒子を高分子材料

に分散させることにより、耐磨耗性などの機械的特性の向上に加えて、微粒子の特性を利用

した光機能性等の機能を付与する技術としての応用が考えられる。また、超臨界急速膨張法

を利用したミクロンオーダーのパターニング技術が確立できれば、現在利用されている各種

のセラミックスデバイスのさらなる微小化が可能になる。例えば、各種ディスプレイの高精

細化、インクジェットプリンターなどに用いられている圧電アクチュエータの高精細化、マ

イクロマシン用セラミックス部材などである。また、試験、研究用の素材として、コンビナ

トリアルケミストリー用の基板、微小空間における反応や合成を対象としたマイクロ化学用

チップ、などへの適用も可能であろう。 

さらに、超臨界水反応場を利用した無機微粒子の合成技術では、その粒子形態を制御する

ことにより、機能性の向上が期待でき、実用化案件として、微粒子（量子サイズ効果による
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高効率蛍光体材料(YAG:Re)、高効率光触媒(TiO2, K2Ti6O13)、板状（高配向性強誘電体材料(チ

タン酸バリウム)、高密度磁気記録材料(Ba フェライト, Sr フェライト)及び繊維状（耐熱繊

維、高付加価値繊維）などが挙げられる。 

 

         表Ⅳ－６ 適用が予想される実用化案件と市場規模 

応用分野 実用化案件 市場規模 

発泡高分子材料 

 

 

・建材用 PP 発泡断熱シート等断熱材

・各種輸送機器の内装材 

・生分解プラスチックへの適用 

・木粉＋高分子複合大型パネル 

・ポリマーナノコンポジット 

・音響機器、防音材 

・回収ＰＥＴボトルリサイクル 

・各種緩衝材 

･発泡プラスチック製品

市場規模(2000年)  38万

ﾄﾝ、2130 億円 

･プラスチック製品市場

規模(2000 年発泡除く) 

592 万ﾄﾝ、3 兆 8548 億円

･超臨界微細発泡体 

 発泡プラスチックの

30％代替し、全プラスチ

ック(発泡除く)の 10％代

替と仮定すると 71 万ﾄﾝ、

4,493 億円 

 

パターン化材料 プラズマディスプレー 

圧電アクチュエータ（ピエゾヘッド）

マイクロチップ・マシーン 

 

50,000 台（250 億円） 

1000 万台（5000 億円） 

(日本プラスチック工業連盟統計資料,日経 BP 資料等、2000) 
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（ハ） エネルギー・物質変換技術の研究 

 超臨界水酸化反応を利用したプラントの適用可能分野は超臨界水中燃焼発電や廃棄物処

理、材料合成など多種多様に考えられる。例えば、超臨界水中燃焼発電に関しては、中国や

東南アジアを中心とする発展途上国での低品位な石炭を使用した火力発電が行われている

が、それに代わるクリーンで高効率の発電技術としての適用が考えられる。加えて、従来あ

まり使用されていなかったバイオマスや、ゴミ等の未利用資源を広く燃料として使用できる

可能性がある。また、廃棄物処理に関しては、従来のゴミ焼却では、排ガスばかりでなくダ

イオキシンの発生などいくつかの問題を抱えていたが、超臨界水は排ガスを押さえ、ダイオ

キシン等の有害物質を分解できるため、代替方法としての適用が考えられる。 

本研究で構築する反応工学モデルは、これらプラントのプロセスの 適化に広く使用できる

とものであり、合わせて装置材料の選定が可能になる。 

 一方、石油製品は原油の品質により決定される連産品であるため、今後は製品重油が供給

過剰になり、逆に需要が高い中間留分の不足が懸念されている。また、天然タール等の未利

用重質油の埋蔵量は約 1兆トンとも言われており、石油の７倍程度存在することが確認され

ている。この未利用重質油を有効利用することにより、エネルギー供給源の多様化と安定化

が可能であることから、これら未利用重質油を需要の高い中間留分へ転換するプロセスが必

要不可欠とされている。物質変換技術で得られた結果から、未利用重質油模擬物質である減

圧蒸留残渣から軽質ガスおよび軽油を 80%以上の収率で得られる見通しが得られた。またこ

の技術開発の中で、熱・加水分解反応とともに脱硫、脱金属反応も同時に進行することが確

認されている。これらの成果から、これまで利用の困難であった未利用重質資源が、枯渇し

つつある良質な原油と同等に利用可能となる可能性が示唆されたものと思われる。エネルギ

ー供給源の多様化が可能となり、環境負荷の小さい軽質化プロセスが期待される。 

 わが国におけるプラスチックは、年間 1,500 万トン生産され、うち半分の 700 万トンが廃
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棄物として排出されている。しかし、この廃棄物を原料として再資源化されている割合は 1

割程度に過ぎない。また、焼却時に発生する熱の回収を加えてもリサイクルは 3割に満たず、

その多くは埋立てと焼却によって処分されているのが現状となっている（経産省工業統計、

新潟油化センター資料、2000）。 

 埋立て処分の場合、処分地は年々減少をたどる一方、ポリカーボネートからはビスフェノ

ール A の溶出を代表とする物から内分泌攪乱物質と疑われているものが溶出する危険性を

有する。また、焼却時に塩素のようなハロゲンを含んだ物により焼却炉の腐食を発生させ、

ダイオキシン類等の有機塩素系化合物の生成、高分子の燃焼時に排出される酸化物として二

酸化炭素による地球温暖化、酸性雨原因物質等の問題がある。そのため、リサイクルによる

工業原料への転換が急務であると考えられる。超臨界水を反応溶媒に利用した化学リサイク

ルは、化学原料やモノマー等への転換ができることから、現在プラスチックのリサイクルの

主流である油化よりも、工業的に価値の高い製品が得られる可能性が高い。プラスチック廃

棄物を化学プロセスにより連続して処理するにあたり、水と共にスラリー状で超臨界圧力以

上の圧力場へ連続かつ安定して供給する装置設計技術の確立は避けては通れない技術であ

り、この試験において工業的に汎用のある往復動ポンプにて超臨界圧力場へのスラリー供給

の可能性の目処が立ち、プラスチック廃棄物の超臨界プロセスのみならず他のプラスチック

処理のためのプロセス、プラスチック以外の比較的比重の小さいスラリーを用いたリサイク

ルプロセスのためのスラリー高圧供給装置への応用が期待される。 

 

（２）基礎基盤技術の開発 

① 超臨界流体のミクロ溶媒特性の解明 

本研究は各プロセスの共通基盤技術確立に必要な超臨界流体のミクロ特性等の

基礎物性及び反応機構、溶媒効果等の反応物性について測定・解析を行っているも

のであり、そのものが直接実用化になる可能性としては、独自の高温高圧仕様の
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in-situ 測定装置等に限定されるであろう。しかし、これらのミクロ特性はマクロ

特性と同様に基礎データベースに必須であり、超臨界流体に関する物性データベー

スが完成すれば超臨界流体利用プロセスの開発を促進し、化学産業に大きく貢献で

きる。 

① 超臨界流体のマクロ特性の解析 

従来の石油化学プラントの技術導入に際しては、物性データはプラントに付随したものと

理解されてきた。しかし、超臨界流体プロセスの場合は、温度・圧力による物性の制御性を

利用して設計製作されるものであり、その基礎データとしてのマクロ特性データベースは多

くのプロセスの基盤となるものであり、プロセス開発に大きく貢献できる。 

② 高圧ガス供給システムの安全技術 

酸素を酸化剤として用いる超臨界水酸化処理の実用化例として下水汚泥の処理がある。下

水汚泥は現在 200 万トン発生し、増加傾向にある。ここで、下水汚泥１トンを処理するのに

約 1500Nm3の酸素が必要である。対象物によっては，高酸素濃度が必要になり，本成果の導

入が必須となることが予想される．他の利用分野として、工場廃水の処理、原子力関連の廃

棄物処理等が実用化検討されており，市場の規模は更に波及的拡大が期待される。 

 

1.2 成果の実用化可能性 

（１）超臨界流体プロセスの技術開発 

（イ）有機合成プロセス技術の研究 

超臨界流体二酸化炭素、超臨界水や超臨界メタノールを主に用い、高効率、高選択的な環

境調和型の基礎化学品等に対する有機合成プロセス技術の実用化案件は、多くの化成品が関

連しており、本プロジェクト終了時の成果の実用化技術への寄与は大きいことが予測される。 

①超臨界二酸化炭素反応場を利用した水素化反応技術（産総研超臨界流体 RC 集中研／東工

大／産総研超臨界流体 RC） 
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超臨界二酸化炭素―水二相系によるアニリンの核水素化反応システムを新たに開発した。

この反応系は触媒の分離回収が容易となり、かつ超臨界二酸化炭素の分離抽出能力を利用し

た高選択的な核水素化反応の開発を可能とするものであり、今後、立体選択性等の発現を検

討し、高選択的な核水素化反応を進めていくことにより、実用化の可能性を明確にする。 

RU-TPPTS 錯体を触媒として用い、超臨界二酸化炭素―液系反応システムによって、

・・・・不飽和アルコールの、C=O 二重結合の水素化反応が選択的に起き、・・・・不飽和

アルコールを収率 57%で合成できた。さらに選択的水素化反応のメカニズムを明らかにして、

より高効率化することにより、実用化を図る。 

②超臨界二酸化炭素を基質とする有機合成技術（産総研物質プロセス RI／産総研超臨界流

体 RC） 

超臨界二酸化炭素を利用した環状炭酸エステルの高効率合成プロセスの開発では均一系

触媒あるいは固体触媒による触媒分離不要なプロセスを開発できる目途がついた。しかし、

現状は固体触媒、均一系触媒ともにプロトタイプを提示した段階であり、今後、性能向上と

ともに、触媒寿命、触媒製造コストなどの問題をクリアする必要がある。 

 ジシクロヘキシルカルボジイミド（DCC）を用い、安価な原料であるアミノアルコールか

ら２－オキサゾリジノンの合成に成功した。また、DCC は水と反応し難溶性の尿素になるた

め、分離が容易である等の利点がある。少量の準溶媒（アセトニトリル）存在下、DCC と 1-

フェニル-2-アミノアルコールを反応させたところ 96.5％と非常に高い収率で 5-フェニル

-2-オキサゾリジノンが生成することが分かった。これは、従来報告されてきた四塩化炭素、

アミン、ホスフィンを用いた合成方法に比べて、操作でも、収率の上でも優れており、プロ

セスとして有望と考えられる。更に、準溶媒を使用しないで、2-メチル-2－アミノアルコー

ルから 40℃及び 12 時間で 4-メチル-2-オキサゾリジノンを収率 91.4%で合成でき、環境調

和型のプロセス開発が期待できる。 

③超臨界メタノールを利用した芳香族化合物合成技術（産総研超臨界流体 RC 集中研／東工
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大／静岡大） 

超臨界メタノールを利用した 2,6-ジメチルナフタレンの高選択的有機合成反応技術では

選択性の良好な触媒を選定し、実用化に近いが、更に選択性を上げるには外表面の酸点を失

活させる技術開発課題が残されている。現時点でも、超臨界反応に適した触媒細孔径および

温度・圧力が選択性に及ぼす効果、CO2 が触媒活性の低下を抑制する可能性について良好な

実験結果が得られており、今後、従来技術を上回る高効率合成プロセスの実現が見込め

られる。 

④超臨界メタノール反応場を利用したメチル化反応技術（産総研超臨界流体 RC 集中研／東

工大） 

 N-アルキル化技術の開発に関しては、超臨界反応場の 適化とその反応場で有効に機能す

る固体触媒の開発により、特定の二官能性アミン化合物に対して選択性を高められ、2-アミ

ノエタノールのメタノールによる直接的 N-メチル化反応が可能であることが明らかになっ

た。これは、反応性に富む二官能性アミンを、メタノールをメチル化剤として官能基選択的

にメチル化できた 初の例である。通常は 2-アミノエタノールの自己環化縮合反応が主反

応となるのに対して、超臨界反応場では、反応温度をマイルドにできるため、高効率で N-

メチル化物が得られたと考えられる。さらに、超臨界メタノール法では圧力や濃度などの反

応条件を制御することによって、N,N-ジメチルアミノエタノールと N-メチルアミノエタノ

ールの生成比率を制御できることを明らかとした。今後は、反応速度を向上させることによ

る生産性の向上と、技術の一般化を図ることが重要である。また、メタクレゾールのオルト

位選択的メチル化技術の開発を着実に進めている。現行プロセス（気相法）に比較して、超

臨界条件下ではメタノールの分解抑制効果と触媒寿命の改善効果が発現することを明らか

にとした。これにより、省資源・省エネルギーが可能な化学プロセスの構築が期待される。  

⑤超臨界水反応場を利用した水和反応技術（産総研超臨界流体 RC 集中研） 

超臨界水の触媒機能を活用した有機合成技術は発見されたばかりであり、現状は反応探索に
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よる基本特許の確立が重要である。モデル実験のヘキセンの水和に関してはオレフィンの水

和だけでなく、ニ量化反応も生じたことで、水の酸触媒代替の可能性を広げることができた。

プロピレンの水和を実施することで、プロセス化の課題を明確にし、オレフィンやニトリル

の水和反応技術を開発する。 

⑥超臨界水を反応場とする物質合成技術（産総研超臨界流体 RC） 

さらに、400℃、30MPa でとうもろこし蛋白質であるツェインスラリーを 0.7 秒反応させ、

アミノ酸やペプチドを短時間反応で効率的に得られることを見出しており､血圧上昇を抑え

る機能食品等の製造プロセスとして有望と考えられる。同様に超臨界水中では例えばアミノ

酸からラクタムがやはり 1秒以下で合成出来ることを見出している。極めて短時間で反応が

進行することが本プロジェクトで検証され、高効率で反応器が小型化できる新プロセス開発

が期待でき、実用化されればインパクトは非常に大きいことが予期される。 

 

（ロ）材料プロセッシング技術の研究  

 表 5-1-(1)(ﾛ)に示したように超臨界流体を利用した材料プロセスの実用化案件は、高分

子材料や電子産業などの分野に広がっており、本プロジェクト終了時の成果の実用化技術へ

の寄与は大きいことが予測される。 

①熱可塑性高分子の超微細発泡成形技術の開発（産総研超臨界流体 RC 集中研／環境調和技

術 RI／東北大） 

微細発泡技術に関しては、連続溶融プロセス時の制御因子が明らかになり、発泡径 10・m

以下の高分子発泡の連続プロセスでの実現に近づいたといえる。すなわち、発泡サイズを小

さくするためには、 (1)減圧速度を大きくする、(2)減圧差を大きくする、(3)高分子材料の

溶融粘度を大きくする(長鎖分岐構造を含めて)、(4)成形温度を低くする、(5)核生成剤を併

用する、等の因子が明らかになった。これらの操作を的確に行うためには、現状の成形加工

機械では困難であり、新しいシステムの開発により実用化を目指す予定である。 
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②無機/有機高分子複合材料の創製技術の開発（産総研超臨界流体 RC 集中研/高温高圧研） 

超臨界注入法を用い、汎用の有機高分子材料の表面近傍にナノメーターサイズの微粒子を

分散できることが確認でき、また、操作因子の違いによる微粒子分散層の形成傾向（深さや

分散密度）を把握できた。現段階では、微粒子分散密度など、十分に制御できる段階には達

していない。高分子の構造と二酸化炭素流体による可塑化現象との関係、エントレーナー分

子のサイズや極性の可塑化への影響、機能発現物質の構造や極性と注入効果との関係など基

礎的な可塑化現象と注入効果との関係を明らかにする必要がある。一方、注入したアルコキ

シド等の後処理工程が必要で、本方法の実用化には課題が多く、今後本方法の波及性等の観

点からの課題見直しも必要と考えている。 

③急速膨張法による無機材料の創製技術の開発（産総研超臨界流体 RC 集中研／高温高圧研） 

超臨界急速膨張法によるμmオーダーのパターニングの可能性が検証された段階である。

これをさらに発展させて、種々の材料で μm領域のパターン化材料が得られるようになれば、

現在利用されている各種のセラミックスデバイスのさらなる微小化が可能になる。現段階で

は、膜厚や膜質、特に膜質について、十分に制御できる段階には達していない。より狭いピ

ッチでのパターニングを実現する上でも膜質の向上は重要で、そのためには膜質に影響する

原料やプロセスの要因を、さらに詳細に検討して行くことが必要である。また、実用材料の

大半が複合材料であることを考えると、無機/無機、あるいは有機/無機との複合化が必須と

考えている。 

④超臨界水反応場を利用した無機微粒子の合成技術の開発(産総研超臨界流体 RC) 

 流通式反応装置を用いた超臨界水中での水熱合成反応による金属酸化物微粒子合成プロ

セスの開発の基盤技術を確立するため、プロセス変数と粒子特性の関係について明らかにし

た。得られた結果は、速度論解析と溶解平衡から整理が可能であり、他の金属種についても

分類、整理を行うことで、金属種に依存しない汎用な合成プロセスとなりうる。さらに、複

合酸化物などの多元素系への展開も可能である。実プロセスへ展開するためには、量産化が
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必要である。必要とされる反応時間は秒のオーダーであるため、新規な反応器の開発が不可

欠であると考えている。その基盤となるための装置特性（材質、形状、流動）の評価および

反応器設計が実用化の課題となる。 

 

（ハ）エネルギー・物質変換技術の研究 

① 超臨界水酸化反応によるエネルギー回収プロセスの開発 

 エネルギー回収プロセスの実用化のためには、超臨界水酸化反応プロセスの設計に使用で

きる反応工学モデルの開発と装置材料の選定が必要であり、現状はその開発研究段階である。 

 (a)反応工学モデルの開発（産総研超臨界流体 RC 集中研／東大） 

 難燃性有機固体の超臨界水酸化反応における反応速度・反応機構と操作条件との関連が、

in situ の反応観測装置等を用いて、一部の有機固体（固形炭素）については明らかになっ

てきた。この結果を超臨界水酸化反応装置の設計に使用できるシミュレーションモデルの

構築に繋げるためには、固形炭素以外の有機固体の超臨界水酸化反応における反応速度・

反応機構と操作条件との関連の明確化や、さらには流動場観測システムの構築による超臨

界水中にある有機固体周囲の流れの測定を行い、シミュレーションモデルの改良を行う必

要がある。 

(b)装置材料の選定（産総研超臨界流体 RC 集中研） 

 超臨界水酸化条件の変化が材料の腐食挙動に極めて大きな影響を与えていることが確認

できている。超臨界水酸化反応によるエネルギー回収プロセスの対象となる可能性の高い

超臨界水中燃焼発電や廃棄物処理などでは、イオウ等が含まれていることが多いが、分解

生成物が複雑であるためそれぞれの作用については明確になっていない。超臨界酸化プロ

セスの構築には、このような共存する物質の影響を明らかにして、条件に合う材料選定、

および材料と環境条件の相関の確認を行う必要がある。 

②超臨界水中水素化反応等による未利用重質資源の軽質化・クリーン化に関する開発 
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（産総研超臨界流体 RC 集中研） 

(a)重質油転換プロセス 

 未利用重質資源等は将来のエネルギー供給源として重要な資源であるが、これまでの液

化、ガス化プロセスでは、対環境性、経済性が問題になり実用化が進んでいない。超臨界

水による重質油転換試験では、軽質ガス、軽質油（BTX や直鎖系の軽質油）を 80wt%以上得

られること、コークス量の大幅減少、触媒なしで硫黄濃度は 1000ppm まで減少、脱金属 100%

が明らかになった。これらの結果は、超臨界水による重質油プロセスが対環境性に優れて

いることなどの有用性を示すものである。今後、反応の直接測定、流動特性の把握などよ

り詳細な反応場の知見に基づく、本プロセスの 適化を行うと共に、スケールアップデー

タ等のプロセスデータ、設計データの取得と通して、重質油転換プロセスの構築、評価が

必要になる。 

(b)還元性雰囲気での材料腐食の評価 

 超臨界水還元性雰囲気下における温度、雰囲気に対する各種材料の適合性を明らかにし、

装置の温度条件、雰囲気毎に材料選定することが可能になった。また、超臨界水酸化性雰囲

気下と腐食形態が異なることを確認し、雰囲気に対して効果的な添加元素について提示する

ことができた。超臨界水プロセスに比較的安価なステンレス材料を利用できる範囲および耐

食性材料の特性が明らかになったことにより、装置の構成を適切に予測することが可能にな

り、経済性、安全性を考慮したプロセスの構築が可能となった。今後、応力腐食割れ感受性

等の材料強度面からの評価が行うことができれば、より精度が高くかつ信頼性のあるデータ

の提示、材料の選定が可能となる。 

③プラスチック廃棄物の化学リサイクルプロセスの開発 

 ポリ塩化ビニルから可塑剤の回収および塩素の除去を行い、ポリエンに変換する条件を見

いだしたが、ポリエンの超臨界水中での反応では、反応条件と生成物の関係等について今後

の精査が必要である。往復動ポンプによる水－粉砕プラスチックスラリーの送液は圧力
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35MPa、スラリー濃度 33%で可能であり、スラリー供給の可能性が実証された。さらに、ス

ラリーポンプの設計手法を確立するには、送液試験データの蓄積や設計パラメータの策定等

を行うことが必要である。 

 (a)変換反応技術（産総研超臨界流体 RC 集中研／東北大） 

 付加重合型プラスチックを代表するポリ塩化ビニルから、可塑剤を有機系塩素化

合物等の有害物質の生成を伴わず回収できる操作条件、次に、残渣のポリ塩化ビニ

ルの塩酸脱離反応によりポリエンとする操作条件を特定した。今後、超臨界水を反

応溶媒として利用することで、ポリエンを有用物質に転換できれば、工業原料化が

望めるとともに埋立て処分、焼却処分量を低減する処理方法として提言できる。一

方、縮重合型プラスチックに代表するポリカーボネートをモノマーであるビスフェ

ノール Aへの転換の可能性を見出しており、今後高収率の条件が特定できればその

実用化の可能性は高い。 

(b)高圧供給系の構築（産総研超臨界流体 RC 集中研） 

 プラスチック廃棄物を化学プロセスにより連続して処理するにあたり、水と共にスラリ

ー状で超臨界反応場へ連続かつ安定して供給する装置設計技術の確立は避けては通れない

技術であり、工学基盤技術としても重要なものである。本研究において、工業的に汎用性

の高い往復動ポンプによる超臨界反応場への粉砕プラスチックのスラリー供給が可能であ

ることが実証された。今後、水－プラスチックスラリー送液のパラメータを変化させた状

態での昇圧・送液範囲、配管内での送液状態等の試験、流体力学的検証等を通して設計手

法を確立し、固体の高圧供給システムの実用化を図る。 

 

（２）基礎基盤技術の開発 

各プロセスの共通基盤技術確立に必要な超臨界流体のミクロ物性、流動、相平衡等の基礎

物性及び反応機構、溶媒効果等の反応物性について測定・解析を行うものであり、超臨界流
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体プロセスの実用化を促進するための基礎基盤を構築するものであるが、必要に応じて行わ

れる新装置の開発は実験装置の販売ビジネスに結びつくことも考えられる。一方、高圧酸素

供給に係わる安全性とシステム開発は，超臨界流体酸化プロセスの産業分野の展開に直結す

るものである。 

①超臨界流体のミクロ溶媒特性の解明（産総研超臨界流体 RC／産総研環境調和技術 RI） 

 高圧 NMR 測定セルの開発による in situ 測定技術の高度化に寄与し、超臨界水有機合成

の実現の源となっている超臨界水の酸・塩基触媒機能の発現機構に関する知見は国内外の超

臨界水研究者に大きな反響を与えた。また、NMR による時間分解測定によれば反応進行中の

中間生成物の同定も可能で、反応経路・機構解明に大きく寄与できることが判明した。 

②超臨界流体のマクロ特性の解析（産総研超臨界流体 RC 集中研／産総研環境調和技術 RI／

東北大／九州大／近畿大／高温高圧研） 

 超臨界水、超臨界二酸化炭素の 2成分混合系相平衡については、報告データの少ない領域

でのデータ測定のための装置・手法を開発し、データの測定及び解析を行った。また、推算

法についても、汎用法の適用精度を定量的に評価し、実用的な推算法開発にむけての知見を

得た。 

 高分子材料への溶解度・膨潤度については、高精度測定装置を設計・製作し、データの系

統的蓄積が行える状態になっている。超臨界二酸化炭素溶解度データを整備することにより、

多くの高分子材料に対して超臨界二酸化炭素の適用が可能になると考えられる。溶融高分子

の熱物性や粘性特性についても、装置が完成し、データ蓄積と物性データとしての再現性を

確認しているが、融点、結晶化点、ガラス転移点、粘性特性のデータからは、明らかに超臨

界二酸化炭素による高分子材料の可塑化が確認されており、高分子加工プロセスへの適用性

を定量的に明らかにした。界面張力については高圧領域で適用性の高い懸滴法の装置製作を

終了した。 

 可視セルと流通型装置を組合わせた溶解度および相平衡測定装置は世界中でも例がなく、
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汎用性がありまた分解挙動測定への展開も念頭において設計されているもので、装置自体に

特徴があり、実験装置としてのニーズがある。また、アセチルアセトナト、アルコキシド等

代表的な化合物について溶解度や相平衡データは、材料製造や分子触媒反応に関する基礎検

討との基盤データになる．また，超臨界水中への NaCl、KCl 塩の溶解度測定装置についても、

装置と手法とを併せた測定法としてのニーズがある。 

③高圧ガス供給システムの安全技術（産総研超臨界流体 RC 集中研） 

 高圧ガス供給のための保安システムについては、高圧酸素供給については装置製作が終了

し、基盤データが蓄積できる体制になった。また、内外の高圧酸素供給技術について安全技

術調査を実施し、法規・基準ならびに安全技術に対する報告書を作成した。一方、超臨界水、

超臨界二酸化炭素の応用技術の全世界的なプロセス化・実用化に鑑み、欧米での保安システ

ム・保安基盤技術データについて、キーワードを検討し INTERNET を介して資料収集を始め

たところである。今後、まず集積データを整理、解析し、共通点・差異点を明確にする。 

 

1.3 波及効果 

（１）超臨界流体プロセスの技術開発 

（イ）有機合成プロセス技術の研究 

①超臨界二酸化炭素反応場を利用した水素化反応技術（産総研超臨界流体 RC 集中研／東工

大／産総研超臨界流体 RC） 

  樹脂、液晶、医薬品の分野などからの高選択的な核水素化反応技術に対するニーズは、極

めて高い。今回開発した超臨界二酸化炭素―水二相系核水素化反応システムは、環境負荷低

減に対する貢献はもちろん、高選択的な核水素化反応が期待できる反応システムである。今

後、反応の高選択化とともに、種々の芳香族化合物への適用を図り、包括的な核水素化技術

として確立した場合、その波及効果は絶大なものとなる。また、α,β-不飽和アルデヒドの

選択的水素化反応によってα,β-不飽和アルコールを合成する効率的なプロセス開発が確
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立されれば、香水、医薬品などに用いられる芳香を有する種々のファインケミカルズの環境

調和型で効率的な製造が可能となり、波及効果は大きい。 

②超臨界二酸化炭素を基質とする有機合成技術（産総研物質プロセス RI／産総研超臨界流

体 RC） 

 本課題はホスゲン代替としての二酸化炭素利用技術と見なすことができる。現在、ホスゲ

ンは年間 700 万トン以上消費されている有用な工業原料であるが、猛毒、腐食性などの問題

のため、環境にやさしい代替技術が強く求められており、炭酸ジメチルがもっとも有力な代

替候補である。環状炭酸エステルはメタノールとの反応によって容易に炭酸ジメチルに変換

可能なため、二酸化炭素を原料として環状炭酸エステルを安価に供給できればホスゲンプロ

セスを炭酸ジメチルプロセスで代替できる可能性がある。 

 本課題のうち、均一系触媒を用いるプロセスが実現されれば、有機溶媒中の均一系触媒反

応が広く超臨界二酸化炭素中の反応に置き換わる可能性がある。例えばヒドロホルミル化反

応は世界で 500 万トン以上の生産規模で稼働中であるが、貴金属錯体触媒のリサイクルに多

大の労力を費やしている。超臨界二酸化炭素を利用することにより触媒の分離回収プロセス

が大幅に効率化される可能性がある。 

 また、安価な原料であるアミノアルコールとジシクロヘキシルカルボジイミドから抗菌作

用を持ち、医薬原料として重要な環状ウレタン化合物である 2-オキサゾリジノンの低温合

成は、従来報告されてきた四塩化炭素、アミン、ホスフィンを用いた合成方法に比べて、操

作でも、収率の上でも優れており、新規プロセスとして有望と考えられ、本プロセスが確立

されれば波及効果は大きいと考えられる。 

③超臨界メタノールを利用した芳香族化合物合成技術（産総研超臨界流体 RC 集中研／東工

大／静岡大） 

超臨界メタノールを反応基質および媒体として用いる芳香族化合物の位置選択的メ

チル化反応は、2,6-ジメチルナフタレンの合成のみならず、トルエンのメチル化によるパ
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ラキシレンの合成、ビフェニルのメチル化による 4,4’-ジメチルビフェニルの合成等、他

の芳香族化合物に応用することが可能である。これらの化合物は、例えば液晶ポリマーの原

料前駆体として有用であり、本研究テーマの目標達成によって、超臨界メタノールによ

る高効率・省エネルギー・環境負荷低減新プロセスが実現すれば、適用範囲が拡大す

ることも期待できる。 

④超臨界メタノール反応場を利用したメチル化反応技術（産総研超臨界流体 RC 集中研／東

工大） 

 本研究のこれまでの結果から、超臨界流体中で効率的な有機合成反応を実現させるために

は、気相や液相条件下で公知の固体触媒をそのまま超臨界条件に転用して利用するのではな

く、超臨界反応場の制御とその反応場に相応しい固体触媒の組合せが重要であると言える。

これまで気相や液相条件で行われてきた固体触媒の設計指針は、超臨界条件下では必ずしも

適応できない。それ故、本研究の中で実施される超臨界条件下での固体触媒の物性解析によ

り、設計指針を確立することが重要である。超臨界反応場のメリットが端的に発現している

本研究を進めることによって、アルキル化プロセスに限らず、酸化、還元、置換、付加、転

位反応など、数多くの固体酸・固体塩基触媒が作用する有機合成プロセスに対して、超臨界

反応場の活用に道を開くと期待される。 

⑤超臨界水反応場を利用した水和反応技術（産総研超臨界流体 RC 集中研） 

 オレフィンの水和反応が進行したことから、国内でも超臨界水の特徴を利用して、酸触媒

を用いている既存の工業プロセスに適用しようとする研究が更に加速され、実用化が進展す

ることが期待できる。今後、プロジェクトで研究活動を継続することで、更なる革新的技術

を発見する可能性は大きい。 

⑥超臨界水を反応場とする物質合成技術（産総研超臨界流体 RC） 

 従来の種々の酸、塩基触媒が用いられ環境への影響が懸念されている化学合成プロセスに

ついて、超臨界水の酸、塩基触媒機能を利用することによって、低環境負荷型の無触媒プロ
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セスの実現に資する。本研究課題は超臨界反応場に適した化学反応を探索し、その基本特許

を確立することを目指しており、その中からプロセスへ展開することが想定されており、将

来的にはかなりの波及効果が期待される。 

 

（ロ）材料プロセッシング技術の研究 

①熱可塑性高分子の超微細発泡成形技術の開発（産総研超臨界流体 RC 集中研／環境調和技

術 RI／東北大） 

本技術は、気泡径 10μm 以下の微細発泡製品を実用化および促進するための基盤技術と

なる。この技術は、プラスチック産業界において、射出成形、圧縮成形、押出成形、フィル

ム・シート成形、中空成形、溶融紡糸などの広範囲のプラスチック成形において微細発泡を

実用化するために直接応用できる。その他には、異種ポリマーのブレンドや反応押出しによ

るポリマーアロイや、ポリマーとガラス・炭素繊維、無機充填材とを複合化したコンパウン

ドおよびナノコンポジットの製造にも利用できる。ポリマーの精製工程においては、発泡に

よって溶融ポリマー中の表面積を増やすことにより、重合過程で残留した触媒や溶媒を効率

的に除去するプロセスも可能となる。また、ポリマーに高い流動性を付与することで、マイ

クロマシン等の微細形状部品の製造にも展開できる。微細発泡製品は、車両内装品の軽量化

による燃費低減や、薄くて断熱性の高い建材による省エネルギー化などの効果をもたらす。 

  学会においては、ポリマーの溶融、流動および固化から形成される連続成形プロセスにお

ける超臨界流体の溶解、拡散および相分離の挙動が明確になり、微細発泡の形成に至る一連

の過程が解明される意義は大きい。 

②無機/有機高分子複合材料の創製技術の開発（産総研超臨界流体 RC 集中研／高温高圧研） 

 有機高分子材料の表面近傍に、ナノメーターオーダーの金属や金属酸化物の微粒子を均一

に分散させた複合材料は、その分散形態による特徴から、熱や曲げ延ばしなどの外力による

機能層の剥離を防止することによって機能を持続させることができる。また、複合化される
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粒子の径が小さくなると、マトリックス樹脂との相互作用が強くなり、機械的強度や耐熱性

が発現する。製造工程としては、超臨界二酸化炭素をプロセス溶媒として用いることにより、

従来の有機高分子材料の複合化プロセスで発生する有機溶剤などによる環境への負荷が低

減され、廃水処理に係わるコストやエネルギーが省力化でき、従来技術の有する問題点を解

決できる可能性も考えられる。 

③急速膨張法による無機材料の創製技術の開発（産総研超臨界流体 RC 集中研／高温高圧研） 

 本法は水と比べて非常に温和な条件で超臨界状態となる二酸化炭素を用いて、これまでに

研究例の少ない無機材料の創製を行ない、さらにそれをパターニングに適用するという全く

新しい超臨界流体の応用を提示するものである。これにより、エレクトロニクスやマイクロ

マシンなどのパターン化材料を必要とする分野に、新規な省エネルギー、低環境負荷の微細

パターン形成技術を提供できる。また、それと同時に、急速膨張法の基本特性に関するデー

タは、パターニングにとどまらず、粉末製造やコーティング技術などの超臨界流体を利用し

た材料プロセス全般に有用である。 

④超臨界水反応場を利用した無機微粒子の合成技術の開発（産総研超臨界流体 RC） 

 超臨界水を利用した水熱合成反応による金属酸化物微粒子合成プロセスは、現在、種々の

製造業に求められている多岐におよぶ特性を制御した微粒子製造法となりうるため、その波

及効果は大いに期待できる。さらに、本プロジェクトで明らかになる反応装置特性は、無機

材料合成だけでなく、現在広範囲の分野で展開されつつある超臨界水を利用した合成、分解、

分離プロセスの根幹となる基盤技術であり、その産業界へ及ぼす波及効果は計り知れない。 

 

（ハ）エネルギー・物質変換技術の研究 

① 超臨界水酸化反応によるエネルギー回収プロセスの開発 

(a)反応モデルの構築（産総研超臨界流体 RC 集中研／東大） 

 超臨界水酸化反応工学モデルの開発により、低品位の石炭である褐炭やインドネシアの
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森林火災で有名となった泥炭、またゴミの燃焼などによる超臨界水中燃焼発電や有害物質

の無害化、廃棄物の処理など超臨界水酸化反応利用プラント全般のプロセス 適化への適

用が期待される。 

(b)装置材料の選定（産総研超臨界流体 RC 集中研） 

 超臨界水酸化反応プロセスに使用できる装置材料の経済的、安全性の高い選定が可能に

なれば、超臨界水を用いる有機合成反応プロセスやプラスチック廃棄物のリサイクルプロ

セスの装置材料にも適用可能であると考えられる。また、今研究から得られるデータ等か

ら、腐食のデータベースが構築され、広く産業に利用できるようになることが期待される。

②超臨界水中水素化反応等による未利用重質資源の軽質化・クリーン化に関する開発（産

総研超臨界流体 RC 集中研） 

(a)重質油転換プロセス 

 本研究では、重質油を対象に行ってきたが、今後反応メカニズムなどの基礎的な研究を行

うことにより、有機物と超臨界水の反応状況を把握することがより重要になる。 

それらの知見を発展させることにより、プロセスの 適化や、超臨界水を利用した未利用資

源の有効利用および原料の高付加価値化と言う観点から、有機化合物の高付加価値化などに

も適用可能になると考えられる。 

 有機物化合物の高付加価値化においては有機化合物と超臨界水との無触媒反応による高

付加価値物質の合成、抽出が考えられる。石油産業、化学プラントにおける触媒工程の簡

素化、反応塔のコンパクト化が可能となり、現在化学工業プラントで問題になっている触

媒廃棄物の低減化、エネルギー消費量およびプロセスコストの低減化を図ることができる

ものと期待される。超臨界水との反応により重質油の一部が水溶性油に変換されているこ

とが明らかになっているが、今後この水溶性油の生成メカニズムが明らかになれば、更に

適用範囲が広がるものと思われる。 

(b)還元性雰囲気での材料腐食の評価 
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 超臨界水還元性雰囲気においては、一般産業で用いられている構造材料で装置材料を選定

できる見通しが得られた。比較的安価なステンレス材料を利用できる範囲および耐食性材料

の特性が明らかになったことにより、経済性、安全性を考慮した実用化プロセスの構築が可

能であることが判明した。超臨界水還元性雰囲気である未利用重質油の有効利用、廃プラス

チックの有効利用、有機化合物の合成技術においては、超臨界水プロセスを実用化する上で

懸念されている材料腐食、経済性を十分クリアできる見通しが得られた。また、超臨界雰囲

気下での腐食に対して効果的な添加元素、割合などが判明したことは、経済性、安全性を考

慮した超臨界水プロセス用の新規材料開発の糸口となる。今後、応力腐食割れ感受性等の材

料強度面からの評価を行うことができれば、より精度が高くかつ信頼性のあるデータの提示、

材料の選定が可能となる。    

③ プラスチック廃棄物の化学リサイクルプロセスの開発 

(a)変換反応技術（産総研超臨界流体 RC 集中研／東北大） 

 付加重合型プラスチックに代表されるポリ塩化ビニルから可塑剤および塩素を除いて得

られた物質は、二重結合が連続的につながるポリエン構造を持つものであるが、この物質の

物性、化学反応性に新たな展開が期待できる。 

(b)高圧供給系の構築（産総研超臨界流体 RC 集中研） 

 本供給システムは、対象物の物性等がプラスチックに近い、比較的比重の小さいスラリー

を用いたリサイクルプロセスに向けた、スラリー高圧供給システムの適用範囲を拡大するこ

とが期待できる。 

 

（２）基礎基盤技術の開発 

 得られた超臨界流体のミクロ特性やマクロ特性等の基礎物性及び反応への溶媒効果等の

物性データベース化のための解析研究を実施しているが、これらは特定の応用技術を想定し

た基礎基盤ではなく、広く超臨界流体プロセスの進展のために必要となる基礎基盤である。
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なお，高圧酸素等のガス供給に係わる安全性とシステム開発に必要な工学基盤技術の開発は

新たな標準技術となりうるもので、その波及効果は計り知れない。 

①超臨界流体のミクロ溶媒特性の解明（産総研超臨界流体 RC／産総研環境調和技術 RI） 

 高圧 NMR 測定セルの開発は，in situ 測定技術の高度化に寄与し、超臨界水有機合成の実

現の源となっている超臨界水の酸・塩基触媒機能の発現機構やミクロ溶媒特性に関する知見

の集積につながっている。これらの技術を発展させ、FT-IR、NMR などの in-situ 時間分解

測定が汎用・確立されれば反応進行中の中間生成物の同定も可能で、新たな反応系や触媒開

発にも大きく寄与できる。 

②超臨界流体のマクロ特性の解析（産総研超臨界流体 RC 集中研／産総研環境調和技術 RI／

東北大／九州大／近畿大／高温高圧研） 

 本研究で得られる 30MPa までの平衡・輸送物性や熱物性の基礎物性データベースは、超臨

界流体を用いた新たなプロセスの可能性を広げるものであり、我国が欧米に遅れているプロ

セスシミュレーターの開発にも直結するものである。また新たな分野での超臨界流体を用い

たプロセスの発想を研究者に与えることが可能であると考える。更に超臨界水酸化、超臨界

水熱合成中での無機、複合材料合成に適合した金属化合物の探索に直結するものであり、物

性蓄積の成果に加えて、これらの材料製造プロセスの進展が大いに期待できるものである。 

③高圧ガス供給システムの安全技術（産総研超臨界流体 RC 集中研） 

 超臨界条件下での高圧酸素の取り扱いに関する設計基準を整え、それらが公に認知されれ

ば、超臨界条件下での高圧ガス取り扱いにおける安全性と経済性の向上が図れ、超臨界利用

技術を広範な産業分野で求められている環境負荷低減技術として利用促進することができ

る。 
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 今後の展開 

1.4.1 今後の課題 

個別テーマの目標達成度を常時、評価・判断し、必要であれば個別テーマを見直す。本事業内

でのシーズの創生をさらに活発化し、ニーズを踏まえた上でブリークスルーすべき技術課題と有

機的に結びつけた研究・開発を推進する。得られた結果と超臨界流体の特性との関係を解明し、

超臨界流体の特性を 大限に発揮しうる温度･圧力制御技術、要素･システム技術を確立し、共通

基盤技術の体系化を行い、その成果を随時公開する。 

 また、実用化への主な課題は以下の通りである。 

 

（１）超臨界流体プロセスの技術開発 

（イ）有機合成プロセス技術の研究 

 超臨界流体二酸化炭素、超臨界水や超臨界メタノールを主に用い、高効率、高選択的な環

境調和型の基礎化学品等に対する有機合成プロセス技術の実用化案件は、多くの化成品が関

連しており、本プロジェクト終了時の成果の実用化技術への寄与は大きいことが予測される。

超臨界二酸化炭素を利用した環状炭酸エステルの高効率合成プロセスの開発では均一系触

媒あるいは固体触媒による触媒分離不要なプロセスを開発できる目途がついており、プロセ

ス構築のためには更にマイルドな反応での触媒探索が必要と考えられる。超臨界メタノール

を利用した 2,6-ジメチルナフタレンの高選択的有機合成反応技術では選択性の良好な触媒

を選定し、実用化に近いが、更に選択性を上げるには外表面の酸点を失活させる技術開発課

題が残されている。同様に超臨界メタノール反応場を利用した二官能性アミン化合物のメチ

ル化技術についても高活性の有望な触媒を開発でき、選択性の向上が実用化のキーポイント

になっている。超臨界水の触媒機能を活用した有機合成技術は発見されたばかりであり、現

状は反応探索による基本特許の確立が重要である。しかしながら、極めて短時間で反応が進

行することが本プロジェクトで検証され、高効率で反応容器が小型化できる新プロセス開発
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が期待でき、実用化されればインパクトは非常に大きいことが予期される。 

超臨界二酸化炭素やメタノールを利用した有機合成では触媒の選定等を実施しており、そ

の成果に基づき、高選択的な触媒開発を通して合成プロセスを構築する。超臨界水の触媒機

能を活用した有機合成技術では反応探索による基本特許の確立が重要である。極めて短時間

で反応が進行することから、高効率で反応容器が小型化できる新プロセス開発が期待できる。 

（ロ）材料プロセッシング技術の研究 

 微細発泡技術に関しては、連続溶融プロセス時の制御因子が明らかになり、発泡径 10μ

ｍ以下の連続プロセスでの実現に近づいたといえる。急速膨張法による製膜技術では、50

μｍピッチのパターニングが実証されたが、より狭いピッチでのパターニングを実現する上

で膜質の向上が実用化のための技術的課題である。 

（ハ）エネルギー・物質変換技術の研究 

 超臨界水酸化反応プロセスの設計に使用できるシミュレーションモデルの構築には、必要

な反応速度と操作条件との関連の明確化、さらには、有機固体周囲の流れの測定によりシミ

ュレーションモデルの改良を行う必要がある。重質油の超臨界水中での反応で 80%以上軽質

化、脱硫、脱金属が実証された。反応メカニズムの詳細な把握やプロセス設計データの取得

等により、このプロセスを構築が可能になる。また、超臨界水還元性雰囲気下でのプロセス

材料を温度条件、雰囲気毎に材料選定することが可能になり、さらなるデータの集積により、

その信頼性の向上が必要である。プラスチックスラリーの圧力 35MPa、スラリー濃度 33%で

送液が実証された。さらに、スラリーポンプの設計手法を確立するには、送液試験データの

蓄積や設計パラメータの策定等を行うことが必要である。 

 

（２）基礎基盤技術の開発 

超臨界流体のミクロ物性、流動、相平衡等の基礎物性及び反応機構、溶媒効果等の反応物

性について測定・解析を行い、各プロセスの共通基盤技術確立に資する。一方，高温・高圧
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並びにガス供給に係わる安全性とシステム開発は，超臨界流体という圧力を積極的に利用し

た産業分野の展開が期待できる。 

 

1.4.2 期待される効果 

 本プロジェクトで行う化学プロセスに対する超臨界利用技術の基盤形成の結果として、将

来的に想定される効果を以下に例示する。プロジェクトの成果である技術基盤を活用するこ

とでこれらの分野におけるエネルギー消費を減少させるための超臨界流体技術の応用技術

開発が促進されることが期待され、同時に新規産業分野の創出も可能となる。 

（１）超臨界流体技術の開発 

（イ）有機合成プロセス技術 

 超臨界流体を溶媒とする合成技術の確立によって蒸留、溶媒回収、再利用、無害化に用い

られているエネルギーの大幅な低減が図られるとともに、低環境負荷な生産プロセスの利用

が普及する。現行化学産業で基礎化学品(除く無機化学品)約500百万トン／年の生産高うち、

溶剤を使用して製造している製品は約50万トン／年と見積もられる。 

（ロ）材料プロセッシング技術 

微粒子材料や高分子材料の合成を超臨界流体中で行うことにより、新たな特性を持つ軽量

材料等が少ないエネルギー消費で生産され、プロセスの省エネルギー化とともに現行材料を

より軽量なものと代替して、材料のユーザー側での大きな省エネ効果が見込まれる。現状利

用されているポリマーと同程度の強度を持ちながら、約30％軽量な超臨界流体技術発泡ポリ

マーを利用することで、製造側及びユーザー側で省エネルギー効果が見込める。 

（ハ）エネルギー・物質変換技術 

 当該技術により未利用炭素資源の有効利用が図られて、熱回収のような低レベル資源回収

のみが可能であった原料をより高付加価値の物質として回収・再利用し、全体の炭素資源の

節約、原油消費量の低減につながる技術の基盤が確立される。 
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（２）基礎基盤技術の開発 

超臨界流体技術に関する工学的な基盤技術の確立は、非超臨界流体技術領域における高

温・高圧利用技術の開発にも寄与し、様々なプロセスの設計 適化に対して新たなオプショ

ンを提供し、より広い反応条件領域を利用した 適化によって省エネルギー型プロセス設計

に資する。さらに、超臨界流体技術に関わる基盤技術の確立は、化学以外の分野にも広く適

用可能である。例えば電子材料分野における超臨界洗浄技術、セラミックス材料の超臨界領

域を利用した創製技術等において有機溶剤の代替や軽量材料の創出に寄与するであろう。こ

のような他分野における省エネルギー効果も基盤技術の確立により加速される。 

 

これらの超臨界流体プロセスのうち、工業化の目処がついたものについては、導入当初よ

り、市場原理により導入が進み、超臨界流体を用いた当該技術の普及率は次のように予想さ

れる｡ 

2010年：30%    2020年：50%   2030年：90% 

 

このような導入が実現した場合、温室効果ガスの削減効果が期待される。その予測結果を

表Ⅳ－７に示す｡ 

 

    表Ⅳ－７  温室効果ガス削減量試算（単位：炭素換算千トン／年） 

 削減量 2010 年 2020 年 2030 年 

普及率（％）  30 50 90 

（イ）有機合成プロセス技術 

（ロ）材料プロセッシング技術 

（ハ）エネルギー・物質変換技術 

220

1,131

737

66

339

221

110 

566 

368 

198

1,018

663
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Ⅳ.実用化、事業化の見通しについて（事後評価まで） 

本事業では、エネルギー及び有機溶媒多消費型の既存化学反応プロセスを代替するため、

より高い省エネルギー効果やリスク削減効果を実現する新しい化学プロセスの開発といっ

たチャレンジングな研究開発を実施してきた。そのため、新規プロセスに転換させるために、

実用化に資する工学的基盤技術が短期間に開発されることが求められた。参画した約20 の

研究体(企業、大学、公的研究機関)は産学官の連携(集中研究体)を取りながら、国内外に特

許出願、論文、発表等を精力的に行い、当該研究機関ばかりでなく、多方面の研究者、研究

機関に対して貴重な研究情報及びデータ等を公表し、実用化プロセス技術及び基盤技術の波

及･普及に積極的に努めた。 

平成14年度の中間評価までは、基礎、基盤技術の確立を目ざした研究開発が進められたた

め、溶媒物性、反応特性、新反応、新プロセス探索などの幅広い共通基盤的な研究が中心と

なっており、これらの研究技術分野の発展に大きく寄与し、学会、化学業界等に対して多大

な影響を与えることとなった。一方、中間評価以後においては、実用化の視点も考慮して、

テーマの絞り込みが行われるなど、研究テーマの見直しが行われ、より一層実用化に資する

基礎基盤技術研究としてのテーマに選択集中され、プロジェクト期間中に得られた数々の成

果は、膨大な数のデータベースの形にまとめ上げられ、一般に公開され、超臨界流体利用技

術の普及、波及に向けた土台が完成した。一方、実用化面では、成果の一部を実用化できた

テーマも現れた。その一方で、個々のプロセスに係わる研究開発テーマがいずれも 終的に

実用化、工業化を目指して開発目標を数値化して設定しており、従来技術では極めて困難で

あった研究開発目標を達成した例も出た。しかしながら、マーケットの状況に影響されたり、

原材料や周辺装置の高騰や製品の価格低下等の諸要因により、実用化までの期間が当初の予

想以上に長くなるなどのテーマも散見された。既存の化学プロセスを超臨界流体を用いた新

規プロセスに転換させるためには、本事業において基盤技術や実用化技術が確立された後も、

開発事業者により継続的に、テーマ毎に抽出した課題を解決するとともに、製品品質の確認
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等を含めたパイロットプラントによる実証試験が行われることが必要である。また、本プロ

ジェクトの成果を活用して、マーケットリサーチ等を行いながら、他の事業の横展開等も必

要であり、企業によるさらなる自主的開発の継続の他、産官学連携による研究開発の一層の

活性化、データベースのメンテナンス、機能向上などが求められる。 

 

＜有機合成プロセス技術の開発＞ 

１．実用化、事業化の見通しについて： 

超臨界二酸化炭素反応場を利用した水素化反応技術開発では、超臨界二酸化炭素がハ

ロニトロベンゼンの選択水素化反応に有効なことが見出され、従来法を凌ぐ反応成績が達成

できたという点で、選択的水素化反応への展開の可能性が一気に高まったと考えられる。実

用化に向けた課題としては、①アニリン副生量低減、②反応器小型化、③触媒寿命の向上、

④精製工程の実験的検証等が挙げられるなど、今後、事業化に向けては、本プロジェクトに

おいて開発した要素技術のさらなるブラッシュアップを実施する必要がある。その中で上記

①～④の課題解決に取り組まなければならない。併せて経済性評価･品質評価･市場性評価を

行った上で、工業化技術の開発段階へ移行し、パイロットプラントを用いた実証試験を行い、

反応プロセスのシンプル化、少量他品種生産への対応等を図った後、詳細な経済性評価･品

質評価･市場性評価に基づいた事業性判断により、商業プラント化実現の可否を決定する必

要がある。 

超臨界メタノールを利用した芳香族化合物の高選択的有機合成プロセスの開発では、 

超臨界二酸化炭素を用いた2-メチルナフタレンの高選択的メチル化反応により、2,6-体

/2,7-体を分離せずにエンジニアリングプラスチックであるポリエチレンナフタレート

(PEN)の原料として利用できる可能性を見出したことで、従来法に比べて低コストで原材料

を提供できる方法として、実用化への可能性が一気に高まったと考えられる。しかしながら、

本研究開始時に予測したPENの需要動向どおりに用途が拡大しておらず、中には開発期間中
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に市場性が失われた分野も散見されることから、今後需要の動向に合わせた事業化計画を立

てる必要がある。実用化に向けた課題としては、触媒寿命の向上等を図るとともに、パイロ

ット設備による実証試験を経て設備設計に必要な工学的データを蓄積し、市場の動向を分析

しながら、事業性判断と、実設備の建設計画を立てていく必要がある。 

超臨界メタノールを利用した官能基選択的メチル化技術の開発では、2－アミノアル

コールのN-メチル化反応において、従来技術に比べて高選択性を発現する固体触媒反応プロ

セスを見出したことで、N,N-ジメチルアミノエタノール(DMA)の他、フェノール類の各メチ

ル化、非対称エチレンジアミン合成、グリコールエーテル類などの波及効果が考えられる。

実用化に向けた課題は、①単流収率の向上、②メタノール量の低減、③生成水の反応阻害低

減、等が挙げられ、今後、事業化に向けては、本プロジェクトで得られた技術をさらに継続

して改良していく努力が必要である。事業化に際しては、製造実証プラントの検討や、市場

動向をウオッチングしながら、有益な化合物への展開を図っていく必要がある。 

超臨界水反応場を利用した水和反応プロセスの開発では、超臨界水を用いた直接水

話法により、プロピレンから、イソプロピルアルコール(IPA)を高選択的に合成できる

反応を見出したことで、従来法の硫酸エステル法等からより、高効率の新規プロセス

への置き換えの可能性が高まったと考えられる。しかしながら、オレフィン原料の市

況、プロピレン、アセトン等の需給バランスを考慮の上、アセトン法IPAを含めた総合

的な事業性判断が必要となる。これらの市況の変化に対応するべく、さらにエネルギ

ー効率の高いプロセス設計を行うための要素技術、周辺技術の開発を行うとともに、

本成果の他用途への展開も探索する必要がある。 

 

＜材料プロセッシング技術の開発＞ 

１．実用化、事業化の見通しについて： 

 超臨界流体を利用した高分子材料の創成及び合成プロセスの開発では、連続式超臨
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界流体・ポリマー押出し・発泡挙動解析評価装置を開発することにより、連続溶融プ

ロセスで高倍率微細発泡体を製造するための基盤技術を構築することができた。この

結果、現在、市場が拡大しつつある超臨界流体を用いた微細発泡製品の普及を加速さ

せることが可能になると考えられる。また、本成果は、発泡以外のディスプレィ用高

分子製品、ポリマーナノコンポジット、微小機械部品などの高機能の高分子製品を生

産効率良く製造し、多様なユーザニーズに応えるために活用でき、ビジネスチャンス

を広げることが可能になってきたと考えられる。市場としては、自動車部品、電気・

通信機器、包装容器、建築資材などの多くの分野に貢献しうる技術であり、これらの

分野では、気泡微細化、高発泡倍率化、セル形状構造化など、分野ごとに求められる

スペックが異なるため、顧客ごとに個別対応して行くことが求められる。従って、本

技術により、幅広いユーザーニーズへ適応することができる装置、プロセス、計測、

データベース、シミュレーションのトータル支援システムを提供することが可能とな

った。今後は、連続式超臨界流体・ポリマー押出し・発泡挙動解析評価装置の完成度

を高めて市場に供するとともに、本装置を有効活用することによって微細発泡成形ビ

ジネスの拡大を図る。さらには、ポリマーナノコンポジットの混錬や、フィラー含有率の

高い高粘度樹脂成形、超微細構造体成形等へと展開し、産官学連携体等を活用した継続的な

研究開発を行い、幅広い波及・普及効果を得ることを目指す。 

 

＜エネルギー・物質変換技術の開発＞ 

１．実用化、事業化の見通しについて： 

超臨界水酸化反応を利用した廃棄物処理装置の開発では、これまで、超臨界水酸化反応

現象が十分把握されていないことで、困難であった反応器設計が、本研究で実施した反応工

学モデルの開発により、超臨界水酸化分解プロセスの分解過程が解明できたばかりでなく、

反応器設計を合理的、経済的に実施できるようになり、超臨界水酸化プロセスの実用化を促
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進することに繋がったと考えられる。本研究成果を活用することによって、小型廃棄物処理

装置を開発し、ユーザーに採用されることが決定した。今後は本反応工学モデルで得られた

成果を活用し、難燃性有機廃棄物処理装置など、超臨界水酸化反応を活用した新プロセスの

開発を目指していく予定である。 

プラスチック廃棄物の化学リサイクルプロセスの開発では、超臨界流体を用いた軟質塩

化ビニル等の合理的・経済的なリサイクル方法についての研究が行われ、軟質塩化ビニルか

ら、亜臨界条件下で可塑剤を除去し、再び塩化ビニル製品としてリサイクルする方法が も

優れていることを見出し、この成果を活かして、レントゲンフィルムの再資源化処理装置の

開発を行い、処理業者への納入が決定した。今後は、本知見を活かし、塩化ビニルのリサイ

クルでは、医療用装置の処理や、電線被覆の処理などに横展開していくとともに、塩化ビニ

ル以外の他の廃プラスチックへの展開も試みる予定である。 

 

＜基礎基盤技術の開発＞ 

１．実用化の見通しについて： 

高圧酸素供給システムの安全技術の確立では、これまで、圧力20Mpa以上の酸素供給に対

する定量的な安全性データが少ないために、超臨界水酸化プロセスの実用化が立ち後れてお

り、本研究により、高圧酸素供給システムの設計指針を確立することができたばかりでなく、

設計技術者が参照できる工学的基盤データベースを公開することができた点で、本プロセス

の実用化を促進することに寄与できたと考えられる。今後は、本研究成果を活用し、安全な

高圧酸素容器充填方法の確立等を図っていくとともに、事故原因の究明や安全対策等へ活用

していく。 

超臨界水還元性環境における材料腐食評価では、還元性超臨界水環境における材料腐食性

の評価手法及び、同環境下での構造材料選定指針を確立することができた点で、同環境下で

用いられるプロセスの実用化が促進されると考えられる。特に、還元性環境で使用される重
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質油の転換プロセスにおいて、これまで、コスト高だった装置材料の問題に対して、安価な

ステンレス鋼が使用できる可能性を提示できたことで、一気に実用化の可能性が大きくなっ

たと考えられる。今後の課題としては、ステンレス鋼と、Ni基合金などを併用し、酸濃度が

高くなるような、より環境の厳しい局所部位にも対応できる総合的な構造材料配置を検討し

ていく必要がある。 

産業、研究に資する超臨界流体データベースの構築では、本プロジェクトで得られた研

究成果を中心にデータベース化し、WEB上で広く公開することで、超臨界流体技術に携わる

企業、大学、公的研究機関等の技術者、研究者が利用できる環境を提供することができ、本

分野での波及効果が見込めるものと考えられる。 

超臨界流体向けのプロセスシミュレータ（以降、超臨界流体プロセスシミュレータ）が構

築されたことはなく、「超臨界流体プロセスシミュレータの開発･構築」は、世界で始めての

試みである。従って、超臨界流体プロセスシミュレータは、成果が容易に多くの人に行き渡

ることを考慮し、Web技術を駆使し、多くの人が利用しやすいオープンなシステムとし、研

究の加速、研究成果の実用化に資するものとした。 

また、産業技術総合研究所・コンパクト化学プロセス研究センターが中心となり、今後の

データベースの運営・管理を行う体制ができたことで、本データベースの継続的な利用が見

込まれるばかりでなく、同センターを中心とし、本プロジェクトの基礎基盤的な研究成果を

受け継ぎ、産官学連携の新たな継続研究の拠点としての役割が期待できるといった点で、今

後の普及・波及効果が高いと考えられる。 

以上。 
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成果詳細別表 
2. 成果 

(a) 有機合成プロセス技術の研究 

(1) 研究発表・講演（口頭発表も含む） 

① 
発表年月日 発表媒体 発表タイトル 発表者 

2004年 
3月27日 
 

日本化学会 
第84春季年会 
(口頭A講演) 

超臨界二酸化炭素中における 
ハロニトロベンゼンの実用的水素化反応 

碇屋隆雄、市川真一郎

2004年 
12月24日 

Chem. Commun., 
2005, 924-926. 

The role of carbon dioxide in chemoselective 
hydrogenation of halonitroaromatics over 
supported noble metal catalysts in supercritical 
carbon dioxide 

Shinichiro Ichikawa, 
Mizuki Tada,  
Yasuhiro Iwasawa, 
Takao Ikariya 

 
② 
発表年月日 発表媒体 発表タイトル 発表者 

平成16年 
3月27日 

日本化学会 
第84春季年会 

超臨界メタノール中におけるアルカンジオールの

Ｏ-メチル化反応 
有田佳生 

 
③ 
発表年月日 発表媒体 発表タイトル 発表者 

平成16年 

3月27日 

日本化学会 

第84春季年会 
微細化したゼオライト触媒の調製と2-メチルナフ

タレンのメチル化反応への適応 

美澄幸弘、碇屋隆雄 

 
④ 
発表年月日 発表媒体 発表タイトル 発表者 

2004.4 化学工学会 
第69年会、大阪 

超臨界・亜臨界水中でのオレフィン水和反応 清水耕太郎、生島豊、

新井邦夫 

2004.6  7th Italian 
Conference on 
Supercritical 
Fluids and Their 
Applications, 
Trieste, Italy 

Acceleration of Propylene Hydration Near the 
Critical Temperature of Water 

Kotaro Shimizu, 
Kenta Takahashi, 
Yutaka Ikushima 

2004.11 2004 annual 
meeting, Austin, 
USA 

Propylene Hydration in High-Temperature 
Water, American Institute of Chemical Engineers 

Kotaro Shimizu, 
Kenta Takahashi, 
Yutaka Ikushima 

 Proceedings of the 
9th Meeting on 
Supercritical 
Fluids, Rw19 

Acceleration of Propylene Hydration Near the 
Critical Temperature of Water 

Kotaro Shimizu, 
Kenta Takahashi, 
Yutaka Ikushima 

 Proceedings of 2004 
Annual Meeting, 
American Institute of 

Propylene Hydration in High-Temperature 
Water 

Kotaro Shimizu, 
Kenta Takahashi, 
Yutaka Ikushima 

開発項目「超臨界流体利用環境負荷低減技術研究開発」 

成果別表 

（平成 1５年度～平成 16 年度） 
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Chemical Engineers, 
545e 

⑤ i) 発表論文 

発表年月日 発表媒体 発表タイトル 発表者 

2004 Tetrahedron Lett. 
45, 1307-1310 

“Rhodium-tris(3,5-bis(trifluoromethyl)- 
phenyl)phosphine catalyzed hydroformylation of 
dienes to dialdehydes in supercritical carbon 
dioxide with high activity” 

S. Fujita,  
S. Fujisawa,  
B. M. Bhanage,  
M. Arai 

2004 Eur. J. Org. 
Chem., 2881-2887 

“Hydroformylation of 1,5-hexadiene catalyzed by 
rhodium complexes in supercritical carbon 
dioxide and in toluene: Effects of fluorinated 
phosphine ligands and reaction conditions.” 

S. Fujita,  
S. Fujisawa,  
B. M. Bhanage,  
Y. Ikushima, M. Arai

2004 Chem. Commun., 
2326-2327 

“Carbon dioxide-expanded liquid substrate 
phase: an ffective medium for selective 
hydrogenation of cinnamaldehyde to cinnamyl 
alcohol” 

F. Zhao, S. Fujita,  
J. Sun, Y. Ikushima, 
M. Arai 

2003 Green Chem. 5, 
76-79 

“An effective and recyclable catalyst for 
hydrogenation of α,β-unsaturated aldehyde into 
saturated aldehyde in supercritical carbon 
dioxide” 

F. Zhao, Y. Ikushima, 
M. Chatterjee,  
M. Shirai, M. Arai 

2003 J. Supercrit. 
Fluids, 27, 65-72 

“Hydrogenation of an α,β-unsaturated aldehyde 
catalyzed with ruthenium complexes with 
different fluorinated phosphine compounds in 
supercritical carbon dioxide and conventional 
organic solvents” 

F. Zhao, Y. Ikushima, 
M. Chatterjee, 
O. Sato, M. Arai 

2003 J. Organomet. 
Chem., 687, 
211-218 

Heck reactions with various types of palladium 
complex catalysts: application of multiphase 
catalysis and supercritical carbon dioxide 

B. M. Bhanage,  
S. Fujita, and M. Arai

 
⑤ ii) 口頭発表 

平成15年
9月14日 

化学工学会第 36 回

秋季大会（仙台） 
Hydroformylation of 1,5-hecadiene with Rh 
complexes in compressed carbon dioxide 

Bhalchangra M. 
Bhanage,  
Shinya Fujisawa, 
Shin-ichiro Fujita, 
Masahiko Arai 

平成15年
11月17日 

第 33 回石油・石油

化学討論会（大阪） 
超臨界二酸化炭素中での Rh 錯体触媒を用いた

1,5-hexadiene のヒドロホルミル化 
藤澤真也，藤田進一郎，

B. M. Bhanage， 
荒井正彦 

 
⑥  
発表年月日 発表媒体 発表タイトル 発表者 

2004 Industrial & 
Engineering 
Chemistry 
Research, 43, 
2345-2348 

“Enhancement of Catalytic Activity by Ion 
Product of Sub- and Supercritical Water in the 
Catalytic Hydration of Propylene with Metal 
Oxide” 

Kengo Tomita and 
Yoshito Oshima 
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⑦ 
発表年月日 発表媒体 発表タイトル 発表者 

2003年 
5月 

論文発表 
(Chem. Commun.  
2003, 1198-1199) 

Biocatalytic reduction of ketones by a 
semi-continuous flow process using supercritical 
carbon dioxide 

T. Matsuda,  
K. Watanabe,  
T. Kamitanaka,  
T. Harada,  
K. Nakamura 

2003年 
6月 
 

論文発表 
(Tetrahedron: 
Asymmetry, 
2003, 14, 
2087–2091)  

Control of enantioselectivity of lipase catalyzed 
esterification in supercritical carbon dioxide by 
tuning the pressure and temperature 
 

T. Matsuda,  
R. Kanamaru,  
K. Watanabe,  
T. Kamitanaka,  
T. Harada,  
K. Nakamura 

2004年 
8月 

論文発表 
(Chem. Commun.  
2004, 2286-2287) 

High-efficiency and minimum-waste continuous 
kinetic resolution of racemic alcohols by using 
lipase in supercritical carbon dioxide  

T. Matsuda,  
K. Watanabe,  
T. Harada,  
K. Nakamura,  
Y. Arita, Y. Misumi, 
S. Ichikawa,  
T. Ikariya 

2005年 
8月 

論文発表 
(Chem. Lett. 2005, 
1102-1103) 

Rate enhancement of lipase-catalyzed reaction in 
supercritical carbon dioxide 

T. Matsuda,  
K. Tsuji, 
T. Kamitanaka  
T. Harada,  
K. Nakamura,  
T. Ikariya 

2003年 
7月 

論文発表 
(Tetrahedron: 
Asymmetry, 2003, 
14, 2659 - 2681) 

Recent developments in asymmetric reduction of 
ketones with biocatalysts 

K. Nakamura,  
R. Yamanaka,  
T. Matsuda,  
T. Harada 

2004年 
6月 
 

論文発表(Green 
Chem. 2004, 6, 
440 - 444.) 

Organic synthesis using enzymes in supercritical 
carbon dioxide 

T. Matsuda,  
T. Harada,  
K. Nakamura 

2004年 
7月 

論文発表 
(Catalysis Today, 
2004, 96, 103-111.) 

Enzymatic reactions in supercritical CO2: 
carboxylation, asymmetric reduction and 
esterification  

T. Matsuda,  
K. Watanabe,  
T. Harada,  
K. Nakamura 

2004年 
9月 

論文発表 
(ケミカルエンジニ

アリング, 2004, 
49, 711-716.) 

超臨界二酸化炭素中における環境調和型バイオ触

媒反応 
松田知子, 原田忠夫, 
中村薫, 碇屋隆雄 
 

2004年 
11月 
 

論文発表(Jasco 
Report 超臨界最新

技術 特集第8号, 
2004, 10-15) 

超臨界二酸化炭素中の酵素反応による有用物質の

新規効率的合成 
松田知子, 原田忠夫, 
中村薫, 碇屋隆雄 
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発表年月日 発表媒体 発表タイトル 発表者 

2004年 
12月 
 

著書 
(Catalysis for Fine 
Chem. Synthesis, 
3, 247-250) 

Carboxylation of pyrrole to pyrrole-2-carboxylate 
by cells of bacillus megaterium in supercritical 
carbon dioxide 

T. Matsuda, 
T. Harada,  
T. Nagasawa 
K. Nakamura 

2005年 
2月 
 

論文発表 
(Current Organic 
Chem., 2005, 9, 
299-315) 

Biocatalysis in supercritical CO2 T. Matsuda, 
T. Harada,  
K. Nakamura 

2005年 
2月 
 

論文発表 
(Tetrahedron: 
Asymmetry 
2005, 16, 909-915) 

Asymmetric synthesis using hydrolytic enzymes 
in supercritical carbon dioxide 
 

T. Matsuda,  
T. Harada,  
K. Nakamura,  
T. Ikariya 

2005年 
8月 
 

論文発表 
(ケミカルエンジニ

アリング, 2005, 
50, 636-642) 

超臨界二酸化炭素を利用するグリーンバイオプロ

セスの開発 
松田知子 
 

2005年 
予定 
 

論文発表 
(The Chemical 
Times) 

超臨界CO2中での酵素反応による有用物質の合成 松田知子 
 

2003年 
11月 
 

招待講演 
(京都産学公連携フ

ォーラム2003) 

超臨界二酸化炭素中での酵素反応 
 

松田知子 
 

2003年 
12月 
 

招待講演 
(International 
Conference on 
Materials for 
Advanced 
Technologies) 

Enzymatic reactions in supercritical CO2: 
carboxylation, asymmetric reduction and  
esterification 
 

T. Matsuda,  
K. Watanabe,  
T. Harada,  
K. Nakamura 
 

2003年 
12月 

口頭発表 
(第7回生体触媒化

学シンポジウム) 

超臨界二酸化炭素中での生体触媒反応の開発 
 

松田知子、渡邊和憲、

金丸隆三、原田忠夫、

中村薫 
2004年 
3月 
 

口頭発表(日本化学

会第84春季年会) 
生体触媒による超臨界二酸化炭素中での光学活性

化合物の合成 
松田知子、渡邊和憲、

原田忠夫、中村薫 

2004年 
4月 
 

口頭発表 
(化学工学会第69年
会) 

超臨界二酸化炭素中での生体触媒による光学活性

化合物の合成 
松田知子、渡邊和憲、

原田忠夫、中村薫 

2004年 
8月 

招待講演(化学工学

会超臨界流体部会 
第3回サマースクー

ル) 

超臨界二酸化炭素中におけるバイオプロセス 
 

松田知子 
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発表年月日 発表媒体 発表タイトル 発表者 

2004年 
9月 

招待講演

(International 
Symposium on 

Innovative Reaction 

Fields Towards 

Sustainable Chemical 

Processes) 

Biocatalysis in supercritical carbon dioxide for 
efficient production of useful compounds 

松田知子 

2004年 
10月 
 

招待講演(第2回滋

賀県産学官ニー

ズ・シーズプラザ) 

二酸化炭素の環境にやさしい利用技術：超臨界二酸

化炭素を溶媒や反応剤とするバイオプロセスによ

る有用物質の合成 

松田知子 
 

2004年 
11月 
 

招待講演 
(第28回フッ素化学

討論会) 

生体触媒による光学活性含フッ素アルコールの合

成 
松田知子 
 

2004年 
12月 

招待講演(第10回グ

リーンケミストリ

ーフォーラムスケ

ジュール) 

超臨界二酸化炭素を利用するグリ−ンバイオプロセ

スの開発 
 

松田知子 

2005年 
3月25日 
 

招待講演 
(生体触媒化学若手

講演会) 

超臨界二酸化炭素中での酵素反応を利用する環境

負荷低減技術の開発 
松田知子 
 

2005年 
5月 
 
 

口頭発表

(ISSF2005) 
Enzymatic asymmetric synthesis 
using high-efficiency and minimum-waste 
continuous scCO2 flow reactor 
 

T. Matsuda,  
K. Watanabe, 
T. Harada,  
K. Nakamura, 
T. Ikariya 

2005年 
7月 
 

口頭発表

(Biotrans2005) 
 

Asymmetric synthesis using biocatalysts in 
supercritical CO2 

T. Matsuda,  
K. Watanabe,  
T. Harada,  
K. Nakamura,  
Y. Arita, Y. Misumi, 
S. Ichikawa,  
T. Ikariya 

2005年 
10月 
(予定) 

招待講演

(FCFP-XV) 
 

Asymmetric synthesis using enzymes in 
supercritical CO2 
 

Tomoko Matsuda 

2005年 
12月 
(予定) 

招待講演

(Pacifichem 2005
シンポジウム

No163) 

Biocatalysis in supercritical carbon dioxide for 
efficient synthesis of chiral compounds 

Tomoko Matsuda 

2005年 
12月 
(予定) 
 

招待講演

(Pacifichem 2005
シンポジウム

No269) 

Enzymatic kinetic resolution of secondary 
alcohols 

Tomoko Matsuda 
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⑧ⅰ）口頭発表：3件 
発表年月日 発表媒体 発表タイトル 発表者 

2003.4.29 6th International 
Symposium on 
Supercritical 
Fluids 

Reaction analysis of aromatic ring methylation 
with supercritical methanol in the presence of 
zeolite catalysts 

○Y.Horikawa, 
Y.Uchino, T.Sako, 
D.S.Bulgarevich, 
Y.Shichijo 

2003.9.14 化学工学会 
第36回秋季大会 

高温高圧ATR-FTIRを用いるゼオライト触媒表面

上での超臨界メタノールからジメチルエーテルの

生成 

○堀川愛晃、内野雄貴、

七條保治、

D.S.Bulgarevich、 
佐古猛 

2004.4.4 化学工学会 
第69年会 

高温高圧ATR-FTIRを用いる超臨界メタノールに

よるゼオライト触媒の失活機構の解析 
○堀川愛晃、内野雄貴、

D.S.Bulgarevich、 
美澄幸弘、佐古猛 

 

⑧ⅱ）論文：3件 
発表年月 雑誌名 発表タイトル 著者名 

2003.4 Chemistry 
Letters, Vol.32, 
pp.232-233 

Alkylation and acetal formation using 
supercritical alcohol without catalyst 

Y.Horikawa, 
Y.Uchino. T.Sako 

2004.3 Journal of the 
Japan Petroleum 
Institute, Vol.47, 
136-142 

Shape-selective methylation of 4-methylbiphenyl 
to 4,4’-dimethylbiphenyl with supercritical 
methanol over zeolite catalysts 

Y.Horikawa, 
Y.Uchino, Y.Shichijo, 
T.Sako 

2005.3に
掲載予定 

Industrial & 
Engineering 
Chemistry 
Research 

Highly selective synthesis of 
4,4’-dimethylbiphenyl and its relevant 
spectroscopic study 

Y.Horikawa, 
D.S.Bulgarevich, 
Y.Uchino, Y.Shichijo, 
T.Sako 

 
⑨口頭発表：10件 
発表年月日 発表媒体 発表タイトル 発表者 

2004.3.26 第84日本化学会春

季年会1PA-152 
シリカ担持表面修飾触媒による環状カーボネート

合成反応の機構的推察 
高橋利和、綿引 勉、

安田弘之、坂倉俊康 
2004.3.27 第84日本化学会春

季年会2C4-49 
シリカ担持表面修飾触媒による連続的高効率環状

カーボネート合成反応 
綿引 勉、高橋利和、

安田弘之、坂倉俊康 
2004.7.6 14th International 

Symposium on 
Homogeneous 
Catalysis, P0484 

Synergistic Hybrid Catalysis T. Watahiki,  
T. Takahashi,  
H. Yasuda,  
T. Sakakura 

2004. 
11.18 

第86回有機合成化

学シンポジウム

O-50 

シリカーオニウム塩共有結合型固定化触媒による

環状カーボネート合成反応に見出されたシナジー

効果 

高橋利和、綿引勉、 
北爪昭治、安田弘之、

坂倉利康 
2005.3.8 H16年度産総研環

境・エネルギーシン

ポジウムシリーズ2
、21世紀の機能性化

二酸化炭素からの環状カーボネート合成－分離容

易で高活性な触媒の開発 
高橋利和、綿引勉、 
北爪昭治、安田弘之、

坂倉俊康 
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発表年月日 発表媒体 発表タイトル 発表者 

学品-環境と機能の

両立を目指してP-5 
2005.3.8 第5回GSCシンポジ

ウム，A-29 
有機無機シナジスティックハイブリッド触媒によ

るプロピレンオキシドからの環状カーボネート合

成 

高橋利和、綿引勉、 
北爪昭治、安田弘之、

坂倉俊康 
2005.3.28 第85日本化学会春

季年会3H1-15 
シリカ－オニウム塩混合系シナジー触媒による環

状カーボネート合成 
高橋利和、北爪昭治、

安田弘之、坂倉俊康 
2005.3.31 第95回触媒討論会

2B07 
環状カーボネート合成反応に見出されたオニウム

塩触媒とシリカによるシナジー効果 
高橋利和、北爪昭治、

安田弘之、坂倉利康 
 

 

発表年月日 発表媒体 発表タイトル 発表者 

平成15年 

8月1日 
近畿化学協会合成

部会 ロボット・マ

イクロ合成研究会 

高密度二酸化炭素中での有機合成 
 

坂倉俊康（招待） 

平成15年
12月2日 

 

日本化学会 グリ

ーンケミストリー

研究会 

二酸化炭素の特性を活かした有機合成 
 

坂倉俊康（招待） 
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(a) 有機合成プロセス技術の研究 

(2) 特許等 （出願済特許等リスト） 

① 

出願日 受付番号 出願に係る特許等の標題 出願人 

2004年 

2月6日 

特願2004-030967
号 

ハロゲン化芳香族アミンの製造法 碇屋隆雄・市川真一郎

2004年 

3月17日 

特願2004-076696
号 

ハロゲン化芳香族アミンの製造法 碇屋隆雄・市川真一郎

 
② 
出願日  受付番号  出願に係る特許等の標題  出願人  

平成15年
11月27日 

特願2003-397711
号 

アルカンジオールアルキルエーテル類の製造方法 日本触媒 

平成17年 
2月25日 

特願2005-051586
号 

N-アルキルアミン類の製造方法 日本触媒 

平成17年 
2月25日 

特願2005-051596
号 

核アルキル化芳香族化合物の製造方法 日本触媒 

 
③ 

出願日 受付番号 出願に係る特許等の標題 出願人 
平成15年 

3月9日 

特願2004-065143
号 

芳香族化合物の超臨界メチル化方法 碇屋隆雄、七條保治、

美澄幸弘 

平成17年 

3月17日 

特願2005-077873
号 

芳香族化合物のメチル化方法 碇屋隆雄、七條保治、

美澄幸弘 

平成17年 

3月17日 

特願2005-077874
号 

芳香族化合物の超臨界メチル化方法 碇屋隆雄、七條保治、

美澄幸弘 

 
④ 
出願日 受付番号 出願に係る特許等の標題 出願人 

 特願2003－150439
に対する国内優先

権出願上記出願 
前記出願にもとづく

外国出願（米国、中

国、韓国、台湾、タ

イ、シンガポール） 

水酸基含有化合物の製造方法 高橋堅太、生島 豊 

 
⑤ 特許等5件 

出願日  受付番号  出願に係る特許等の標題  出願人  
2004.3.4 特願2004-059944 環状カーボネート製造用触媒 産業技術総合研究所 
2004.3.4 特願2004-059945 環状カーボネート合成用触媒 産業技術総合研究所 
2004.3.4 
 

特願2004-061259 環状カーボネート類の製造方法及びその製造に用

いる酸化物触媒 
産業技術総合研究所 
ほか 

2005.3.1 PCT/JP2005/003388 環状カーボネート製造用触媒 産業技術総合研究所 
2005.3.1 PCT/JP2005/003404 環状カーボネート類の製造方法 産業技術総合研究所 

ほか 
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⑥ 特許１件（松田） 

出願日  受付番号  出願に係る特許等の標題  出願人  
平成16年 

6月30日 
特願2004-194531
号 

アシル化誘導体の製造方法 日本触媒、松田 知子

  （東工大） 
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(b) 材料プロセッシング技術の研究 

イ．「超臨界流体を利用した高分子材料の創成及び合成プロセスのリスク削減技術の開発 

(1) 研究発表・講演（口頭発表も含む）・論文 

① 
発表年月日 発表媒体 発表タイトル 発表者 
2003 年 

4 月 8 日 

6th International 

Symposium on 

Supercritical 

Fluids 

Interfacial Tension Measurements of 

Polymer/SC-CO2 systems by the Pendant Drop 

Method 

M.Kobayashi・K. Otake･

S.Yoda･Y.Takebayashi･

T.Sugeta ･ N.Nakazawa ･

H.Sakai・M.Abe 

2003 年 

4 月 8 日 

6th International 

Symposium on 

Supercritical 

Fluids, 

Visual observation and modeling of the foaming 

of thermoplastics by supercritical carbon 

dioxide 

Y.Ozaki･K.Otake 

S.Yoda･Y.Takebayashi

T.Sugeta･N.Nakazawa 

H.Sakai･M.Abe 

2003年 
5月30日 
 

Int. Symposium 
on Molecular 
Thermodynamics 
and Molecular 
Simulation 
(MTMS'03),  
招待口頭発表 
(英語) 

In-situ Observation on Foaming of Polypropylene 
and Supercritical Carbon Dioxide with a High 
Pressure Visualization Device 

大藪英雄・大竹勝人・林

拓道・猪股宏 

2003年 
5月30日 
 

Int. Symposium 
on Molecular 
Thermodynamics 
and Molecular 
Simulation 
(MTMS'03), 
ポスター発表 

Dynamic Behavior of Supercritical Carbon 
Dioxide and Polypropylene System by Rapid 
Pressure Decrease: Molecular Dynamics 
Simulation 
 

Hiroshi Inomata･ 
Hiromichi Hayashi･ 
Fumio Sawa･ 
Yoshiyuki Inoue･ 
Koichi Sekimizu･ 
Tadaomi Taira 

2003年 
7月8日 

PPS-19 
口頭発表(英語) 

In-situ Observation on Foaming of Molten 
Polypropylene with Supercritical Carbon Dioxide 

大藪英雄・大竹勝人・林

拓道・猪股宏 
2003年 
9月14日 

化学工学会 
口頭発表 

超臨界CO2を注入したPPの溶融粘度測定 大藪英雄・林拓道・ 
猪股宏・大竹勝人 

2003年 
11月4日 

成形加工シンポジ

ア’03 
口頭発表 

溶融ポリマーに溶解した超臨界CO2濃度のオンライ

ン計測法 
猪股宏・小泉裕右・ 
大藪英雄・林拓道 

2003 年 
11 月 13 日 

AIChE 2003 
Annual Meeting, 
U.S.A. 

On-Line Solubility Measurements of CO2 in 
Molten Polymers with NIR Spectra 
 

Hiroshi Inomata, 
Yusuke Koizumi and 
Hideo Ohyabu 

2003年 
12月5日 

P-(SF)2 
ポスター発表(英語

) 

On-line technique of measuring supercritical CO2 
concentration in molten polymers 

猪股宏・小泉裕右・ 
大藪英雄・林拓道 

2004年 
2月 

成形加工学(プラス

チック成形加工学

会誌) 
論文 

溶融ポリマーに溶解した超臨界CO2濃度のオンライ

ン計測法 
猪股宏・小泉裕右・ 
大藪英雄 

2004年 
4月2日 

化学工学会年会 
口頭発表 

超臨界CO2を注入した高分子材料のオンラインモニ

タリング 
大藪英雄・林拓道・ 
猪股宏・大竹勝人・ 



 12

時久昌吉 
2004年 
11月9日 

PPS2004 (Brazil) 
ポスター発表(英語) 

ON THE VISCOSITY AND KNEADING 
EFFECT OF MELT POLYMERS PLASTICIZED 
BY SUPERCRITICAL CARBON DIOXIDE 

大藪英雄・林拓道・ 
猪股宏・大竹勝人・ 
平隆臣・酒井忠基 

2004年 
11月24日 

成形加工学会秋季

大会 
口頭発表 

超臨界二酸化炭素を用いた発泡成形でのシート巻

取り条件等の探索 
大藪英雄・林拓道・ 
猪股宏・大竹勝人・ 
時久昌吉 

2004年 
11月8日 

AIChE2004 
Annual Meeting 
 (米国) 
口頭発表(英語) 

Foaming of molten polypropylene plasticized by 
super critical carbon dioxide 

大藪英雄・林拓道・ 
猪股宏・大竹勝人・ 
平隆臣 

2004年 
6月4日 

成形加工学会年次

大会 
口頭発表 

高圧二酸化炭素下でのポリマー膨潤度測定 猪股宏・小泉裕右・ 
大藪英雄 

2004年 
6月4日 

成形加工学会年次

大会 
口頭発表 

超臨界二酸化炭素を用いたポリプロピレンの発泡

挙動解析 
猪股宏・大藪英雄・ 
平隆臣・松浦宏之・ 
井上良之・澤史雄 

2004年 
11月23日 

成形加工学会秋季

大会 
口頭発表 
 

Solubility of Carbon Dioxide in Polypropylene at 
Rubbery and Molten States 

Lei Zhigang・大藪英雄・

佐藤善之・Richard Lee 
Smith,Jr・猪股宏 

2004年 
11月23日 

成形加工学会秋季

大会 
口頭発表 

超臨界二酸化炭素を用いた発泡成形における気泡

形成過程の解析 
猪股宏・大藪英雄・ 
平隆臣・松浦宏之・ 
関水浩一・澤史雄・ 
井上良之 

2004年 
9月、札幌 

高分子討論会、 
口頭発表 

超臨界二酸化炭素溶媒系での親水性モノマーを用

いた高分子微粒子の合成検討 
前川文彦、糸谷一男、大

竹勝人、 
2004.年 
11月23日
京都 

成形加工学会秋季

大会 
口頭発表 

超臨界二酸化炭素を用いた発泡の可視化とシミュ

レーション 
大竹勝人 

2005年 
3月23日、

名古屋 

化学工学会第70年
会 

超臨界二酸化炭素／高分子系の界面張力の測定 加藤一希、山本基裕、越

智健二、 Yan Hao、竹林

良浩、依田智、古屋武、

大竹勝人 
2005年 
3月23日、

名古屋 

化学工学会第70年
会 

超臨界二酸化炭素を溶媒としたPPOの合成 佐藤琢郎、山本基裕、小

柳津研一、湯浅真、越智

健二、Yan Hao、竹林良

浩、依田智、大竹勝人 
2005年 
3月23日、

名古屋 

化学工学会第70年
会 

ポリマー加工におけるCO2の可塑化・発泡機構 
  

小泉裕右・廣瀬弘達・大

薮英雄・佐藤善之・猪股

宏 
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② 

発表年月日 発表媒体 発表タイトル 発表者 
2003.4.1 成形加工, 16 

(2003) 4, 
pp.183-189 

超臨界流体によるpoly(ethylene terephthalate)の
マイクロセルラープラスチックス製造に関する基

礎的研究 

佐藤善之，近常哲也，

林一成，滝嶌繁樹， 
舛岡弘勝，山本博一，

高杉雅信 
2003.5.30 International 

Symposium on 
Molecular 
Thermodynamics 
and Molecular 
Simulation  
（口頭発表） 

Modification of Simha-Somcynsky Equation of 
State for the Vapor-Liquid Equilibrium 
Calculation of Gas-Polymer Mixtures 

S. Takishima,  
M. Wang, Y. Sato,  
H. Masuoka 

2003.9.13 化学工学会第36回
秋季大会 
（口頭発表） 

高圧流体＋ポリマー系の物性 佐藤善之 

2003. 
10.17 

第24回日本熱物性

シンポジウム 
（口頭発表） 

空孔理論に基づく状態方程式によるポリマーに対

する高圧ガスの溶解度の相関 
汪明，滝嶌繁樹， 

佐藤善之，舛岡弘勝 

2003. 
10.17 

第24回日本熱物性

シンポジウム 
（口頭発表） 

PS＋CO2系の粘度の測定と推算 井手口彰，坂田賢志，

佐藤善之，滝嶌繁樹，

舛岡弘勝 

2003.11.4 第11回プラスチッ

ク成形加工学会秋

季大会 
（口頭発表） 

PS+CO2系の粘度測定と推算 井手口彰，坂田賢志，

佐藤善之，滝嶌繁樹，

舛岡弘勝 

2003.12.5 International 
Workshop on 
Foam Processing 
and Supercritical 
Fluid Aided 
Polymer 
Processing 
（口頭発表） 

Viscosity Measurement and Prediction for 
Polystyrene + Carbon Dioxide Mixture 

Y. Sato, A. Ideguchi, 
K. Sakata,  
S. Takishima,  
H. Masuoka 

2003.12.5 International 
Workshop on 
Foam Processing 
and Supercritical 
Fluid Aided 
Polymer 
Processing 
（口頭発表） 

Solubility of Carbon Dioxide in Polymers Y. Sato,  
S. Takishima, 
H. Masuoka 

2003.12.9 繊維学会超臨界流

体研究会 第7回研

究会 
（口頭発表） 

ポリマー＋超臨界流体系の熱物性 佐藤善之 
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発表年月日 発表媒体 発表タイトル 発表者 
2004.10.1 日本ゴム協会誌, 77 

(2004) 10, 
pp.336-342 

超臨界流体を用いた成形加工のための基礎物性 滝嶌繁樹 

2004.12.1 Fluid Phase 
Equilibria, 226 
(2004) 129-139 

Chain Reference System and Scaling Factor 
Algorithm for Perturbed Hard-Sphere-Chain 
Equation of State 

X. Chen, Y. Sato,  
S. Takishima,  
H. Masuoka  

2005.3.5 化学工学会第7回 
学生発表会, J14 
（口頭発表） 

環境調和型発泡剤を使用した高分子発泡過程の可

視化とシミュレーション 
土屋和久，井手本賢彦

，滝嶌繁樹 

2005.3.5 化学工学会第7回 
学生発表会, J14 
（口頭発表） 

ポリマー中の高圧ガスの溶解度と拡散係数 内田壮一，酒井秀尚，

滝嶌繁樹 

2005.3.5 化学工学会第7回 
学生発表会, J14 
（口頭発表） 

超臨界流体を溶解したポリマーの粘性特性 野中曜，井手口彰， 
滝嶌繁樹 

 
③ⅰ） 

発表年月日 発表媒体 発表タイトル 発表者 
2003年 
7月16日 
 

Inter. Conf. on Ion 
Exch., (Kanazawa) 
口頭発表(英語) 

Hydrothermal synthesis of potassium 
hexatitanate under supercritical water conditions 
 

伯田幸也・下谷地一徳

・林拓道・新井邦夫 

2003年 
9月13日 

化学工学会第36回
秋季大会 (仙台) 

超臨界水を利用したチタン酸バリウム微粒子の水

熱合成」 
伯田幸也・林拓道・ 
新井邦夫 

2003年 
12月5日 

MRS Fall meeting 
(Boston) 
ポスター(英語) 

Preparation of Metal Oxide Nanowires by 
Hydrothermal Synthesis in Supercritical Water 
 

伯田幸也・林拓道・ 
新井邦夫 

2003年 
12月16日 

2003年産総研超臨

界流体研究センタ

ー研究講演会 
(仙台) 

超臨界水反応場を利用した無機ナノ材料の合成 林拓道 

2004年 
1月23日 

化学工学会 材料・

界面部会 共通基

盤技術シンポジウ

ムNucleation 
Symposium II(東
京,依頼講演) 

超臨界流体中でのナノ粒子の生成 
 

伯田幸也 

2004年 
1月30日 

第1回産総研GSC成

果発表会－環境に

優しい化学技術の

新展開－（東京） 

超臨界水反応場を利用した合成無機材料の  
 

林拓道，伯田幸也， 
新井邦夫 

2004年 
3月23日 

日本セラミック協会

2004年会(名古屋) 
超臨界水を用いたチタン酸バリウムナノ粒子の連

続合成 
 

伯田幸也，浦晴雄， 
林拓道，新井邦夫 

2004年 
4月2日 

化学工学会第69年
会, (堺) 

超臨界水を利用したチタン酸バリウム微粒子の水

熱合成、 
浦晴雄、伯田幸也、 
林拓道、新井邦夫、 
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③ⅱ） 

発表年月日 発表媒体  発表タイトル  発表者  
2004年 
7月22日 

化学工学会秋田大

会, (秋田) 
超臨界水熱合成法による金属酸化物ナノロッド合

成, 
伯田幸也、浦晴雄、 
林拓道、新井邦夫 

2004年 
7月22日 

化学工学会秋田大

会, (秋田) 
急速昇温式超臨界水熱合成法による六チタン酸カ

リウム微粒子の合成， 
 

笠原俊輔、浦晴雄、 
伯田幸也、林拓道、 
陶究、新井邦夫， 

2004年 
7月22日 

化学工学会秋田大

会, (秋田) 
超臨界域を含む高温高圧水中における金属酸化物

微粒子の生成機構の解明， 
 

大橋朋貢、浦晴雄、 
陶究、伯田幸也、 
林拓道、新井邦夫 

2004年 
9月2日 
 

14th Inter. Conf. on 
Properties of 
Water and 
Steam(Kyoto).口頭

発表(英語) 

Hydrothermal Synthesis of KNbO3 in 
Supercritical Water,  
 

B. Li, Y. Hakuta,  
H. Hayashi 

2004年 
9月19日 

4th Inter. Conf. on 
Inorganic 
Materials(Antwerp) 
口頭発表(英語) 

Continuous hydrothermal synthesis of potassium 
hexatitanate nanowires in supercritical water,  
 

H.Hayashi, Y. 
Hakuta, H. Ura,  
S. Kasahara, K. Arai

2004年 
10月25日 

The 3rd Inter. 
Symp. on 
Supercritical Fluid 
Technology for 
Energy and 
Environment(天津) 
ポスター(英語) 

Synthesis of KNbO3 powders in Supercritical 
Fluid,  
 

Bo. Li, Y. Hakuta,  
H. Hayashi 

2005年 
2月18日 

21世紀の機能性化

成品と製造技術シ

ンポジウム（東京） 

超臨界水を利用した金属酸化物ナノ粒子の連続合

成技術」、 
 

林拓道，伯田幸也， 
浦晴雄，新井邦夫 

2005年 
3月22日 

化学工学会 
第70年会（名古屋） 

超臨界水反応場を利用したチタン酸バリウム微粒

子合成技術の開発」，  
浦晴雄，伯田幸也， 
林拓道，新井邦夫 

 

③ⅲ）論文 

発表年月日 発表媒体  発表タイトル  発表者  
2003年 
7月 
 

J. Ion Exch., 
14,393(2003) 
 

Hydrothermal synthesis of potassium 
hexatitanate under supercritical water 
conditions”  

Y. Hakuta, 
K.Shimoyachi,  
H. Hayashi,  
K. Arai 

2003年 
6月 

Mater. Res. Bull. 
38, 1257(2003). 
 

Continuously Production of phosphor YAG:Tb 
nanoparticles by hydrothermal synthesis in 
supercritical water 
 

Y. Hakuta,  
T. Haganuma, K. Sue, 
T. Adschiri,  
K. Arai 

2004年 
4月 

Current Opinion 
in Solid. State 
Mater. Sci., 7, 
341-351(2003) 

Fine particle formation using supercritical 
fluids”, ,  
 

Y. Hakuta,  
H. Hayashi,  
K. Arai 
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発表年月日 発表媒体  発表タイトル  発表者  
2004年 
8月 

J. Mater. Res.,19 
(2004)2230-2234. 

Hydrothermal synthesis of zirconia nanocrystals 
in supercritical water,  
 

Y. Hakuta. T. Ohashi, 
H. Hayashi,K. Arai 

2004年 
8月 

J. Mater. Sci., 
39(2004) 
4977-4980. 

Hydrothermal synthesis of photocatalyst 
potassium hexatitanate nanowires under 
supercritical conditions,  

Y. Hakuta,  
H. Hayashi, K. Arai, 

2004年 
4月 

MRS Proc. 
Quantum Dots, 
Nanoparticles and 
Nanowires, 789 
(2004) 263-268 

Preparation of Metal Oxide Nanowires by 
Hydrothermal Synthesis in Supercritical Water,  
 

Y. Hakuta,  
H. Hayashi 
K. Arai, 

2004年 
7月 

J. Mater. Chem., 
14(13), (2004) 
2046-2051. 

Hydrothermal synthesis of potassium niobate 
photocatalyst under subcritical and supercritical 
water conditions”,  

H. Hayashi,  
Y. Hakuta,  
Y. Kurata 

2005年 
1月 
 

INDUSTRIAL & 
ENGINEERING 
CHEMISTRY 
RESEARCH,44(20
05)840-846 

Continuous production of BaTiO3 nanoparticles 
by hydrothermal synthesis,． 
 

Y. Hakuta,  
H. Ura,  
H. Hayashi,  
K. Arai 

2005年 
1月 

J. Ion Exch., 16(1) 
(2005) 2-9. 
 

Preparation, Hydrothermal Treatment and 
Photocatalytic Activity of Zr(HPO4)2/TiO2 
Nanocomposites,  

Y. Hakuta,  
H. Hayashi 

2005年 MATERIALS 
LETTERS( in 
press) 

Effect of water density on polymorph of barium 
titanate nanoparticles synthesized under sub and 
supercritical water conditions ,  

Y. Hakuta, H. Ura,  
H. Hayashi, K. Arai 

 
③ⅳ）口頭発表 

発表年月日 発表媒体  発表タイトル  発表者  
2003, 
Dec. 5 

MRS Fall meeting 
(2003, Boston) 

“Preparation of Metal Oxide Nanowires by 
Hydrothermal Synthesis in Supercritical Water” 

Y. Hakuta,  
H. Hayashi, K. Arai 

2003. 
12.16 

2003年産総研超臨

界流体研究センター

研究講演会(仙台) 

「超臨界水反応場を利用した無機ナノ材料の合成」 林拓道 

2004. 
1.23, 

化学工学会 材料・

界面部会 共通基

盤技術シンポジウ

ム Nucleation 
Symposium II(東京) 

「超臨界流体中でのナノ粒子の生成」 伯田幸也 

2004. 
1.30 

第1回産総研GSC成

果発表会－環境に

優しい化学技術の

新展開－（東京） 

「超臨界水反応場を利用した合成無機材料の」 林拓道，伯田幸也， 
新井邦夫 

2004. 
3.23 
(予定) 

日本セラミック協

会2004年会 

「超臨界水を用いたチタン酸バリウムナノ粒子の

連続合成」 

伯田幸也，浦晴雄，林

拓道，新井邦夫 
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(b) 材料プロセッシング技術の研究 

イ．「超臨界流体を利用した高分子材料の創成及び合成プロセスのリスク削減技術の開発 

(2) 特許等 

① 

出願日 受付番号 出願に係る特許等の標題 出願人 
2004年 

7月9日 

特願2004-202680 熱可塑性プラスチックおよびその混合物の連続溶

融成形加工における超臨界流体の活用方法 

大藪英雄 

時久昌吉 

2005年 

4月6日 

特願2005-109752 熱可塑性樹脂あるいはその混合物からなる発泡成

形品の製造方法 

日本製鋼所 

（大藪英雄 

時久昌吉） 

2005年 

3月11日 

特願2005-070006 成形加工装置およびシール方法 日本製鋼所 

（時久昌吉 

大藪英雄） 

2005年 

4月5日 

特願2005-108247 発泡体製造方法、炭酸ガス濃度検出方法及び押出機 日本製鋼所 

（大藪英雄 

時久昌吉） 

2005年 

9月15日 

整理番号 H17078 

【国際特許分類】 

S29C 47/50 

熱可塑性樹脂発泡体の製造法および装置 大藪英雄 

時久昌吉 

 
② 

出願日 受付番号 出願に係る特許等の標題 出願人 

2003年 
10月17日
登録 

特許第3482461号 チタン酸カリウム光触媒及びその製造方法 林拓道，斉藤功夫 

2004年 

3月10日 

出願 

特願2004-068232 ニオブ酸カリウム微結晶およびその製造方法 林拓道，伯田幸也， 

李博 

2004年 

3月10日 

出願 

特願2004-068240 酸化ジルコニウム結晶粒子とその製造方法 伯田幸也，林拓道 

2004年 

3月31日 

出願 

特願2004-107883 チタン酸バリウム微粒子及びその製造方法 伯田幸也，浦晴雄， 

林拓道 

 
 
(c) エネルギー・物質変換技術の研究 

イ、「超臨界流体を利用した物質変換技術の開発」 

(1) 研究発表・講演（口頭発表も含む、） 

①ⅰ）口頭発表/論文 

 

発表年月日 発表媒体  発表タイトル  発表者  
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発表年月日 発表媒体  発表タイトル  発表者  
2003年 
5月30日 

Int. Symp. on 
Molecular 
Thermodynamics  
and Molecular 
Simulation  
(MTMS’03) 

Oxidation of Carbon Particles in Supercritical 
Water: Rate and Mechanism 

H. Ohmura,  
M. Sugiyama and  
S. Koda 

2003年 
9月12日 

化学工学会 
第36回秋季大会 

超臨界流体の流動状態シミュレーション手法に関

する検討 
大村恒雄、杉山正和、

幸田清一郎 
2003年 
9月12日 
 

化学工学会 
第36回秋季大会 

炭素粒子超臨界水酸化プロセスの流体力学シミュ

レーション 
杉山正和、大村恒雄、

幸田清一郎 

2004年 
4月3日 

化学工学会 
第69回年会 

超臨界水酸化における炭素粒子間の相互作用の実

験と解析 
藤江誠、前田和彦、 
杉山正和、幸田清一郎

2004年 
4月3日  
 

化学工学会 
第69回年会 
 
 

高温高圧水中の木材の反応速度論的検討 東海林大輔、片岡雅

彦、 
大村恒雄、杉山正和、

板谷清司、内田寛、 
幸田清一郎 

2004年 
10月8日 

第10回ビジュアリ

ゼーションカンフ

ァレンス 

超臨界水酸化反応可視化システムの開発 小長井主税、日塔光

一、大村恒雄、相澤利

枝、 
大田裕之、栗原則和、

藤江誠 
2004年 
10月11日 

第45回高圧討論会 
 

X線透過法による有機固形物の超臨界水酸化反応の

観察 
藤江誠、幸田清一郎 

2004年 
10月 
17-21日 

Tenth Asian 
Pacific 
Confederation of 
Chemical 
Engineering 
(Kitakyushu) 

Direct monitoring and kinetic analysis of the 
reaction of solid materials in supercritical water 

S. Koda, D. Shoji,  
K. Maeda, K. Itatani, 
H. Uchida,  
M. Sugiyama  
and M. Fujie 

2004年 
11月18日 

日本機械学会 
第17回計算力学講

演会 

超臨界水酸化反応に対する粒子間距離の影響 帆足英二、平田洋介、

中田耕太郎、藤江誠、

幸田清一郎 
2005年 
3月 
22-24日 

化学工学会 
第70回年会 

流動層の超臨界水酸化反応のX線透過法による観察 藤江誠、前田和彦、 
幸田清一郎 

2005年 
3月 
22-24日 

化学工学会 
第70回年会 

超臨界水中の固体粒子群の酸化反応解析 帆足英二、平田洋介、

清水泉介、藤江誠、 
杉山正和、幸田清一郎

2005年 
3月 
22-24日 

化学工学会 
第70回年会 
 

固体有機物の超臨界水酸化反応シミュレーション

コードの開発 
平田洋介、帆足英二、

清水泉介、藤江誠、 
幸田清一郎 

2005年 
3月 
22-24日 

化学工学会 
第70回年会 

炭素粒子の超臨界水酸化反応における生成物と反

応機構 
前田和彦、藤江誠、 
杉本和子、内田寛、 
板谷清司、幸田清一郎
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発表年月日 発表媒体  発表タイトル  発表者  
2005年 
3月 
22-24日 

化学工学会 
第70回年会 

高温高圧水中の木材の酸化分解反応の速度論的検

討 
 

東海林大輔、倉持喜

子、藤江誠、杉本和子、

内田寛、板谷清司、 
幸田清一郎 

2005年 
5月 

ISSF2005, 
Florida. 

Observation and analysis of SCWO progress of a 
carbon particle and a packed bed of carbon 
particles by X-ray radiography 

S. Koda, M. Fujie,  
K. Maeda and  
K. Sugimoto 

2005年 
9月 

化学工学会 
第37回秋季大会 

超臨界水酸化における固体炭素の反応挙動 幸田清一郎、杉本和子、

藤江誠、前田和彦、原

田美奈、内田寛、板谷

清司 
2004年 
 
 

Ind. Eng. Chem. 
Res., Vol.43, No.3, 
pp690-699 (2004).  

Oxidation of Carbon Particles in Supercritical 
Water: Rate and Mechanism     

M. Sugiyama,  
M. Kataoka,  
H. Ohmura,  
H. Fujiwara and  
S. Koda 

2004年 
 

AIChE J., vol.50, 
No.9, 
pp2082-2090(2004). 

Supercritical water oxidation of a carbon 
particle by Schlieren photography 

M. Sugiyama,  
S. Tagawa,  
H. Ohmura and  
S. Koda 

2005年 
 
 

Ind. Eng. Chem. 
Res. Vol44, No.9, 
2975-2981(2005) 
 

Visualized kinetic aspects of  
decomposition of a wood block in  
sub and supercritical water 

D. Shoji,  
K. Sugimoto,  
H. Uchida, K. Itatani, 
M. Fujie and S. Koda

2005年 
 

AICｈE Journal., 
Vol.51, No.10, 
2865-2868 (2005) 
 

Direct observation of carbon particle  SCWO 
progress by X-ray radiography  
 

M. Fujie, H. Ohmura, 
C. Konagai,  
K. Nittoh, M. 
Sugiyama, K. Maeda 
and S. Koda 

2005年 Nuclear 
Instruments in 
Pysics Research 
Section A 
（投稿中） 

X-ray visualization system for carbon-particle 
oxidation process in supercritical water 

C. Konagai, K.Nittoh, 
H. Ohmura,  
R. Aizawa, H. Ohta, 
M. Fujie, T. Taira 

2005年 Ind. Eng. Chem. 
Res. 
（投稿中） 

Estimation of surface reaction rate of carbon 
particles by film theory and CFD simulation  
 

Y. Hirata, E. Hoashi, 
H. Ohmura,  
S. Shimizu, M. Fujie, 
S. Koda 

2005年 ケミカルエンジニ

アリング9月号

（2005） 

特集：先端化学工学の展望 
「固体の超臨界水反応の可視化とモデル化」―超臨

界水酸化反応器の設計支援― 

幸田清一郎、杉山正

和、藤江誠、平隆臣 
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①ⅱ）受賞実績：燃焼学会論文賞 

発表年月日 発表媒体  発表タイトル  発表者  
平成16年
12月 

AIChE J, vol.50, 
No.9, pp2082-2090 

“Supercritical water oxidation of a carbon 
particle by Schlieren photography” 

Masakazu 
Sugiyama,  
Sumiko Tagawa, 
Hisao Ohmura and 
Seiichiro Koda 

 

②ⅰ） 

発表年月日 発表媒体  発表タイトル  発表者  
2003年 

9月12日 

 

化学工学会第36回
秋季大会 

（口頭発表） 

プラスチック廃棄物の処理方法2 
 

好井直樹・長田文夫 

 

2003年 

9月29日 

 

プラスチックリサ

イクル研究会第6回
討論会 

（口頭発表） 

プラスチック廃棄物の処理方法 

 

長田文夫 

 

2004年 

9月 

14,15日 

 

21世紀を拓く水と

二酸化炭素の利用

技術国産シンポジ

ウム（口頭発表） 

廃プラスチックのリサイクル方法 

 

 

好井直樹・長田文夫 

 

 

2004年 

9月21日 

 

 

プラスチックリサ

イクル研究会第7回
討論会 

（ポスター発表） 

プラスチック廃棄物の化学リサイクルプロセスの

開発 

 

好井直樹・長田文夫・

佐藤秀明 

 

 

2004年 

11月26日 

 

第82期日本機械学会 

流体工学部門 講演

会（口頭発表） 

スラリー移送における往復動ポンプの性能予測に

ついて 

 

佐藤秀明 

 

 

2005年 

7月号 

掲載予定 

ターボ機械協会紙 

『ターボ機械』 

（投稿） 

亜臨界・超臨界圧力場へスラリー移送する往復動ポ

ンプ 

佐藤秀明 

 

②ⅱ）外部発表 

発表年月日 発表媒体  発表タイトル  発表者  
9/21～
9/22 

プラスチックリサ

イクル研究会 至浜

松 ポスター発表 

『プラスチック廃棄物の化学リサイクルプロセス

の開発』 
（反応系と合同） 

11/25～
11/26 

第82期 日本機械学

会流体工学部門 講
演会 至北九州  
口頭発表 

『スラリー移送における往復動ポンプの性能予測

について』 
 

2005年  
7月号 

ターボ機械協会紙 

『ターボ機械』  
投稿 

『亜臨界・超臨界圧力場へスラリー移送する往復動

ポンプ』 
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(c) エネルギー・物質変換技術の研究 

イ．「超臨界流体を利用した物質変換技術の開発」 

(2) 特許等   

① 

出願日 受付番号 出願に係る特許等の標題 出願人 
平成16年
11月1日 

特願2004-318507 
 

高圧容器内観察装置およびその観察方法 
 

株式会社東芝 

平成16年
11月1日 
 

特願2004-318508 
 

高圧反応装置 
 

株式会社東芝 

平成16年
11月1日 

特願2004-317841 
 

固体反応測定方法およびその装置 
 

株式会社東芝 

平成16年
11月1日 

特願2004-317739 流動状態測定システムおよび流動状態測定方法 株式会社東芝 

平成16年
11月30日 
 

特願2004-345528 
 

超臨界水酸化反応シミュレーション方法およびプ

ログラム 
株式会社東芝 

平成17年 
1月24日 

特願2005-15132  高圧容器内状態観察装置およびその観察方法、高圧

固体反応装置、高圧容器検査装置およびその検査方

法、ならびに高圧反応装置 

株式会社東芝 
 

平成17年 
1月25日 

特願2005-17480 熱の対流防止装置 株式会社東芝 

平成17年 
1月25日 

特願2005-17479 プロセス流体反応装置 
 

株式会社東芝 

 

 

 

②ⅰ） 

出願日 受付番号 出願に係る特許等の標題 出願人 

平成14年 

5月22日 

特願2002-148335 プラスチック廃棄物の処理方法 日機装株式会社 

平成14年
10月1日 

特願2002-289292 
 

プラスチック廃棄物の処理方法及び処理方法 日機装株式会社 

 

平成14年
10月17日 

特願2002-303623 貴金属回収方法 日機装株式会社 

平成16年 

4月9日 

特願2004-115193 画像フィルムの処理方法 日機装株式会社 

平成16年 

6月4日 

特願2004-166563 軟質ポリ塩化ビニルの処理方法 日機装株式会社 

平成16年 

6月4日 

特願2004-166785 ビスフェノールAの回収方法 日機装株式会社 

平成16年 

8月2日 

特願2004-225746 逆止弁 日機装株式会社 

平成16年 

8月4日 

特願2004-228303 強制開閉逆止弁 日機装株式会社 

平成16年 

8月19日 

特願2004-239751 逆止弁 日機装株式会社 
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平成16年 

8月19日 

特願2004-239752 往復動ポンプ 日機装株式会社 

平成17年 

1月25日 

特願2005-017314 往復動ポンプおよび逆止弁 日機装株式会社 

 
 
(c) エネルギー・物質変換技術の研究 

ロ．「超臨界水酸化雰囲気、還元雰囲気下に適した装置材料の選定技術の開発」 

(1) 研究発表・講演（口頭発表も含む） 

①   

発表年月日 発表媒体  発表タイトル  発表者  
2003年 

9月12日 
口頭発表 

(化学工学会第36回
秋季大会(2003) ) 

超臨界水アルカリ環境における材料腐食評価 

 
藤澤龍太郎、境原基

浩、倉田良明、渡辺豊

2003年 

9月24日 

 

口頭発表 

(機械学会

M&M2003 材料力

学部門講演会 
（2003）) 

超臨界水環境における応力腐食割れ感受性評価 藤澤龍太郎、境原基浩

、倉田良明、渡辺豊 

 

2003年 

11月5日 

 

口頭発表 

(腐食防食協会  
第50回材料と環境

討論会（2003)） 

超臨界水アルカリ性環境におけるNi基合金の腐食

評価 
藤澤龍太郎、境原基浩

、倉田良明、渡辺豊 

 

2003年 

11月5日 

  

口頭発表 

(腐食防食協会  
第50回材料と環境

討論会（2003)） 

超臨界水還元雰囲気下におけるNi基合金の腐食評

価 
境原基浩、藤澤龍太郎

、倉田良明、渡辺豊 

 

2004年 

4月4日 
口頭発表 

(化学工学会 

第69回年会(2004)) 

超臨界水アルカリ還元性環境における材料腐食評

価 

 

藤澤龍太郎、境原基浩

、倉田良明、渡辺豊 

2004年 

4月28日 
口頭発表 

（腐食防食協会 

材料と環境2004） 

還元性超臨界水中におけるSUS316鋼及びNi基合

金の応力腐食割れ感受性評価 
藤澤龍太郎、境原基浩

、倉田良明、渡辺豊 

2004年 

5月26日 
招待講演 

（腐食防食協会 超
臨界水腐食分科会） 

低酸化性及び還元性環境におけるSUS316鋼及び

Ni基合金の応力腐食割れ感受性評価 
藤澤龍太郎 

2004年 

6月 

 

論文発表 

(腐食防食協会  
材料と環境 

Vol.53,p322-328） 

低酸化性及び還元性超臨界水環境におけるNi基お

よびFe基合金の腐食評価 
 

西田隆志、藤澤龍太郎

、境原基浩、倉田良明

、渡辺豊 

 

2004年 

7月14日 

 

口頭発表 

（RUST2004） 

Stress Corrosion Cracking of Ni base alloys and 
316 stainless steel under Supercritical Water 
Environment 

Ryutaro Fujisawa, 
Motohiro Sakaihara, 
Yoshiaki Kurata, 
Yutaka Watanabe 
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発表年月日 発表媒体  発表タイトル  発表者  
2004年 

9月8日 
口頭発表 

（腐食防食協会 

第51回材料と環境

討論会） 

還元性超臨界水中におけるSUS316鋼及びNi基合

金の応力腐食割れ感受性評価（2） 
藤澤龍太郎、西村建二

、倉田良明、渡辺豊 

2004年 

9月14日 

 

口頭発表 

(EUROCORR2004) 
Corrosion Behavior of Ni base alloys and 316 
stainless steel in Supercritical Water under 
Alkaline conditions 

Ryutaro Fujisawa, 
Motohiro Sakaihara, 
Yoshiaki Kurata, 
Yutaka Watanabe 

2004年 
9月30日 

口頭発表 
（日本金属学会

2004秋季大会） 

低酸化性及び還元性超臨界水環境下でのNi基合金

の腐食速度評価 
西村建二、藤澤龍太郎

、境原基浩、倉田良明

、渡辺豊 
2004年 
9月30日 

口頭発表 
（日本金属学会

2004秋季大会） 

低酸化性及び還元性超臨界水環境下でのSUS316鋼
の応力腐食割れ感受性評価 

藤澤龍太郎、西村建二

、境原基浩、倉田良明

、渡辺豊 
2005年 
4月13日 
 

口頭発表 
（Corrosion2005） 

Corrosion behavior of Ni base alloys and 316 
stainless steel in less oxidizing or reducing SCW 
containing HCl 

Ryutaro Fujisawa, 
Kenji Nshimura, 
Motohiro Sakaihara, 
Takashi Nishita, 
Yoshiaki Kurata, 
Yutaka Watanabe 

2005年 
4月13日 
 

口頭発表 
（Corrosion2005） 

Cracking susceptibility of Ni base alloys and 316 
stainless steel in less oxidizing or reducing SCW 

Ryutaro Fujisawa, 
Kenji Nshimura, 
Motohiro Sakaihara, 
Takashi Nishita, 
Yoshiaki Kurata, 
Yutaka Watanabe, 

 

②  
発表年月日 発表媒体  発表タイトル  発表者  
2003.09 
 

化学工学会 第36回
秋季大会(口頭) 

超臨界水中での金属材料腐食に及ぼす環境因子の

検討 
倉田、加藤、大村、林

2003.09 
 

日本機械学会 
M&M2003材料力

学部門講演会(口頭) 

含NaCl超臨界水酸化環境中でのFe-Ni-Cr合金の腐

食挙動 
倉田、林 
 

2003.11 
 

腐食防食協会  

第50回材料と環境

討論会(口頭) 

含NaCl超臨界水酸化環境中におけるFe-Cr合金の

腐食挙動 
倉田、大村、伊達、林

2004.04 
 

腐食防食協会  
材料と環境 
2004(口頭) 

硫酸酸性超臨界水酸化環境での金属材料の腐食挙動 倉田、藤江、林 

2004.09 日本金属学会 
2004年度秋季大会 
(口頭) 

酸および塩を含む超臨界水酸化環境中でのステン

レス鋼の腐食 
倉田、藤江、林 

2004.09 
 

腐食防食協会  
第51回材料と環境

討論会(口頭) 

硫酸酸性超臨界水酸化環境中での金属材料の腐食

挙動 
 

倉田、藤江、林 
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発表年月日 発表媒体  発表タイトル  発表者  
2005.03 
 

化学工学会  
第70年会 

酸性超臨界水中でのFe基およびNi基合金の腐食挙動 倉田、藤江、藤澤、 
西村 

2005.09 16th international 
corrosion congress 

Corrosion behavior of Fe base alloys and Ni base 
alloys in supercritical water oxidation  
environments containing Cl 

Kurata, 
Fujie 

 
③  
発表年月日 発表媒体  発表タイトル  発表者  
2004年 
3月17日 

【ポスターセッション】 
1st International 
Workshop on 
WATER 
DYNAMICS 

Importance of Physical Property in 
Understanding Corrosion and Cracking of Alloys 
in High Temperature Water 

Hiroshi Abe,  
Yuzo Daigo,  
Yutaka Watanabe, 
Kiwamu Sue 

2003年 

6月2日 

 

【口頭発表】 

材料と環境2003 
 

超臨界および亜臨界水環境における316系ステンレ

ス鋼の応力腐食割れに及ぼす水密度・硫酸・鋭敏化

の影響 

渡辺 豊、阿部博志、

太期雄三、西田隆志 

超臨界水アルカリ環境における材料腐食評価 

 
藤澤龍太郎、境原基

浩、倉田良明、渡辺豊

2003年 

9月12日 

化学工学会第36回
秋季大会 

超臨界水中での金属材料腐食に及ぼす環境因子の

検討 
倉田良明、加藤 聡大

村恒雄、林 拓道 

超臨界水環境における応力腐食割れ感受性評価 

 

藤澤龍太郎、境原基

浩、倉田良明、渡辺豊

含NaCl超臨界水酸化環境中でのFe-Ni-Cr合金の腐

食挙動 
倉田良明、林 拓道 
 

2003年 

9月24日 

 

機械学会 

M&M2003 材料力

学部門講演会 

超臨界水中でのステンレス鋼の環境助長割れ機構

に関する一考察 
阿部博志、太期雄三、

渡辺 豊、西田隆志 
超臨界水アルカリ性環境におけるNi基合金の腐食

評価 
藤澤龍太郎、境原基

浩、倉田良明、渡辺豊

超臨界水還元雰囲気下におけるNi基合金の腐食評

価 
境原基浩、藤澤龍太

郎、倉田良明、渡辺豊

含NaCl超臨界水酸化環境中におけるFe-Cr合金の

腐食挙動 
倉田良明、大村恒雄 
伊達秀文、林 拓道 

2003年 
11月5日 

腐食防食協会  
第50回材料と環境

討論会 

硫酸含有超臨界水環境における316系ステンレス鋼

の粒界応力腐食割れ 
阿部博志、太期雄三、

渡辺 豊、藤澤龍太

郎、境原基浩 
2004年 
4月4日 

化学工学会 
第69回年会 

超臨界水アルカリ還元性環境における材料腐食評

価 
藤澤龍太郎、境原基

浩、倉田良明、渡辺豊

酸化性超臨界水における腐食抑制効果：Crイオンの

作用 
太期雄三、渡辺 豊、

陶 究 
硫酸酸性超臨界水酸化環境での金属材料の腐食挙動 倉田良明、藤江 誠、

林 拓道 

2004年 
4月28日 

材料と環境2004 

還元性超臨界水中におけるSUS316鋼及びNi基合

金の応力腐食割れ感受性評価 
藤澤龍太郎、境原基

浩、倉田良明、渡辺豊
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発表年月日 発表媒体  発表タイトル  発表者  
2004年 
7月 
 

RUST2004 
 

Stress Corrosion Cracking of Ni base alloys and 
316 stainless steel under Supercritical Water 
Environment 

Ryutaro Fujisawa, 
Motohiro Sakaihara, 
Yoshiaki Kurata, 
Yutaka Watanabe 

2004年 
9月 

日本金属学会2004
年度秋季大会 

酸および塩を含む超臨界水酸化環境中でのステン

レス鋼の腐食 
倉田良明、藤江 誠、

林 拓道 
2004年 
9月3日 

The 14th 
International 
Conference on the 
Properties of 
Water and Steam  
(14th ICPWS) 

Corrosion and Cracking of Alloys in Water above 
Critical Temperature;  
Importance of Physical Properties of Water 
 

Hiroshi Abe,  
Yuzo Daigo,  
Ryutaro Fujisawa, 
and  
Motohiro Sakaihara 

Crイオン注入による超臨界水環境での腐食低減 太期雄三、渡辺 豊、

陶 究 
硫酸酸性超臨界水酸化環境中での金属材料の腐食

挙動 
倉田良明、藤江 誠、

林 拓道 

2004年 
9月8日 

第51回材料と環境

討論会 

還元性超臨界水中におけるSUS316鋼及びNi基合

金の応力腐食割れ感受性評価（2） 
藤澤龍太郎、西村建

二、倉田良明、渡辺豊

2004年 
9月14日 
 

EUROCORR2004 
 

Corrosion Behavior of Ni base alloys and 316 
stainless steel in Supercritical Water under 
Alkaline conditions 

Ryutaro Fujisawa, 
Motohiro Sakaihara, 
Yoshiaki Kurata, 
Yutaka Watanabe 

低酸化性及び還元性超臨界水環境下でのNi基合金

の腐食速度評価 
西村建二、藤澤龍太郎

、境原基浩、倉田良明

、渡辺豊 

2004年 
9月30日 

日本金属学会 
2004秋季大会 
 

低酸化性及び還元性超臨界水環境下でのSUS316鋼
の応力腐食割れ感受性評価 

藤澤龍太郎、西村建二

、境原基浩、倉田良明

、渡辺豊 
2005年 
3月 

化学工学会 
第70年会 

酸性超臨界水中でのFe基およびNi基合金の腐食挙

動 
倉田良明、藤江 誠、

藤澤龍太郎、西村建二

2005年 
5月 
（予定） 

材料と環境2005 超臨界・亜臨界水腐食における腐食速度データの整

理と支配因子の検討 
渡辺 豊、陶 究、 
倉田良明、藤澤龍太

郎、西村建二、藤江 

誠、太期雄三、原 信

義 
2005年 
9月 
（予定） 

16th international 
corrosion congress 

Corrosion behavior of Fe base alloys and Ni base 
alloys in supercritical water oxydation 
environments containing Cl 

Yoshiaki Kurata, 
Makoto Fujie 

2003年 
9月 
18-19日 

【招待講演】 
SCR-2003  

CORROSION RESISTANCE AND CRACKING 
SUSCEPTIBILITY OF 316L STAINLESS 
STEEL IN SULFURIC ACID-CONTAINING 
SUPERCRITICAL WATER 

Yutaka Watanabe 
 

2004年 
9月30日 

日本金属学会2004
年秋期講演大会 

超臨界水環境での腐食速度と酸化皮膜 渡辺 豊 
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発表年月日 発表媒体  発表タイトル  発表者  
2003年 
9月 
15-19日 
 

【国際会議論文 
（査読付）】 
Proc. International 
Conference on 
Global 
Environment and 
Advanced Nuclear 
Power Plants 
(CD-ROM), Paper 
No.1183, (2003) 

CHARACTERISTICS AND A FEW KEY 
PARAMETERS OF CORROSION OF ALLOYS 
IN SUPERCRITICAL WATER 
ENVIRONMENTS 

Yutaka Watanabe, 
Hiroshi Abe, Yuzo 
Daigo, Takashi 
Nishida 
 

2004年 
3月29日 
 

CORROSION2004 
(CD-ROM), Paper 
No.493, (2004). 

Corrosion behavior of Ni base alloys and 316 
stainless steel in less oxidizing or reducing SCW 
containing HCl 

Yutaka Watanabe, 
Hiroshi Abe,  
Yuzo Daigo,  
Takashi Nishida 

2004年 
6月 

Proceedings of 
2004 
International 
Congress on 
Advances in 
Nuclear Power 
Plants (CD-ROM), 
Paper No.4226 

Stress Corrosion Cracking Mechanisms of 316 
Stainless Steels in Sub-Critical Liquid Water 
and Supercritical Water from a “Dielectric 
Constant of Water” Point of View 

Hiroshi Abe,  
Yutaka Watanabe, 
Kiwamu Sue 

EFFECT OF CHROMIUM ION FROM 
AUTOCLAVE MATERIAL ON CORRSION 
BEHAVIOR OF NI BASE ALLOYS IN 
SUPERCRITICAL WATER 

Yuzo Daigo,  
Yutaka Watanabe, 
Kiwamu Sue 

Corrosion behavior of Ni base alloys and 316 
stainless steel in less oxidizing or reducing SCW 
containing HCl 
 

Ryutaro Fujisawa, 
Kenji Nshimura, 
Motohiro Sakaihara, 
Takashi Nishita, 
Yoshiaki Kurata, 
Yutaka Watanabe 

2005年 
4月13日 
（予定） 

Corrosion2005 
 

Cracking susceptibility of Ni base alloys and 316 
stainless steel in less oxidizing or reducing SCW 

Ryutaro Fujisawa, 
Kenji Nshimura, 
Motohiro Sakaihara, 
Takashi Nishita, 
Yoshiaki Kurata, 
Yutaka Watanabe 

2003年 
6月 
 

【学術誌論文】 
Trans. Indian 
Inst. of Metals, 56 
(2003), 297-304. 

Cracking susceptibility of Ni base alloys and 316 
stainless steel in less oxidizing or reducing SCW 

Yutaka Watanabe,  
Yuzo Daigo, 
KiwamuSue, 
Tadafumi Adschiri 

2004年 
6月 
 

腐食防食協会 
「材料と環境 

Vol.53,p322-328」 

低酸化性及び還元性超臨界水環境におけるNi基お

よびFe基合金の腐食評価 
西田隆志、藤澤龍太

郎、境原基浩、倉田良

明、渡辺豊 
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発表年月日 発表媒体  発表タイトル  発表者  
 Key Engineering 

Materials, 
Vol.261-263 
(2004), 
pp.1031-1036. 

Effect of Physical Property and Chemistry of 
Water on Cracking of Stainless Steels in 
Sub-critical and Supercritical Water 
 

Yutaka Watanabe, 
Hiroshi Abe, Yuzo 
Daigo, Ryutaro 
Fujisawa and 
Motohiro Sakaihara 

2003年 
7月 

【解説】 
高圧ガス, 40 
(2003), 585-589. 

超臨界水環境における金属腐食対策研究の動向 渡辺 豊 

 
オーガナイズドセッションの主催 
発表年月日 発表媒体  発表タイトル  発表者  
2003年 

9月 

24-26日 

日本機械学会

M&M2003材料強度

部門講演会（富山） 

「亜臨界及び超臨界水環境下の環境強度」 渡辺 豊 
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(c) エネルギー・物質変換技術の研究 

ロ．「超臨界水酸化雰囲気、還元雰囲気下に適した装置材料の選定技術の開発」 

(2) 特許等  

腐食関係 5報 
出願日 出願番号 出願に係る特許等の標題 出願人 

 2004-251325 「還元性超臨界水反応装置用部材」 （株）三菱マテリアル

 2004-251325 「リサイクル型流通式腐食試験方法及びその試験

装置」 
（株）三菱マテリアル

 2004-307736 「超臨界水又は亜臨界水中での応力腐食割れ感受

性低減方法」 
（株）三菱マテリアル

 
重質油プロセス関係 
出願日 出願番号 出願に係る特許等の標題 出願人 

 2004-292114 「未利用重質油の改質方法及びその装置」 （株）三菱マテリアル

 2004-292115 「未利用重質油の改質方法及びその装置」 （株）三菱マテリアル

 
 
研究開発項目② 「基礎基盤技術の開発」 

イ．「超臨界流体の基礎基盤に関するデータの取得と収集」 

(1) 研究発表・講演（口頭発表も含む） 

① 

Date Conference and Journal Title Presenters 
April, 
2003 

The 6th Int. Sym. 
on Supercritical 
Fluids 
 

Measurement and Correlation of Phase 
Equilibria for Water + 2-Propanol + Alkane 
Ternary Systems at High Temperatures and 
Pressures 

Y. SHIMOYAMA,  
Y. IWAI,  
I. SHINKAI,  
Y. ARAI 

April, 
2003 

The 6th Int. Sym. 
on Supercritical 
Fluids  

Measurement and Correlation of Solubilities for 
Trifluoromethylbenzoic Acid Isomers in 
Supercritical Carbon Dioxide 

H. HIGASHI,  
Y. IWAI, Y. OGINO, 
M. OKI, Y. ARAI 

2003年 
5月 

ケミカル・エンジニ

ヤリング, 第48巻, 
第5号, pp.329-334, 

超臨界流体を用いた高度分離プロセス 東秀憲, 荒井康彦 

2003年 
9月 

化学工学会 
第36回秋季大会 

FT-IRによる超臨界二酸化炭素中におけるカフェイ

ンに対する水のエントレーナ効果の測定 
永野寛高, 宇野真知子,
岩井芳夫, 荒井康彦 

2003年 
9月 

化学工学会 
第36回秋季大会 

高温高圧水に対するKClおよびLiClの溶解度の測定

ならびに相関 
木谷義明, 東秀憲,  
岩井芳夫, 荒井康彦 

2003年 
10月 

第24回日本熱物性

シンポジウム 
水＋炭化水素＋アルコール系の高温高圧相平衡の

測定ならびに相関 
下山裕介, 新海一郎, 
山北亮, 岩井芳夫,  
荒井康彦 

2003年 
10月 

第24回日本熱物性

シンポジウム 
超臨界二酸化炭素に対するトリフルオロメチル安

息香酸異性体の溶解度の測定ならびに状態方程式

による相関 

宮崎かおる, 荻野祥之,
沖みゆき, 東秀憲,  
岩井芳夫, 荒井康彦 

October, 
2003 

Ind. Eng. Chem. 
Res., Vol. 42, 
No.21,  
pp.5261-5267 

Adsorption of Supercritical Carbon Dioxide + 2,6- 
and 2,7-Dimethylnaphthalene Isomers on 
NaY-Type Zeolite 

Y..IWAI 
M..HIGUCHI,  
H. NISHIOKA,  
Y. TAKAHASHI,  
Y. ARAI 
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Date Conference and Journal Title Presenters 
December,
2003 

The 16th Symp. on 
Chem. Eng. 
Taejon/Chungnam 
- Kyushu  

Measurement and Correlation of High-Pressure 
Vapor-Liquid Equilibria for Carbon Dioxide + 
Citrus Oil Component + Ethanol Ternary 
Systems 

M. ICHIMOTO,  
S. TAKADA,  
S. OKUDA, Y. IWAI, 
Y. ARAI 

December,
2003 

The 16th Symp. on 
Chem. Eng. 
Taejon/Chungnam 
- Kyushu  

Measurement and Correlation for Solubilities of 
Potassium Chloride and Lithium Chloride in 
Water Vapor at High Temperatures and 
Pressures 

Y. KITANI,  
F. OKAZAKI,  
H. HIGASHI,  
Y. IWAI, Y. ARAI 

December,
2003 

The 16th Symp. on 
Chem. Eng. 
Taejon/Chungnam 
- Kyushu  

Measurement and Correlation for Solubilities of 
4-Trifluoromethylbenzoic Acid  in Supercritical 
Carbon Dioxide 

K. MIYAZAKI,  
H. HIGASHI,  
Y. IWAI, Y. ARAI 

December,
2003 

The 16th Symp. on 
Chem. Eng. 
Taejon/Chungnam 
- Kyushu  

Entrainer Effect of Water on Solubility of 
Caffeine in Supercritical Carbon Dioxide 

H. NAGANO,  
G. S. LEE,  
M. UNO, Y. IWAI,  
Y. ARAI 

December,
2003 

The 16th Symp. on 
Chem. Eng. 
Taejon/Chungnam 
- Kyushu  

Measurement and Correlation of Liquid-Liquid 
Equilibria for Water + Alkane + Secondary 
Alcohol Systems at High Temperatures and 
Pressures 

Y. SHIMOYAMA,  
I. SHINKAI,  
M. YAMAKITA,  
Y. IWAI, Y. ARAI 

March, 
2004 

J. Supercritical 
Fluids, Vol. 28, 
Nos. 2-3, 
pp.193-200 

Measurement of Solubilities of Palmitic Acid in 
Supercritical Carbon Dioxide and Entrainer 
Effect of Water by FTIR Spectroscopy 

Y. IWAI, M. UNO,  
H. NAGANO,  
Y. ARAI 

March, 
2004 

J. Chem. Eng. 
Data, Vol. 49, No. 
2, pp.301-305 

Measurement and Correlation of Phase 
Equilibria for Water + Decane + 2-Propanol, 
Water + Hexane + 2-Propanol, and Water + 
Decane + 2-Butanol Ternary Systems at 573 and 
593 K and 15.0 and 20.0 MPa 

Y. SHIMOYAMA,  
Y. IWAI,  
M. YAMAKITA,  
I. SHINKAI, Y. ARAI

2004年 
3月 

第6回化学工学会学

生大会（西日本地区) 
水＋炭化水素＋アルコール三成分系の高温・高圧相

平衡の測定ならびに相関 
山北 亮, 下山裕介,  
岩井芳夫, 荒井康彦 

2004年 
4月 

化学工学会 
第69年会 

超臨界二酸化炭素に対する4-トリフルオロメチル

安息香酸の溶解度の測定ならびに相関 
宮崎かおる，東秀憲，

岩井芳夫，荒井康彦 
2004年 
4月 

化学工学会 
第69年会 

高温高圧下における水＋アルコール系の気液平衡

測定ならびに相関 
下山裕介, 山北亮,  
東秀憲, 岩井芳夫,  
荒井康彦 

May, 2004 The 10th Int. 
Conf. on 
Properties and 
Phase Equilibria 
for Product and 
Process Design, 
Snowbird, Utah, 
USA 

Measurement and Correlation for Solubilities of 
Alkali Metal Chlorides in Water Vapor at High 
Temperature and Pressure 

H. HIGASHI,  
Y. IWAI, 
K. MATSUMOTO,  
Y. KITANI,  
F. OKAZAKI,  
Y. SHIMOYAMA,  
Y. ARAI 
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Date Conference and Journal Title Presenters 
May, 2004 Fluid Phase 

Equilibria,  
Vol. 219, pp. 55-60 

Calculation of Diffusion Coefficients for Carbon 
Dioxide + Solute System near the Critical 
Conditions by Non-Equilibrium Molecular 
Dynamics Simulation 

H. HIGASHI,  
T. ODA,Y. IWAI,  
Y. ARAI 

September,
2004 

Mem. of Faculty of 
Eng., Kyushu 
Univ., Vol. 64,  
No. 3, pp. 161-170 

Kinetics of Isoprene-Maleic Anhydride 
Diels-Alder Reaction in Supercritical Carbon 
Dioxide 

N. TOH, S. MORI,  
K. SOUNO, Y. IWAI,
Y. ARAI 

2004年 
7月 

第41回化学関連支

部合同九州大会 
 

超臨界二酸化炭素に対する4-トリフルオロメチル

安息香酸の溶解度の測定ならびに状態方程式によ

る相関 

宮崎かおる, 東 秀憲,
岩井芳夫, 荒井康彦 

2004年 
7月 

第41回化学関連支

部合同九州大会 
 

高温高圧水に対する塩化リチウムの溶解度の測定

ならびに相関 
岡崎史雄, 木谷義明, 
東秀憲, 岩井芳夫,  
荒井康彦 

2004年 
7月 

第41回化学関連支

部合同九州大会 
超臨界二酸化炭素によるリモネンとリナロールの

分離に及ぼすエタノールのエントレーナ効果 
高田 智, 市本 誠, 
岩井芳夫, 荒井康彦 

October, 
2004 

The 10th Asian 
Pacific  
Confederation of 
Chem. Eng. 

High Pressure Vapor-Liquid Equilibria for 
Carbon Dioxide + Limonene + linalool + Ethanol 
System 

S. TAKADA, Y. IWAI,
M. ICHIMOTO,  
Y. ARAI 

October, 
2004 

The 10th Asian 
Pacific  
Confederation of 
Chem. Eng. 

Selective Separation of 2,6- and 
2,7-Dimethylnaphthalene Isomers Using 
Supercritical Carbon Dioxide Adsorption on 
Y-type Zeolite 

G. S. LEE, Y. IWAI, 
Y. ARAI 

October, 
2004 

The 10th Asian 
Pacific  
Confederation of 
Chem. Eng. 

Entrainer Effect of Water and Ethanol on 
Solubility of Caffeine in Supercritical Carbon 
Dioxide 

H. NAGANO,  
G. S. LEE, Y. IWAI, 
Y. ARAI 

October, 
2004 

The 10th Asian 
Pacific  
Confederation of 
Chem. Eng. 

Measurement and Correlation for Solubilities of 
4-Trifluoromethylbenzoic Acid in Supercritical 
Carbon Dioxide at 308, 313 and 323 K 

K. MIYAZAKI,  
H. HIGASHI,  
Y. IWAI,  
Y. ARAI 

October, 
2004 

The 10th Asian 
Pacific  
Confederation of 
Chem. Eng. 

Measurement and Correlation of Vapor-Liquid 
Equilibria for Water + Secondary Alcohol 
Systems at High Temperatures and Pressures 

Y. SHIMOYAMA,  
H. HIGASHI,  
Y. IWAI, Y. ARAI 

October, 
2004 

The 10th Asian 
Pacific  
Confederation of 
Chem. Eng. 

Measurment for Solubilities of Lithium Chloride 
in Water Vapor at High Temperatures and 
Pressures 

F. OKAZAKI,  
Y. KITANI,  
H. HIGASHI,  
Y. IWAI, Y. ARAI 

November,
2004 

2004 
Korea/Japan/Taiw
an Chem. Eng. 
Conf., Busan, 
Korea 

Measurement of Adsroption Characteristics of 
2,6- and 2,7-Dimethylnaphthalene Isomers in 
Supercritical Carbon Dioxide and Liquid Octane 
on Ion Exchanged Zeolites 

G. S. LEE, Y. IWAI, 
Y. ARAI 
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Date Conference and Journal Title Presenters 
2004年 
11月 

化学工学会沖縄大

会 
超臨界二酸化炭素に対する4-トリフルオロメチル

安息香酸の溶解度 
宮崎かおる, 東 秀憲, 
岩井 芳夫, 荒井 康彦

December,
2004 

The 17th Symp. on 
Chem. Eng. 
Kyushu  
Taejon/Chungnam 

Fluorination Effect on Enhancement of 
Solubilities for Trifluoromethylbenzoic acid 
Isomers in Supercritical carbon Dioxide 

K. MIYAZAKI,  
H. HIGASHI,  
Y. IWAI, Y. ARAI 

December,
2004 

The 17th Symp. on 
Chem. Eng. 
Kyushu  
Taejon/Chungnam 

Examination of Mixing Rules in Equation of 
State by Molecular Simulation for Water + Light 
Hydrocarbon Systems 

Y. SHIMOYAMA,  
Y. IWAI, Y. ARAI 

December,
2004 

The 17th Symp. on 
Chem. Eng. 
Kyushu  
Taejon/Chungnam 

Measurement of Solubilities for Caffeine in 
Supercritical CO2 with Ethanol and Ethanol + 
Water 

H. NAGANO,  
G. S. LEE, Y. IWAI, 
Y. ARAI 

December,
2004 

The 17th Symp. on 
Chem. Eng. 
Kyushu  
Taejon/Chungnam 

Measurement and Correlation for Solubilities of 
Lithium Chloride in Water Vapor at High 
Temperatures and Pressures 

F. OKAZAKI,  
Y. KITANI,  
H. HIGASHI, Y. 
IWAI, Y. ARAI 

December,
2004 

The 17th Symp. on 
Chem. Eng. 
Kyushu  
Taejon/Chungnam 

Prediction of Phase Equilibria for Water + 
Hydrocarbon and Water + Alcohol Binary 
Systems by COSMO-RS Method 

S. TAKADA,  
Y. SHIMOYAMA,  
Y. IWAI, Y. ARAI,  
T. TSUJI , T. HIAKI 

January, 
2005 
 

J. of Supercritical 
Fluids, Vol.33, pp. 
15-20 

Measurement and Correlation of Solubilities for 
Trifluoromethylbenzoic acid Isomers in 
Supercritical Carbon Dioxide 

H. HIGASHI, Y. 
IWAI, K. MIYAZAKI, 
Y. OGINO, M. OKI,  
Y. ARAI 

  
② 

発表年月日 発表媒体  発表タイトル  発表者  
2003・3 第36回化学工学会

秋季年会 
二酸化炭素の誘電特性 池谷浩文、新開豊員、

相田哲夫、相田 元 
2003・3 第36回化学工学会

秋季年会 
硫黄化合物存在下における有機ハロゲンの水熱反応 大加茂朋裕、相田哲夫

2003・12 （招待講演） 
(独)産業技術総合

研究所長臨界流体

研究センター研究

講演会(仙台) 

超臨界二酸化炭素流体中における有機合成反応―

臨界点近傍における Miracle Density を求めてー 
相田哲夫 

2004・10 （招待講演） 
(独)日本学術振興

会、第148委員会研

究（東京） 

炭素材料および石炭科学における誘電特性 相田哲夫 
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発表年月日 発表媒体  発表タイトル  発表者  
June27- 
July 1, 
(2005) 

Joint 20th 
AIRPT-43rd EHPRG 
International 
Conference on High 
Pressure Science 
and Technology, 
Karlsruhe, 
Germany 

The development of Novel Methodology for 
Observing Discontinuous Behavior of Density of 
Compressed Gasese by Light Scattering 

Aida,T., Fujiwara, S., 
and Shinkai, T. 

June27- 
July 1, 
(2005) 

Joint 20th 
AIRPT-43rd EHPRG 
International 
Conference on High 
Pressure Science 
and Technology, 
Karlsruhe, 
Germany 

Measurment of Dielectric Property of 
Compressed Gases in the Critical Region 

Aida,T., Ikeya, H., 
and Shinkai, T. 

 
③ⅰ）誌上論文発表7件 

Date Journal Title Authors’ name 
2003 JOURNAL OF 

SUPERCRITICAL 
FLUIDS 27, 247 

Cosolvent effect on enhancement of reaction rate 
constant in near-critical region 

Aizawa T, 
Janttarakeeree S, 
Ikushima Y, Saitoh 
N, Arai K, Smith RL

2003 Magnetic 
Resonance  
in Chemistry, 41, 
75 

19F NMR chemical shifts of CF4 in CO2 over a 
wide pressure range at different temperatures 

Mitsuhiro Kanakubo, 
Tatsuya Umecky, 
Takafumi Aizawa, 
Yoshio Masuda, and 
Yutaka Ikushima 

2003 Journal of Physical 
Chemistry B, 107, 
12003 

Experimental Determination of Reorientational 
Correlation Time of CO2 over a Wide Range of 
Pressure and Temperature 

Tatsuya Umecky, 
Mitsuhiro Kanakubo, 
and Yutaka Ikushima

2004 Journal of 
Solution 
Chemistry, 33, 863 

High-pressure 19F-NMR measurements of a 
series of fluorinated benzenes in supercritical 
carbon dioxide 

M. Kanakubo, T. 
Umecky, P. 
Raveendran, T. 
Ebina, and Y. 
Ikushima 

2004 CHEMICAL 
PHYSICS 
LETTERS 393 
31-35 

Local density augmentation around 
acetophenone N,N,N ',N'-tetramethylbenzidine 
exciplex in supercritical water 

Aizawa T,  
Kanakubo M, 
Ikushima Y,  
Smith RL, Saitoh T, 
Sugimoto N 

2004 JOURNAL OF 
SUPERCRITICAL 
FLUIDS 
29 313 

"Totsu"-window optical cell for absorption and 
emission studies of high-pressure liquids and 
supercritical fluids 

Aizawa T,  
Kanakubo M, 
Ikushima Y, Saitoh 
N, Arai K, Smith RL
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Date Journal Title Authors’ name 
2004 FLUID PHASE 

EQUILIBRIA 219 
37 

Temperature dependence of local density 
augmentation around exciplex in supercritical 
carbon dioxide 

Aizawa T,  
Kanakubo M, 
Ikushima Y,  
Smith RL 

 
③ⅱ）口頭発表8件 

発表年月日 発表媒体  発表タイトル  発表者  
2003.9 化学工学会 

第36回秋季大会 
高温･高圧その場測定法の開発と超臨界流体への応

用 
○金久保光央 

2003.9 化学工学会 
第36回秋季大会 

高圧ＮＭＲ法による超臨界二酸化炭素中の溶質と

溶媒分子の回転ダイナミクス 
○梅木辰也、 
金久保光央、生島豊 

2003.11 第42回 
ＮＭＲ討論会 

極端条件下における核磁気共鳴法の開発と超臨界

流体への応用 
○梅木辰也、 
金久保光央、相澤崇史

増田善雄、生島豊 
2003.9 化学工学会第36回

秋季大会, 仙台 
時間分解分光法の超臨界流体への適用と反応ダイ

ナミクスの解析 
相澤 崇史 

2003.5 3rd Molecular 
Thermodynamics 
and Molecular 
Simulation, 仙台 

Temperature dependence of local density 
augmentation around exciplex in supercritical 
carbon dioxide 

○Aizawa T, 
Kanakubo M, 
Ikushima Y,  
Smith RL 

2003.4 
 

6th International 
Symposium on 
Supercritical 
Fluids, ベルサイユ 

Local density augmentation around exciplex in 
supercritical carbon dioxide by lifetime analysis 

○Aizawa T, 
Kanakubo M, 
Ikushima Y 

2004.4 化学工学会 
第69年会, 堺 

超臨界水中のアセトフェノン-N,N,N',N'-テトラメチ

ルベンジジンエキシプレックスに対する圧力効果 
○相澤 崇史,  
金久保 光央, 生島 豊

2004.10 The 10th Asian 
Pacific 
Confederation of 
Chemical 
Engineering,  
北九州 

Temperature dependence of local density 
augmentation around exciplex in supercritical 
water 

○Aizawa T, 
Kanakubo M, 
Ikushima Y,  
Smith RL 

 
 
研究開発項目② 「基礎基盤技術の開発」 

イ．「超臨界流体の基礎基盤に関するデータの取得と収集」 

（2）特許等  

1) 相田哲夫、密度揺らぎ測定装置、出願中 
 
 
研究開発項目② 「基礎基盤技術の開発」 

ロ．「超臨界流体の工学基盤に関するデータの取得と収集」 

(1) 研究発表・講演（口頭発表も含む）3件 
発表年月日 発表媒体  発表タイトル  発表者  
2003.12.4 第36回安全工学 

研究発表会 
高圧酸素雰囲気における有機材料の発火温度の測

定 
○中林宏行、新井邦夫

鈴木明 
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発表年月日 発表媒体  発表タイトル  発表者  
2004.4.4 化学工学会 

第69年会 
高圧ガス配管における弁開操作時のガス挙動数値

解析による危険性評価 
○中林宏行, 鈴木明, 
増田善雄 

2004. 
11.26 

第37回安全工学 
研究発表会 

高圧ガス配管における弁開操作時のガス挙動評価 ○中林宏行, 鈴木明, 
増田善雄, 土屋茂 

 
(2) 特許等2件 
出願日  受付番号  出願に係る特許等の標題  出願人  

2005.2.2 特願2005-26559 ガス昇温低減装置 大陽日酸株式会社 
2005.2.2 特願2005-26560 ガス昇温低減装置 大陽日酸株式会社 
 
 
研究開発項目② 「基礎基盤技術の開発」 

ニ．「産業、研究に資する超臨界流体データベースの構築」 

(1) 研究発表・講演（口頭発表も含む）2件 
発表年月日 発表媒体  発表タイトル  発表者  
2004.12 産総研東北センタ

ー講演会 
超臨界流体データベースの開発 ○倉田良明, 猪股宏, 

渡辺豊, 中林宏行 
2005.3 化学工学会 

第70年会 
超臨界流体データベースの開発 ○倉田良明, 中林宏行, 

渡辺豊, 猪股宏 
 
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 
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２．分科会における説明資料 

 本資料は、分科会において、プロジェクト実施者がプロジェクトを説明する際に

使用したものである。 
 
 
 
 



((独独))新エネルギー・産業技術総合開発機構新エネルギー・産業技術総合開発機構

バイオテクノロジー・医療技術開発部バイオテクノロジー・医療技術開発部
化学物質管理技術グループ化学物質管理技術グループ

河中裕文河中裕文 山下勝山下勝

第１回「超臨界流体利用環境負荷低減技術
研究開発」（事後評価）分科会

資料５－２

「超臨界流体利用環境負荷低減技術研究開発」「超臨界流体利用環境負荷低減技術研究開発」
第１回事後評価分科会説明資料

議題５ プロジェクトの概要説明 （公開）

平成１７年１２月４日（日）

事業原簿 ⅰ～286ページ 1/54

気体の性質気体の性質とと液体の液体の
性質性質を併せ持つを併せ持つ

超臨界反応場を用いた新プロセスの可能性
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超臨界流体の特長
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軍
事

技
術
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用

機
の
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交
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装

置
）や

原
子

力
発

電
か

ら開
発

が
スタート！

超臨界流体の歴史年表

3/54

0.045ｇ/100ｇ超臨界抽出（共溶媒：エタノール）

0.065ｇ/100ｇエタノール抽出

0.110ｇ/100ｇ水抽出

無水カフェイン
含有量速クロマトグラフ分析

黄色・芳香性
が強い

超臨界抽出（共
溶媒：エタノー

ル）

ほぼ無色・香り
は弱いエタノール抽出

茶褐色・苦そう
な香り（弱い）水抽出

見た目・香り官能試験

1979年、ドイツのハーグ社により
「コーヒー豆からのカフェイン抜き」の為に初めて実用化された。

カフェインレスコーヒー

超臨界二酸化炭素抽出装置

抽出装置の実用化例

4/54



ほとんどが抽出に関する応用例

海外における工業化例

5/54

廃棄物からの
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸﾘｻｲｸﾙ

発泡剤、洗浄剤
の代替

脱溶媒化
超臨界流体
基盤技術

未利用資源利用プロセス

医薬品中間体製造

プラスチック成形加工

クリーン

エネルギー化

電子機器等
材料部品の製造

（データベース、
シミュレーター等）

多くの分野で成果の
波及が期待できる

超臨界流体に期待できる技術

事業原簿 1～73ページ 6/54



エネルギー及び有機溶媒多消費型の既存反応プロセスを代替

するため、超臨界流体を利用した革新的な反応プロセス技術を開
発するとともに、新しい高効率なプロセス技術の構築とこれらの基
盤となる技術を開発することを目的とする。さらに、将来的に幅広
い産業分野で利用が期待できる超臨界流体利用適用技術に対し、
その技術を体系化し産業分野に使えるツールとして提供するため
に、データ蓄積、知的基盤、標準化等整備を行う等により、共通基
盤技術を確立し、その後の民間企業における研究開発や国際的
な貢献に資する。

新しい新しい効率的な効率的なプロセス技術の構築プロセス技術の構築を狙った；を狙った；
[1][1]有機合成プロセス技術有機合成プロセス技術
[2][2]材料プロセッシング技術材料プロセッシング技術
[3][3]エネルギー・物質変換プロセス技術エネルギー・物質変換プロセス技術

実用化に資する実用化に資する基盤技術基盤技術の整備の整備を狙った；を狙った；
[4][4]基礎基盤技術の開発基礎基盤技術の開発

事 業 概 要

事業原簿 1～73ページ 7/54

①技術目標及び達成時期:

2004年度までに、超臨界流体を代表的な合成反応プロセ

ス、環境保全・エネルギープロセス等に利用し、高効率で

簡素な環境調和型化学プロセス技術を構築する。

②研究開発期間:

20002000年度～年度～20042004年度年度

③中間評価・事後評価の実施

中間評価は中間評価は20022002年度年度、事後評価は事後評価は20052005年度年度に実施。

④研究体制:

民間企業、大学、公的研究機関民間企業、大学、公的研究機関等による産学官体制

「化学物質総合評価管理プログラム基本計画」(平成16年2月3日平成16･02･03産局第3

号）、及び「地球温暖化防止新技術プログラム基本計画」（平成16年2月3日 平成16・02・03
産局第13号） 8/54



国際競争力強化：

・共通基盤技術の確立
・革新プロセスの開発
・ノウハウ、特許の蓄積
・優れた人材の育成

国際競争力強化：国際競争力強化：

・共通基盤技術の確立
・革新プロセスの開発
・ノウハウ、特許の蓄積
・優れた人材の育成

化学品規制の動き：

・REACHシステム(欧州)
・PRTR,MSDS制度(国内)
・WEEE指令、RoHS指令
・VOC発生規制

化学品化学品規制の動き：規制の動き：

・REACHシステム(欧州)
・PRTR,MSDS制度(国内)
・WEEE指令、RoHS指令
・VOC発生規制

地球環境問題：

・省エネルギー技術開発
・資源の有効利用
・CO2排出削減技術
・土壌、大気汚染防止

地球環境問題：地球環境問題：

・省エネルギー技術開発
・資源の有効利用
・CO2排出削減技術
・土壌、大気汚染防止

NEDO(国)の
関与の必要性

NEDO(NEDO(国国))のの
関与の必要性関与の必要性

COP3対策
ヒト健康

9/54

平成平成1212年年 44月：月： 国家産業技術戦略国家産業技術戦略（通商産業省工業技術院長）

＜社会的ニーズへの対応、革新的・基盤的技術の涵養への対応＞

平成平成1212年年1212月：月： プログラム基本計画策定プログラム基本計画策定（通商産業省工業技術院長）

平成平成1313年年 33月：月： 科学技術基本計画科学技術基本計画（閣議決定）

＜国家的・社会的課題に対応････環境分野＞

平成平成1313年年 99月：月： 分野別推進戦略分野別推進戦略（総合科学技術会議）

平成平成1414年年 22月：月： プログラム基本計画一部改定プログラム基本計画一部改定＜項目を追加＞

平成平成1515年年 33月：月： 地球温暖化対策推進大網地球温暖化対策推進大網（地球温暖化対策推進本部）

＜地球温暖化に対する革新的な環境・エネルギー技術の研究開発強化＞

プログラムの政策的背景プログラムの政策的背景

10/54



実用化開発PJ

研
究
開
発
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

研
究
開
発
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

技術シーズの発掘・育成技術シーズの発掘・育成

実用化開発PJ

技術開発第２
ステージ

・次期プロジェクト
・フィールドテスト

2010年以降で効果が

期待できるテーマ

2010年時点で効果が

期待できるテーマ

施
策
連
携

施
策
連
携

社会ニーズと技術シーズのマッチング
による新たなR&Dプロジェクトの実施

有望なテーマのR&Dプロジェクト化

プロジェクトの実現可能性、達成・導入・普及
時期等の見極めを実施

成果を踏まえた導入・普及施策（税制・規制等）

京都議定書を見据
えた成果の普及

政策目標

寄
与
。
ま
た
、
２
０
１
０
年
以
降
を
見
据
え
た
更
な
る
削
減
へ
の
対
応

２
０
１
０
年
時
点
で
の
温
室
効
果
ガ
ス
削
減
目
標
の
う
ち
、
０
．
６
％
に

配
慮
し
た
経
済
社
会
の
確
立

エ
ネ
ル
ギ
ー
・
環
境
に

産
業
の
国
際
競
争
力
強
化

省エネ型製品省エネ型製品

エネルギーロス低減エネルギーロス低減
・転換等技術・転換等技術

。

目

的

エネルギーの消費を抜本的に改善することにより二酸化炭素の排出抑制に資する技術開発を、
総合的、効率的かつ加速的に推進し、その導入・普及を促進することにより、環境・エネルギー・
経済のバランスのとれた持続可能な社会の構築を図る。

製造プロセス製造プロセス
高効率化高効率化

「超臨界流体利用「超臨界流体利用
環境負荷低減技術研究開発」環境負荷低減技術研究開発」

地球温暖化防止新技術プログラム地球温暖化防止新技術プログラム

事業原簿 ⅹページ 11/54

２００１ ２００２ ２００３ ２００４ ２００５ ２００６ ２００７～

技術シーズの発掘※

と
安
全
・
安
心
な
国
民
生
活
の
実
現

環
境
と
調
和
し
た
健
全
な
経
済
産
業
活
動

リ
ス
ク
を
適
切
に
管
理
す
る
社
会
シ
ス
テ
ム
を
構
築

化
学
物
質
の
リ
ス
ク
の
総
合
的
な
評
価
を
行
い
、

政策目標

暴露評価手法の開発※

化審法やＰＲＴＲ法への対象物質の追加／各種活動への評価手法の導入等

有害性評価手法等の国際標準化の推進
リスクコミュニケーションセンターの設置等による知見の共有促進

リス ク評価分野に能力を有する人材の育成

データベースの構築化学物質総合リスク評価管理システムの開発※

研

究

開

発

（
リ
ス
ク
評
価
）

知
的
基
盤整

備

各
種
施
策

リスク評価の実施／科学的知見
の蓄積に基づくリスク評価の改善

リスク評価手法の確立

リスク評価手法の開発※

高精度・簡易ハザード評価手法／
物性予測システムの開発※

研

究

開

発

（
リ
ス
ク
削
減
）

有害性情報・暴露情報の整備
分解性・蓄積性のデータ取得

重点分野での実用化開発

共通基盤的技術の実用化開発

技術シーズの発掘

対象技術の
重点化

成果活用

※ 平成１５年度NEDOにおいて実施している事業

有害化学物質リスク削減基盤技術開発(～２００８)

共通基盤的技術開発の実施

超臨界流体利用環境負荷低減技術研究開発

目
的

環境と調和した健全な経済産業活動と安全・安心な国民生活の実現を図るため、化学物質のリス
クの総合的な評価を行い、リスクを適切に管理する社会システムを構築する。

化学物質総合評価管理プログラム化学物質総合評価管理プログラム

事業原簿
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年度 12 13 14 15 総額

当初

実績実績

985 1300 1300 965 5136

915 1184 1190 881 47554755

研究開発費予算の研究開発費予算の推移推移

会計・勘定：石油及びエネルギー需給構造高度化勘定
単位：百万円

16

585

586

事業原簿 ⅱページ 13/54

運営管理について運営管理について

[NEDOの運営管理]

プロジェクトリーダーを指名し、進捗状況や情勢変化を

把握する等の管理とともに、定期的に本事業の方向性、進
捗状況、計画変更を外部の専門家を交えた「化学物質管理

技術審議委員会」にて審議。これらの結果を踏まえて、適

宜・適切にプロジェクトマネジメント運営に反映した。

[JCIIの役割]

｢総合調査研究委員会｣、各テーマ毎に「幹事長」を設置
し、進捗状況の把握、新たな課題・問題点を総合的に検討

し、必要に応じて研究計画の見直し、研究開発の方向付け、

開発目標の達成や実施体制、予算管理等を含めた効率的な

プロジェクト管理をNEDOと有機的に努めた。
事業原簿 1～73ページ 14/54



化学技術戦略推進機構(JCII)

幹事長

碇屋隆雄

生島 豊

新井邦夫

渡辺 豊

期間

H12-16 

研究開発テーマ

有機合成プロセス技術の研究

材料プロセッシング技術の研究

エネルギー・物質変換技術の研究

基礎基盤技術の開発

構造材料

所 属

猪股 宏

幸田清一郎

東京工業大学教授

産業技術総合研究所

東北大学教授

東北大学教授

東北大学助教授

上智大学教授

総合調査研究委員会総合調査研究委員会

プロジェクトリーダ：新井プロジェクトリーダ：新井 邦夫（東北大学）邦夫（東北大学）

設 置

H12-16 

H12-16 

H12-16 

H14-16 

15/54

情勢変化への対応情勢変化への対応
(1) 平成11年度に産業技術審議会地球環境部会企画システム委員会

にて、超臨界流体利用技術研究開発の基本計画が審議され、

通商産業省工業技術院にて、基本計画が制定された。

(2) 平成12年度に公募による実施者選定が行われ、契約審査委員会

の審査を経て、財団法人化学技術戦略推進機構(JCII)との委託契

約締結が行われた。

(3) 平成14年度には、省庁再編に伴い、プログラム制度が導入され、

一部基本計画の見直しを行った。

(4) 中間評価以降は、研究開発状況を鑑み、個別研究開発計画を18  

から8つへ集約し、一部の研究テーマを終了し、より実用化に資す

る基盤技術研究に振り向けた。

(5) 個別研究開発項目(サブテーマ)においては、共通基盤の開発、デ

ータベースの構築に資する要素技術を得ることに主眼を置いた。

その中で、プロセス開発を行っているサブテーマについては、主

として実用化を検討する際のコストをベースに、達成目標を数値

として掲げて取り組んだ。
事業原簿 56～73ページ 16/54



委員長

委 員

氏 名 所 属・役 職

長浜 邦雄

佐々木俊夫

田中哲治郎

徳田 昌生

西川 恵子

船造 俊孝

山崎 仲道

東京都立大学 大学院 工学研究科 教授

住友化学工業株式会社 筑波研究ｸﾞﾙｰﾌﾟﾏﾈｰｼﾞｬ

株式会社野村総合研究所ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ部門CDP 推進室 室長

北海道大学 大学院 工学研究科 教授

千葉大学 大学院 自然科学研究科 教授

中央大学 理工学部 応用化学科 教授

東北大学 大学院 工学研究科 教授

中間評価委員リスト中間評価委員リスト

平成平成1414年度年度 中間評価の実施中間評価の実施

①中間評価の実施時期①中間評価の実施時期：： 第第11回回 平成平成1414年年44月月2525日日
第第22回回 平成平成1414年年66月月2828日日

②②合同事務局合同事務局：新エネルギー・産業技術総合開発機構技術評価部：新エネルギー・産業技術総合開発機構技術評価部

産業技術総合研究所評価部産業技術総合研究所評価部

事業原簿 56～73ページ 17/54

・新たに基礎基盤構築推進幹事会・新たに基礎基盤構築推進幹事会

を発足させ、連携を強化を発足させ、連携を強化

・要素技術間の連携が不明

・新たに構造材料幹事会を発足さ・新たに構造材料幹事会を発足さ

せ、安価腐食材料探索行ったせ、安価腐食材料探索行った

・超臨界水に耐えられる安

価材質の開発が必要

・サブテーマの集約・サブテーマの集約

・実用化の観点を加味した達成目・実用化の観点を加味した達成目

標の数値化標の数値化

・範囲が広すぎる

・達成目標水準が不明確

・実用化の視点が不足

・実用化に資するデータベースの・実用化に資するデータベースの

構築・公開を主眼とした構築・公開を主眼とした

・特許創出検討会を設けた・特許創出検討会を設けた

・基礎研究の成果の実用化

への橋渡しが望まれる

・特許出願が少ない

総合

評価

評価結果の反映評価結果の反映指摘事項

中間評価の反映について

事業原簿 56～73ページ 18/54



１／６０

研究開発概要研究開発概要

19/54

１７１６１５１４１３１２年度

ﾌﾟﾛｾｽ開発

工学基盤

基礎基盤

実験装置の
設計・製作 データの取得と解析

適条件の探索

実用化の見極め

触媒の探索

触媒設計法

データベース構築

安全評価指針

物性推算法

腐食データの測定と収集

関連物性データの測定と収集

高圧ガス関連法規の調査

高圧酸素保安データの採取

ﾌﾟﾛｾｽｼﾐｭﾚｰﾀｰの構築

装置設計法の確立
反応の探索

装置改良

新規触媒の調整

中

間

評

価

事

後

評

価

項目

有機合成反応
有機合成プロセス
材料プロセッシング

エネルギー物質変換

有機合成反応
有機合成プロセス
材料プロセッシング

エネルギー物質変換

基盤構築推進
構造材料

全体スケジュール
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（財）化学技術戦略推進機構

業務委員会
・PJ運営
・JCII運営連絡会

プロジェクトの
運営・方針決定

新日鐵化学
日本触媒
三井化学
（産総研）
（龍谷大）

（東京工大）
（静岡大）

有機合成
プロセス

碇屋幹事長

三井化学
（東京大）
（北海道大）

有機合成
反応

生島
幹事長

日本製鋼所
（産総研）
（広島大）
（広島大）

材料
ﾌﾟﾛｾｯｼﾝｸ

ﾞ

猪股
幹事長

総合調査研究委員会
ＰＬ 新井(東北大）

太陽日酸
（産総研）
（九州大）
（近大）

基盤構築
推進

新井
幹事長

開 発 体 制

東芝
日機装

（産総研）
（東北大）

エネルギー

・物質変換

幸田
幹事長 東芝

三菱ﾏﾃﾘｱﾙ
（産総研）
（ 東北大）

構造材料

渡辺
幹事長

ＮＥＤＯ

指名

公開非公開

幹事会

21/54

プロジェクトとプログラムの関係プロジェクトとプログラムの関係

エネルギー・物質変換
・熱エネルギーの回収

材料プロセッシング材料プロセッシング
・脱溶媒工程の簡素化

有機合成プロセス技術開発有機合成プロセス技術開発
・プロセスのシンプル化

中間評価まで

省エネルギー効果省エネルギー効果

7テーマ

５テーマ

４テーマ

18テーマ

基礎基盤技術開発基礎基盤技術開発
・データ収集、データベース化

２テーマ
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プロジェクトとプログラムの関係プロジェクトとプログラムの関係

省エネルギー効果省エネルギー効果

エネルギー・物質変換
・有害化学物質の無害化、回収

材料プロセッシング材料プロセッシング
・発泡剤のグリーン化

有機合成プロセス技術開発有機合成プロセス技術開発
・原料のグリーン化、副生成物低減

基礎基盤技術開発基礎基盤技術開発
・実用化技術に資するデータベースの構築

リスク削減効果リスク削減効果
中間評価以降

３テーマ

１テーマ

２テーマ

２テーマ

8テーマ

に集約

23/54

開発目標開発目標：①または②の条件を有すること。：①または②の条件を有すること。

①①既存プロセスが存在する既存プロセスが存在する新規プロセスの開発では、新規プロセスの開発では、
既存プロセスの性能既存プロセスの性能((選択性、収率等選択性、収率等))を越えるを越えるレベルレベル

②②既存プロセスが存在しない既存プロセスが存在しない新規プロセスの開発では、新規プロセスの開発では、
経済性等の点で十分成り立つ生産性が期待できる経済性等の点で十分成り立つ生産性が期待できるレベルレベル

開発開発目標目標の目安の目安

バルク

開発課題開発課題：下記の基準を満たすこと。：下記の基準を満たすこと。

①① 先進、先導的先進、先導的な研究開発テーマであること。な研究開発テーマであること。
②② 省エネ、又はリスク削減省エネ、又はリスク削減に資すること。に資すること。
③③ 共通基盤、又は実用化共通基盤、又は実用化技術に資すること。技術に資すること。
④④ 導入効果、波及効果導入効果、波及効果が大きいこと。が大きいこと。
⑤⑤ 国際競争力強化国際競争力強化に十分活用できること。に十分活用できること。
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１／６０

公開版

超臨界流体利用環境負荷低減技術研究開発

「有機合成プロセス技術の研究」

成果概要

25/54

超臨界二酸化炭素、メタノール、水を反応溶媒として用いることに超臨界二酸化炭素、メタノール、水を反応溶媒として用いることに

より、有機溶媒を用いずに、ファインケミカルズ製品や石油化学製品より、有機溶媒を用いずに、ファインケミカルズ製品や石油化学製品

等を高効率・高収率に合成できる新規合成化学プロセスを開発等を高効率・高収率に合成できる新規合成化学プロセスを開発するする

研研 究究 概概 要要

CH3CH2 CH3 直接酸化法無溶媒合成技術

本研究開発のポイント：

・超臨界流体プロセスに適した触媒設計、反応条件の最適化。

副原料・エネルギー

副生物・廃棄物

工
程

ｎ

工
程

２

工
程

１

有機溶媒、副原料・エネルギー

副生物・廃棄物

製製

品品

工
程

１
超臨界流体

原

料

製製

品品

原

料

シンプル化

削減！

高収率化
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１／６０

①研究期間：平成12年度～16年度
②予算総額：11億円(@5.5千万円/社･年)
③委託先：化学技術戦略推進機構

(4社、5大学、2公的機関)
④幹事長：碇屋隆雄(東京工業大学 教授)

生島 豊（産業技術総合研究所）
⑤達成目標：

2,6-/2,7-ｼﾞﾒﾁﾙﾅﾌﾀﾚﾝ比＝2.6以上。
ﾊﾛｱﾆﾘﾝ合成：収率99%以上
DMA合成：収率88%以上
IPA合成：選択率95%以上

⑥その他：
データベースへの登録：約2,000点
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NEDONEDO技術開発機構技術開発機構

有機合成ﾌﾟﾛｾｽ技術の開発有機合成ﾌﾟﾛｾｽ技術の開発

委託
平成12年度～16年度

産総研産総研
東京工業大東京工業大

再委託再委託
龍谷大龍谷大

静岡大静岡大
東京大東京大
北海道北海道

((財）化学技術戦略推進機構財）化学技術戦略推進機構

新日鐵化学㈱新日鐵化学㈱ 形状選択的ﾒﾁﾙ化反応形状選択的ﾒﾁﾙ化反応

三井化学㈱三井化学㈱ ﾊﾛﾆﾄﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ選択水素化反応ﾊﾛﾆﾄﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ選択水素化反応

日本触媒㈱日本触媒㈱ NN--ﾒﾁﾙ化、ﾒﾁﾙ化、CC--ﾒﾁﾙ化反応ﾒﾁﾙ化反応

三井化学㈱三井化学㈱ ﾌﾟﾛﾋﾟﾚﾝ水和反応ﾌﾟﾛﾋﾟﾚﾝ水和反応

《《東京工業大集中研東京工業大集中研》》
幹事長幹事長；碇屋隆雄；碇屋隆雄

（東京工業大学教授）（東京工業大学教授）

予算総額：11億円

幹事長幹事長；生島；生島 豊豊
（産業技術総合研究所チーム長）（産業技術総合研究所チーム長）

《《産総研東北ｾﾝﾀｰ集中研産総研東北ｾﾝﾀｰ集中研》》

共同研究共同研究
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ナフタレンの形状選択的メチル化反応ナフタレンの形状選択的メチル化反応
技術（新日鐵化学）技術（新日鐵化学） 狙い狙い：：PENPEN樹脂の原料である樹脂の原料である2.62.6体体をを

高高収率で合成し、コストダウンを図る収率で合成し、コストダウンを図る

2,6-体の分離工程削減→PEN樹脂低コスト化を確認！2,6-体の分離工程削減→PEN樹脂低コスト化を確認！

CH3OH
ゼオライト触媒 +

2，6-ジメチルナフタレン 2，7-ジメチルナフタレン2-メチルナフタレン

CH3CH3CH3

+
scCH3OH

CH3

CH3

2,6-ジメチルナフタレンの用途：PEN樹脂原料

位置選択性

1

1.2

1 .4

1 .6

1 .8

2

2.2

2 .4

2 .6

2 .8

0 20 40 60 80 100 120 140

時間（ｈ）

2
,6

-
/

2
,7

-
比

3 50℃

375℃

400℃

目標値2,6-/2,7-比＝2.6を達成目標値2,6-/2,7-比＝2.6を達成

SAPO11触媒

100時間安定！

SAPO11により
形状選択性が向上！

最終目標値
2,6/2,7=2.6

従来法
2,6/2,7=1.36

2,6-体 %
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100
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PEN樹脂の
物性
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超
臨
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法

T
g

℃
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アミノアルコールの選択的メチルアミノアルコールの選択的メチル
化技術化技術 ((日本触媒日本触媒))

・酸-塩基両機能を持つ触媒が超臨界ﾒﾀﾉｰﾙ中で高活性を示すことを見いだした

・フェノール類の核メチル化，非対称エチレンジアミン合成等への応用！

・・酸酸--塩基両機能を持つ塩基両機能を持つ触媒が超臨界ﾒﾀﾉｰﾙ中で高活性を示すことを見いだした触媒が超臨界ﾒﾀﾉｰﾙ中で高活性を示すことを見いだした

・・フェノール類の核メチル化，非対称エチレンジアミン合成等への応用フェノール類の核メチル化，非対称エチレンジアミン合成等への応用！！

N,N-ジメチルアミノエタノール（DMA）合成

H2N
OH scCH3OH N

OHCH3

CH3
H2O-

狙い：狙い：固体触媒反応プロセスで気相、固体触媒反応プロセスで気相、
液相反応を凌駕する高選択的反応を液相反応を凌駕する高選択的反応を
実現実現するする

CSCS--PP--SiSi触媒触媒でで

選択率選択率94%94%を実現を実現！！
80

Cs-P-Si

0

20

40

60

H-MOR H-BEA Silica-
alumina

γ-
alumina

to
ta

l y
ie

ld
, %

気相

超臨界
ﾒﾀﾉｰﾙ中

気相条件を凌駕！

6元連立微分方程式として表したモデル

contact-time, g-cat*min / mol

P
x,

 M
P

a

Langmuir-Hinshelwood
競争吸着モデルで検証

0 500 1000 1500 2000
0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

変動費削減に成功！変動費削減に成功！

リサイクルプロセス化リサイクルプロセス化に貢献に貢献！！

事業原簿 142～148ページ
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ニトロ基選択的水素化技術の横展開
→ 染顔料中間体、医農薬中間体、樹脂架橋剤などの競争力強化、新製品展開

ニトロ基選択的水素化技術のニトロ基選択的水素化技術の横横展開展開
→→ 染顔料中間体、医農薬中間体、樹脂架橋剤染顔料中間体、医農薬中間体、樹脂架橋剤などの競争力強化、新製品展開などの競争力強化、新製品展開

ハロニトロベンゼンのハロニトロベンゼンの
ニトロ基選択的水素化ニトロ基選択的水素化反応反応 ((三井化学三井化学))

接触水素化反応によるアミン類の合成

狙い：脱ハロゲン化材を使用せず、狙い：脱ハロゲン化材を使用せず、
高活性・高選択性反応を実現高活性・高選択性反応を実現するする

0

20

40

60

80

100
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反応時間(min)

ο
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ロ
ロ

ア
ニ

リ
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収
率

(%
)

ニート

CO2 10MPa

99.7% 95.6%

CO2圧力
10MPa未満

CO2圧力

10MPa以上
ニ相 均一相

・液・液分離法（従来法）→気・液分離法（超臨界）への転換によ

る分離コスト低減

・脱ハロゲン化材不要による蒸留塔数減→原単位の削減に寄与

反応前の相状態観察
(水素 + o-ｸﾛﾛﾆﾄﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ
+ 二酸化炭素)

収率収率99.7%99.7%達成達成

scCO2, 40 °C
Cl

NO2

+ H2
Cl

NH2

+ H2OPt/C

反応相 反応温度 反応時間 o-クロロアニリン 副生物

(℃) (min) 収率 (%) 収率 (%)

scCO2, 10 MPa 40 150 99.7 0.3

ニート 40 300 95.6 4.4

scCO2, 10 MPa 90 60 99.1 0.9

ニート 90 90 93.4 6.6
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新プロセス構築によるＩＰＡ製造プロセスのコスト競争力強化と他反応への横展開！
高圧場を生かした効率的なＩＰＡ／水分離技術を見いだした。

新プロセス構築によるＩＰＡ製造プロセスのコスト競争力強化と他反応への横展開新プロセス構築によるＩＰＡ製造プロセスのコスト競争力強化と他反応への横展開！！
高圧場を生かした高圧場を生かした効率的な効率的なＩＰＡ／水分離技術ＩＰＡ／水分離技術を見いだした。を見いだした。

プロピレン水和によるイソプロピルアルプロピレン水和によるイソプロピルアル
コールコール(IPA)(IPA)合成合成((三井化学三井化学))

超臨界水による直接水和法
OH

H2O

H2SO4

亜臨界領域で高い反応成績を実現！亜臨界領域で高い反応成績を実現！
0 200 400 600 800

イオン交換樹脂（液相）

ヘテロポリ酸（液相）

固体りん酸（気相）

超臨界水 （本法）

ＳＴＹ（kg-IPA/m3･hr）

既存の直接水和法の既存の直接水和法の
２～７倍の反応器効率を実現２～７倍の反応器効率を実現

狙い：既存法を凌駕する狙い：既存法を凌駕する
高選択性・高効率反応を高選択性・高効率反応を
実現実現するする

均一相

二相

亜臨界
（ ｔ ＜３５９℃）

50wtppmの微量硫酸
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IPAIPA選択率選択率96%96%を達成！を達成！

酸塩基触媒能（高イオン積）高圧場での分離プロセス
導入によりエネルギー原単位
40％減！
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１／６０

公開版

超臨界流体利用環境負荷低減技術研究開発

「材料プロセッシング技術開発」

成果概要
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本研究開発のポイント：本研究開発のポイント：

1)1)超臨界流体の安定した定量供給超臨界流体の安定した定量供給技術の開発技術の開発
2)2)超臨界二酸化炭素／ポリマー混合系の物性推算手法開発超臨界二酸化炭素／ポリマー混合系の物性推算手法開発
3)3)物性計測器、シミュレーター等を組み込んだ評価・試験装置の構築物性計測器、シミュレーター等を組み込んだ評価・試験装置の構築

研研 究究 概概 要要

超臨界二酸化炭素の可塑化効果・分散効果を活かしたポリマー加工新プロセス技
術に資する樹脂物性データベースと諸物性推算可能なシミュレーター開発を行う。
また、 CO2定量供給システム、可視化、計測システム、シミュレーターを搭載したポ

リマー成形性評価・試験装置を開発した。

0.1 1 10 100
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104

 

 

V
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[P

a*
s]

Shear rate[1/s]

 170oC,   7MPa, 0wt%
 170oC, 0.1MPa, 0wt%
 170oC,   7MPa, 2.27wt%
 Predicted

プレス成形
押出成形
ペットプリフォーム成形
射出成形
ガスアシスト成形
ブロー成形等

粘度，拡散係数
等の物性予測

原料ポリマー＋CO2
データベース化

可塑化効果

新機能性樹脂材料の成
形加工技術の底上げ

運
転
条
件
適
正
化

成
形
性
向
上

部材産業における

国際競争力のUP！

分子の入力

超臨界二酸化
炭素の比率の
入力

複数入力ファイ
ル同時作成

計算の実行

結果の描画
解析作業の流れ
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１／６０

①研究期間：平成12年度～16年度

②予算総額：8億円(@16千万円/社･年)

③委託先：化学技術戦略推進機構(1社、3大学、
2公的機関)

④PL： 猪股 宏(東北大学 教授)

⑤達成目標：
・超臨界二酸化炭素／ポリマー混合系の諸物性のデータベース化

・粘性低下機構や相分離発生・成長のモデル化評価・試験装置の開発

⑥その他：
データベースへの登録数：約64,000点
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NEDONEDO技術開発機構技術開発機構
委託

材料プロセッシング技術の開発材料プロセッシング技術の開発

((財財))化学技術戦略推進機構化学技術戦略推進機構

東北大東北大
産総研産総研

再委託再委託
広島大広島大

ＰＬ：猪股ＰＬ：猪股 宏宏
((東北大学教授東北大学教授))

共同研究共同研究

予算総額：8億円

平成12年度～16年度

《《産総研東北センター集中研産総研東北センター集中研》》

日本製鋼所㈱日本製鋼所㈱ 超臨界流体を利用した高分子材料の超臨界流体を利用した高分子材料の

創成技術創成技術

((財財))高温高圧流体研究所高温高圧流体研究所 超臨界急速膨張法に超臨界急速膨張法に

よる無機材料の創成技術よる無機材料の創成技術

((財財))高温高圧流体研究所高温高圧流体研究所 無機無機//有機高分子複合化技術有機高分子複合化技術

（平成12~14年度）

（平成12~14年度）

（平成12~16年度）
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連続式超臨界流体･ポリマー押出し･連続式超臨界流体･ポリマー押出し･
発泡挙動解析評価装置発泡挙動解析評価装置の開発の開発((日本製鋼所日本製鋼所))

狙い：狙い：ポリマー新成形プロセスのポリマー新成形プロセスの用用
途拡大を狙いたい途拡大を狙いたい

CO2 feeding 
part

Pump

Flow rate 
control system

P P

CO2

Die

PP

Foaming 

NIR-
analyzer

Extruder

P1 P2

Regulation 
Valve

Adapter

Rheometer

Apparatus

Flow cell

機能性機能性ポリマー材料用成形加工機へビジネス展開ポリマー材料用成形加工機へビジネス展開！！

SCF樹脂データベース、シミュレーションソフト
及びオンライン計測が一体化した研究開発装置を提供！

PCシート断面のSEM観察

試験評価システムで1０μmの

相分離構造を確認！

脱圧
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１／６０

公開版

超臨界流体利用環境負荷低減技術研究開発

「エネルギー・物質変換技術の開発」

成果概要
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高温高圧水反応場を利用した有害化学物質の無害化プロセスに資する反応工学

モデルを開発する。また、プラスチック廃棄物のリサイクルプロセスを構築し、

そのスラリー送液システムを開発する。

研研 究究 概概 要要

本研究開発のポイント：本研究開発のポイント：
1)1)高温高圧水利用反応器設計に資する高温高圧水利用反応器設計に資するシミュレ－ション手法のシミュレ－ション手法の開発開発
2)2)添加剤除去と樹脂劣化防止を両立させたリサイクル方法の開発添加剤除去と樹脂劣化防止を両立させたリサイクル方法の開発

d[R]/dt=k[R]a[O2]b

ⅱ)反応工学モデルの開発

固体有機
廃棄物

ⅰ)スラリー送液ポンプ開発

反応容器
高圧ポンプ

スラリー送液

ⅰ)プラスチック廃棄物のリサイクル

実用化イメージ

ⅱ)有害化学物質の無害化

反応の可視化 反応器設計の
低コスト化
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１／６０

①研究期間：平成12年度～16年度

②予算総額：14億円(@14千万円/社･年)

③委託先：化学技術戦略推進機構(2社、2大学、
1公的機関)

④PL： 幸田清一郎(上智大学 理工学部 教授)

⑤達成目標：
・超臨界水反応場の可視化手法と反応工学モデルを開発する。

・超臨界水によるプラスチックの有効物質やモノマーへの変換

リサイクルプロセスを開発する。

⑥その他：
データベースへの登録数：約1,000点
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NEDONEDO技術開発機構技術開発機構

委託

エネルギー・物質変換技術の開発エネルギー・物質変換技術の開発

平成12年度～16年度

上智大上智大
東北大東北大
産総研産総研

東芝㈱東芝㈱ 反応工学モデルの開発反応工学モデルの開発

日機装㈱日機装㈱ プラスチック廃棄物のプラスチック廃棄物の
化学リサイクルプロセスの開発化学リサイクルプロセスの開発

((財財))化学技術戦略推進機構化学技術戦略推進機構

ＰＬ；幸田清一郎ＰＬ；幸田清一郎
((上智大学教授上智大学教授))

共同研究共同研究

予算総額：14億円

《《産総研東北センター産総研東北センター
集中研集中研》》
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超臨界水酸化反応における反応工学超臨界水酸化反応における反応工学
モデルの開発モデルの開発（東芝）（東芝） 狙い：狙い：シミュレーション手法開発による反応シミュレーション手法開発による反応

容器設計の合理化、設計コストの低減容器設計の合理化、設計コストの低減

超臨界流体の物性を加味した反応工学モデル＝合理的な反応器設計が可能

→有害廃棄物の分解装置の実用化の促進！

超臨界流体の物性を加味した反応工学モデル＝合理的な反応器設計が可能

→有害廃棄物の分解装置の実用化の促進！

難燃性・含水性の難燃性・含水性の
有機固形物有機固形物

HH22O, COO, CO22にに

完全分解完全分解

酸化剤酸化剤
反応器（反応部）反応器（反応部）

粒子の反応をX線透過

により観察する手法を

開発！

超臨界水酸化反応プロセス

0

20

40

60

80

100

従来 解析ツール使用

開
発

C
os

t比
［
％

］

開発Costの低減！

 

炭素粒子 

流体セル 

化学反応セル 

多数粒子の解析単一粒子の解析

反応モデル

d[R]/dt=k[R]a[O2]b 流動モデルを統合

粒子間相互作用の

影響を加味

＋

超臨界流体
に特有な

物性データ
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プラスチック廃棄物の化学リサイクルプラスチック廃棄物の化学リサイクル
プロセスの開発（日機装）プロセスの開発（日機装）

狙い：軟質塩化ビニルの骨格を壊狙い：軟質塩化ビニルの骨格を壊
さず、可塑剤を除去したいさず、可塑剤を除去したい

軟質塩化ビニルの湿式リサイクル法を確立し、実用化に成功！

スラリー送液ポンプや配管の設計指針確立と、データベース化。

軟質塩化ビニルの湿式リサイクル法を確立し、実用化に成功！

スラリー送液ポンプや配管の設計指針確立と、データベース化。

粉
砕

ポリ塩化ビニル＋可塑剤

0

20

40

60

80

100

100 150 200 250

反応温度（℃）

除
去

（
回

収
）

率
（

％
）

可塑剤

塩素

試験条件
ＮaOH溶液：8mol/L
反応時間 ：30min

亜臨界中で亜臨界中で可塑剤可塑剤
100%100%回収可回収可！！

亜臨界
処理装置

CH2 CH

Cl n

スラリー搬送

ポンプ

可塑剤回収

0%

10%

20%

30%

40%

50%
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80%

90%

100%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

スラリー濃度　（wt.%）

ポ
ン

プ
容

積
効

率
　

（
%
）

PVC(ρ=1.4 ） 170 μm
L = 1.3 mm

PVC(ρ=1.36） 248 μm
L = 1.3 mm

PVC(ρ=1.36） 366 μm
L = 1.3 mm

PVC(ρ=1.4 ） 170 μm
L = 0.3 mm

PVC(ρ=1.36） 248 μm
L = 0.3 mm

PVC(ρ=1.36） 366 μm
L = 0.3 mm

L

圧力 35 MPa

軟質軟質PVCPVCの骨格をの骨格を

壊さず、可塑剤を除去壊さず、可塑剤を除去！！

粒子径
170μm

スラリー40％

まで送液可

PVC

事業原簿 142～148ページ
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１／６０

公開版

超臨界流体利用環境負荷低減技術研究開発

「基礎基盤技術の開発」

成果概要
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・プロジェクト研究
成果文献データ

・高圧酸素安全データ

・超臨界物性データ

・材料腐食データ等

・プロジェクト研究
成果文献データ

・高圧酸素安全データ

・超臨界物性データ

・材料腐食データ等

超臨界流体に関する物性データ、材料腐食データ、高圧ガスデータを初めとした超臨界流体に関する物性データ、材料腐食データ、高圧ガスデータを初めとした技技
術者がプロセス設計等に役立てることが可能な有益な情報を体系的にデータベー術者がプロセス設計等に役立てることが可能な有益な情報を体系的にデータベー
ス化し、公開ス化し、公開することによって、することによって、超臨界流体超臨界流体をを利用利用した新した新化学プロセスの化学プロセスの実用化を実用化を
普及・波及させるための礎を構築する。普及・波及させるための礎を構築する。

研研 究究 概概 要要

本研究開発のポイント：本研究開発のポイント：
超臨界流体技術を使用したい技術者、研究者が広く、容易に利用できる超臨界流体技術を使用したい技術者、研究者が広く、容易に利用できる
データベースの構築データベースの構築

一般公開

基礎基盤

工学基盤

超臨界流体
データベース

技術者

研究者

有機反応条件の探索

材料合成条件の探索

装置設計指針

プロセス最適設計

安全指針

約200,000項目

超臨界流体技術の普及・波及超臨界流体技術の普及・波及

利用目的

45/54

１／６０

①研究期間：平成12年度～16年度

②予算総額：14億円(@14千万円/社･年)

③委託先：化学技術戦略推進機構(2社、7大学、
1公的機関)

④PL：新井邦夫(東北大学 教授)

⑤達成目標：
・超臨界流体に関する物性、材料腐食、高圧ガス等の基礎基盤、
工学基盤データの取得・収集

・産業、研究に応用できる超臨界流体データベースの構築・公開と、
コスト試算、適用・設計条件の最適化等を行うための超臨界プラント
シミュレーターの開発

⑥その他：
データベース数：約200,000項目
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委託委託

NEDONEDO技術開発機構技術開発機構

基礎基盤技術の開発基礎基盤技術の開発

平成12年度～16年度

((財財))化学技術戦略推進機構化学技術戦略推進機構

大陽日酸㈱大陽日酸㈱ 高圧酸素供給システムの安全技術の確立高圧酸素供給システムの安全技術の確立

九州大九州大
近畿大近畿大
他他

《《集中研－産総研東北センター集中研－産総研東北センター》》
PL;PL;新井邦夫新井邦夫

((東北大学東北大学 教授教授)) 再委託再委託

予算総額：14億円

三菱マテリアル㈱三菱マテリアル㈱ 超臨界水還元性環境における腐食評価超臨界水還元性環境における腐食評価

PL;PL;渡辺豊渡辺豊
((東北大学東北大学 助教授助教授))

産業技術総合研究所産業技術総合研究所 超臨界流体データベースの構築超臨界流体データベースの構築
超臨界流体ﾌﾟﾗﾝﾄｼﾐｭﾚｰﾀｰの構築超臨界流体ﾌﾟﾗﾝﾄｼﾐｭﾚｰﾀｰの構築
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高圧酸素供給システムの安全技術
の確立(大陽日酸)

圧縮機
酸素

超臨界水
+処理物質

冷却器

高圧ポンプ 反応器
圧力調整器

気液分離器

本研究テーマの対象
(23MPa以上、常温の純酸素供給)

高圧酸素供給ｼｽﾃﾑ設計法を確立し、安全性DBの構築！

狙い)超臨界水酸化プロセスの早期実用化

のため、工学基盤の確立を目指す
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500

0 10 20 30 40 50
Oxygen Pressure[MPa]

3mm試料(PTFE)

粉状試料(PTFE)

 3mm試料(PCTFE)

 粉状試料(PCTFE)

3mm試料(FPM)

 粉状試料(FPM)

3mm試料(NBR)

 粉状試料(NBR)

シール材料の選定試験
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]

自然発火温度の酸素圧力依存性

☆高圧酸素場での
安全性データを蓄積

弁開時間を長くする必要性を、定量的に把握弁開時間を長くする必要性を、定量的に把握！！

高圧ガスDB：783件、 4,834項目

980℃

742℃

503℃

264℃

25℃

ガス温度分布解析
(弁開時間300 ms)

安全性から
PTFEを推奨

超臨界水酸化プロセス

300ms

開時間0ms
30ms
60ms
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超臨界水還元性環境における材料腐食超臨界水還元性環境における材料腐食
評価評価((三菱マテリアル三菱マテリアル))

還元性環境における安価材料を見出しコスト低減に寄与！

腐食データベースの構築！

還元性環境における安価材料を見出しコスト低減に寄与！

腐食データベースの構築！

狙い：未利用重質資源転換プロセ狙い：未利用重質資源転換プロセ
スの早期実用化を目指すスの早期実用化を目指す

超臨界流体中における腐食の影響

稀少なデータ

安価安価材料の材料の適適
用範囲明示用範囲明示

コスト低減効果コスト低減効果！！

データベース公開

材料腐食DB：1,363件、 126,759項目

1 2 3 4 5 6 70 8 9 10 11 12 13 14
pH（常温）

酸性側 アルカリ側

0.01
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10

0.01

0.
1
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10
酸素分圧(MPa)

酸化力大

水素分圧(MPa)
還元力大

380-450℃

有機化合物合成

超臨界水酸化（SCWO)

廃棄物処理

350-600℃

水熱合成

350-400℃

400℃

水熱合成
・LiCoCO2
・LiMn2O4

350～℃

飛灰処理

水熱合成

Ni微粒子製造

Hydrogen Pressure (MPa)

-0.3

-0.2

-0.1
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0 10

Temperature : 400°C
Pressure  : 25 MPa
Duration  :  50 hours
In 0.5mol/l NaOH

SUS316
Alloy C-276
MAT21
MC alloy
HB 2
Alloy 625W
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酸素

分圧
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腐食速度評価結果

SUS316鋼使用可！

実用化へ寄与

重質資源
の軽質化
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エネルギー・物質変換技術 ２５

１５

２２

３９

特 許

１１

９０

２９

６１

論 文

４２

２６２

１０８

９５

口頭発表

３

１９

３

２２

新聞等

総 計 １０１１９１５３７ ４７

有機合成プロセス技術

プロジェクト名

材料プロセッシング技術

研究成果研究成果((特許、論文特許、論文))

基礎基盤技術

中間評価以降 ９０ ９９ ３３７ ３６
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プロジェクト基本計画の目標達成度
テーマ名 自己評価 「目標達成度」に関するコメント

１．有機合成
プロセス

２．材料
プロセッシング

３．エネルギー・
物質変換

４．基礎基盤

７０％
達成： 2件
未達： 2件
その他： 0件

８０％
達成： 5件
未達： 1件
その他： 0件

８５％
達成： ２件
未達： 0件
その他： 0件

９０％
達成： ３件
未達： 0件
その他： 0件

・高倍率微細発泡体などの機能性材料開発に必要な、物性収集と
物性評価・推算技術を開発、また、物性データを取得するため
の試験評価システムを構築し、目標達成

・0-ｸﾛﾛﾆﾄﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ転化率100%、0-ｸﾛﾛｱﾆﾘﾝ選択率99.7%と目標達成
・2-ﾒﾁﾙﾅﾌﾀﾚﾝ転化率 41.7%、2,6-体/2,7-体の生成比 2.6をと目標達成

全ｼﾞﾒﾁﾙﾅﾌﾀﾚﾝ中の2,6-体の比率は43%と目標未達
・ 300℃でｱﾐﾉｱﾙｺｰﾙ転化率100%を達成、ワンパス反応でジメチル化

生成物の収率66%と未達
・イソプロピルアルコールの選択率96%と目標達成

・反応容器の設計、解析に適用できるシミュレーションモデルを
確立し、目標達成

・プラスチック廃棄物の新リサイクルプロセスの構築と、スラリ
ー状で反応場へ連続かつ安定的に供給する高圧供給系の設計手
法を確立し、目標達成

・高圧ガス供給システム安全技術に関するデータベース構築・公
開を行い目標達成

・反応容器などの装置構成材の材料選定指針の確立と腐食データ
ベース構築・公開を行い目標達成

・産業、研究に資する超臨界流体データベースを構築・公開し目
標達成
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実用化の見通し
テーマ名 「実用化の見通し」に関するコメント

１．有機合成
プロセス

２．材料プロ
セッシング

３．エネルギー・
物質変換

４．基礎基盤

・ハロニトロベンゼンの選択水素化では、触媒寿命等の課題を解決し、実証試験、性能確認を経て、
新プロセス化される。

・2-メチルナフタレンのメチル化反応では、既存プロセスとの価格差が 大限にプロセスに反映できる
需要時期を選定することで、商用プロセスとして成立する。

・２－アミノアルコールのN-メチル化では、単流収率の向上、生成水による反応阻害等の課題を解決
するなど技術改良の後、市場動向と照らし合わせ、有益な化合物への展開により、新プロセス化さ
れる。

・ﾌﾟﾛﾋﾟﾚﾝ水和反応では市況の変化に対応するため、さらにエネルギー効率の高いプロセス設計を行う
ための要素技術・周辺技術の開発後に事業性判断を経て新プロセス化される。

・高分子材料の創成プロセス開発では、微細発泡体の市場拡大を試み、自動車部品、包装容器、建
築資材等多岐に渡るユーザー個別展開していくと共に、ポリマーナノコンポジットなどの発泡以外の
新加工プロセスへの応用につき、継続して技術の横展開を図る。

・反応工学モデルの開発では、一部実用化するとともに、難燃性固体有機有害廃棄物等の新規処理
プロセスに本成果を適用した継続的な技術開発を行う。

・プラスチックリサイクルプロセス開発において、フィルム処理システムのユーザー受注が決定
し、さらに受注増を目指すとともに、塩ビリサイクルや、他のプラスチック材料のリサイクル
プロセスの開発も継続する。

・スラリー搬送データベースはプラスチック処理の他、バイオマス分野にも波及に努める。

・高圧酸素供給システム開発では、データベース拡充とともに、安全な高圧酸素充填方法を継続して確
立後に市場導入される。

・材料腐食評価では、構造材料設計指針を用いて、還元性雰囲気化での超臨界水酸化プロセスの材
料設計を行い、引き続き実用化を目指す。

・データベース構築では、産総研東北センターが中心となり、公開し、広く技術者等が利用できる環境を
提供した。また、データ拡充等の管理と本基礎基盤技術成果を基に新たな産官学プロジェクトを進め
、継続して本技術の普及・波及に努める。
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今後の方向

ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ成果
産総研 超臨界

ｲﾝｷｭﾍﾞｰｼｮﾝｾﾝﾀｰ(SIC)

企業大学

各種産業分野への適用

NEDO
有害化学物質

リスク削減基盤技術開発

テーマ公募型事業

化学物質総合評価管理に係る
実用化技術の研究開発

環境と調和した健全な経済産業活動、安全・安心な国民生活の実現

JCII

有機合成ﾌﾟﾛｾｽ 材料ﾌﾟﾛｾｯｼﾝｸﾞ ｴﾈﾙｷﾞｰ・物質変換

化学プロセスにおける実用化
基盤技術を活用した実用化の推進

応募

基盤技術の発展、
実用化取組

成果の引継

53/54

既存の化学プロセスを超臨界流体プロセスに

転換させるためには、本事業において基盤技術が

確立された後も、開発事業者により継続的に、課

題が解決されるとともに、生産性、製品品質の確

認等を含めたパイロットプラントによる実証試験

が行われることが必要であり、さらなる自主開発

(自社開発、継続研究開発等)が望まれる。また、

超臨界流体利用技術の普及・波及に向け、データ

ベースの継続的な充実化、メンテナンスの他、新

たな産学連携共同研究が行われることが必要であ

る。

結結 言言
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1

PJリーダー、基盤構築推進幹事会委員長
東北大学大学院環境科学研究科教授
(併）東北大学超臨界溶媒工学研究センター長

新井邦夫

第１回「超臨界流体利用環境負荷低減技術研究開発」
（事後評価）分科会

資料６－２－（１）

平成17年12月4日（日）

「超臨界流体利用環境負荷低減技術研究開発」

第１回事後評価分科会説明資料

議題６ プロジェクトの詳細説明（公開）
（１）基礎基盤技術 総括説明

1/22
事業原簿145～243ページ

2

１．社会的背景と目標

２．組織と成果

３．今後の展開と波及効果

１．社会的背景と目標

2/22
事業原簿145～243ページ



3

本プロジェクトの目標

革新的温暖化対策技術

と

有害化学物質リスク削減技術

に資する

超臨界流体利用化学プロセスの開発

と

超臨界流体共通基盤技術の構築

革新的温暖化対策技術革新的温暖化対策技術

とと

有害化学物質リスク削減技術有害化学物質リスク削減技術

に資するに資する

超臨界流体利用化学プロセスの開発超臨界流体利用化学プロセスの開発

とと

超臨界流体共通基盤技術の構築超臨界流体共通基盤技術の構築

持続可能な社会へのソフトランディング持続可能な社会へのソフトランディング持続可能な社会へのソフトランディング

社会的背景社会的背景と

3/22

4

共通基盤技術構築の必要性

簡素な工程

環境適合性

省エネルギー

高

熱エネルギー
回収技術

体積一定での加圧
エネルギー不要

温

集

凝 拡

散

圧高 装置の小型化

高速性

水

CO2

超臨界
流体
技術

高制御性

超臨界流体技術超臨界流体技術
2121世紀型化学プロセス実現に必須な基盤技術であり、世紀型化学プロセス実現に必須な基盤技術であり、

本技術の普及・実用化加速に資する本技術の普及・実用化加速に資する

世界に類を見ない基盤構築の緊急性・重要性が高い。世界に類を見ない基盤構築の緊急性・重要性が高い。
4/22
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5

PJ目標PJ目標

SCFﾌﾟﾛｾｽｼﾐｭﾚｰﾀの構築SCFSCFﾌﾟﾛｾｽｼﾐｭﾚｰﾀの構築ﾌﾟﾛｾｽｼﾐｭﾚｰﾀの構築

基礎基盤 DB
水、二酸化炭素のPVT,
平衡物性、輸送物性、相平衡
多成分系の平衡、輸送物性
化学平衡、反応速度、
反応機構、触媒、文献情報

基礎基盤 DB
水、二酸化炭素のPVT,
平衡物性、輸送物性、相平衡
多成分系の平衡、輸送物性
化学平衡、反応速度、
反応機構、触媒、文献情報

工学基盤DB
SCF中の流動、伝熱、
SCF単位操作・反応装置
SCF特有な操作法、

安全指針、特許情報

工学基盤DB
SCF中の流動、伝熱、
SCF単位操作・反応装置
SCF特有な操作法、

安全指針、特許情報

SCF技術基盤
ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ（DB)の構築

SCFSCF技術基盤技術基盤
ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ（ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ（DB)DB)の構築の構築

PJ課題の
FSの実施
（Feasibility 

PJ課題の
FSの実施
（Feasibility 

St d )

SCFﾌﾟﾛｾｽの実用化の普及加速化実

用化課題の選定・ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄの提案

SCFﾌﾟﾛｾｽの実用化の普及加速化実

用化課題の選定・ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄの提案

基盤構築推進幹事会の目標基盤構築推進幹事会の目標

PJ研究の

加速・充実化

実用化Ｐへの
技術課題の提示

実用化Ｐへの実用化Ｐへの
技術課題の提示技術課題の提示

5/22

6

プロセス
シミュレータ

プロセス開発
超臨界流体

データ
ベース PJ成果

実用化

スパイラルアップによる超臨界流体技術の普及

実用化

持続可能な社会持続可能な社会

実用化

エ
ン
ジ
ニ
ア
リ
ン
グ

プ
ラ
ッ
ト
ホ
ー
ム

プロセス
シミュレータ

プロセス開発
超臨界流体

データ
ベース

PJ後

6/22
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１．社会的背景と目標

２．組織と成果

３．今後の展開と波及効果

２．組織と成果

7/22
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PJ運営
JCII運営連絡会

（財）化学技術戦略推進機構

業務委員会

東工大集中研

プロジェクトの
運営・方針決定

各課題の
運営・方針決定・

知財管理・調査研究・
研究内容審議

NEDOプロジェクトの運営体制

幹事会

新日鐵化学
日本触媒
三井化学
坂倉（産総研）

原田（龍谷大）

松田（東工大）

佐古（静大）

有機合成
プロセス

碇屋（東工大）

三井化学
大島（東大）

荒井（北大）

有機合成
反応

生島
（産総研）

日本製鋼所
林（産総研）

舛岡（広大）

滝島（広大）

材料
ﾌﾟﾛｾｯｼﾝｸ

ﾞ

猪股
（東北大）

東芝
日機装
鈴木（産総研）

新井（東北大）

エネルギー

・物質変換

幸田
(上智大)

東芝
三菱ﾏﾃﾘｱﾙ
伯田（産総研）

倉田（産総研）

陶（ 東北大）

構造材料

渡辺(東北大)

太陽日酸
倉田（産総研）

鈴木（産総研）

相田（近大）

幹事会
委員長

基盤構築
推進

新井（東北

大）

荒井（九州

大）

総合調査研究委員会
ＰＬ 新井(東北大）

太陽日酸太陽日酸
倉田倉田（産総研）（産総研）

鈴木鈴木（産総研）（産総研）

相田相田（近大）（近大）

幹事会幹事会
委員長委員長

基盤構築基盤構築
推進推進

新井新井((東北大東北大))

荒井荒井((九州大九州大))

産総研東北ｾﾝﾀｰ集中研 8/22
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基盤構築推進幹事会の課題と担当

●超臨界プラント対応プロセスシミュレーターの開発・構築：PJ内
各研究テーマでの試運用と新規プロセス構想検討へ活用

鈴木 明（産総研 東北センター）

●超臨界流体の基礎物性に関する研究と各個別テーマ/再委託
GRとの連携成果支援活動

生島 豊（産総研 東北センター）･･･NMR（ミクロ物性）

相田哲夫（再委託 近畿大）･･･反応特異性（臨界異常）

荒井康彦（再委託 九大）･･･溶解度・相平衡

●超臨界流体データ・ベースの構築

：各幹事会との横断的連携活動展開の成果・

倉田良明（産総研 東北センター）

●高圧酸素供給システムの安全技術開発

中林宏行（化学技術戦略推進機構）

9/22

10

基礎基盤構築と各幹事会との連携（全体図）

・材料腐食データの蓄積

(文献データを含む数値化)
・SCFﾌﾟﾛｾｽﾉ装置材料選定指針

・超臨界流体中の腐食メカニズムの解明

・超臨界水還元雰囲気下の腐食測定
構造材料
幹事会

・安全な高圧酸素供給システム

・水-スラリーの高圧供給システム

・超臨界水流動･反応モデル

・熱水酸化雰囲気下の装置材料評価

・高圧熱水中への無機塩の溶解挙動

・SCF－固相反応速度、反応平衡の測定

・熱流動解析

・圧力容器内X線in-situ画像解析手法の確立

・マイクロ波、高周波昇温法の応用

・熱水酸化雰囲気下の腐食測定

ｴﾈﾙｷﾞｰ物質
変換幹事会

・SC-CO2－ポリマー押出機の開発

・高圧晶析

・発泡径の制御

・発泡ｼﾐｭﾚｰﾀの開発

・急速膨張法による材料創生技術

・ﾎﾟﾘﾏｰ－SCFCO2系の物性データ測定・収集

・可塑化モデルと発泡機構

・超臨界水中への無機物の溶解度

・SCF中での過飽和度の発生法と粒径制御

材料
ﾌﾟﾛｾｯｼﾝｸﾞ
幹事会

・反応器の最適設計

・高圧分離

・急速熱交換法

・超臨界流体と反応基質、触媒、生成物等の相平衡、
溶解度、輸送速度

・反応速度・機構・特異性の解明

・新規反応の探索

・反応モデルの確立

有機合成／
反応幹事会
ﾌﾟﾛｾｽ幹事会

工学基盤の確立基礎基盤の確立

SCFデータ・ベース（DB)／推算法の確立と公開

SCFシミュレーターの確立と普及
基盤構築推進
幹事会

10/22

外部協力（社）化学工学会超臨界流体部会

SCFデータ・ベース（DB)／推算法の確立と公開

SCFシミュレーターの確立と普及

基礎基盤の確立 工学基盤の確立
資
料
提
供
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10-1/22

基礎基盤構築と有機合成幹事会との連携（拡大1-1）

有機合成／
反応幹事会
ﾌﾟﾛｾｽ幹事会

・反応器の最適
設計

・高圧分離

・急速熱交換法

・超臨界流体と反応基質、触媒、生成物等の
相平衡、溶解度、輸送速度

・反応速度・機構・特異性の解明

・新規反応の探索

・反応モデルの確立

工学基盤の確立基礎基盤の確立

SCFデータ・ベース（DB)／推算法の確立と公開

SCFシミュレーターの確立と普及
基盤構築推進
幹事会

近大
相田

九大
荒井

基盤GR再委託

北大
荒井

東大
大島

有機GR再委託

竜谷大・東工大
原田・松田

静大
佐古

触媒、

相平衡、溶解度

・反応速度・機構・特異性の解明

・新規反応の探索

12

有機合成／
反応幹事会
ﾌﾟﾛｾｽ幹事会

・反応器の最適設計

・高圧分離

・急速熱交換法

・超臨界流体と反応基質、触媒、生成物等の

相平衡、溶解度、輸送速度

・反応速度・機構・特異性の解明

・新規反応の探索

・反応モデルの確立

工学基盤の確立基礎基盤の確立

SCFデータ・ベース（DB)／推算法の確立と公開

SCFシミュレーターの確立と普及
基盤構築推進
幹事会

基礎基盤構築と有機合成幹事会との連携（拡大1-2）

10-2/22
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基礎基盤構築と材料ﾌﾟﾛｾｯｼﾝｸﾞ幹事会との連携（拡大2-
1）

材料
ﾌﾟﾛｾｯｼﾝｸﾞ
幹事会

・SC-CO2－ポリ

マー 押出機の開
発

・高圧晶析

・発泡径の制御

・発泡ｼﾐｭﾚｰﾀの
開発

・急速膨張法に開
発よ る材料創
生技術

・ﾎﾟﾘﾏｰ－SCFCO2系の物性データ測定・収集

・可塑化モデルと発泡機構

・超臨界水中への無機物の溶解度

・SCF中での過飽和度の発生法と粒径制御

工学基盤の確立基礎基盤の確立

SCFデータ・ベース（DB)／推算法の確立と公開

SCFシミュレーターの確立と普及
基盤構築推進
幹事会

10-3/22

広大
舛岡・滝島

材料GR再委託

京大
大嶋

外部協力

・ﾎﾟﾘﾏｰ－SCFCO2系の物性データ測定・収集

14

基礎基盤構築と材料ﾌﾟﾛｾｯｼﾝｸﾞ幹事会との連携（拡大2-2）

材料
ﾌﾟﾛｾｯｼﾝｸﾞ
幹事会

・SC-CO2－ポリマー押出機の開発

・高圧晶析

・発泡径の制御

・発泡ｼﾐｭﾚｰﾀｰの開発

・急速膨張法による材料創生技術

・ﾎﾟﾘﾏｰ－SCFCO2系の物性データ測定・収集

・可塑化モデルと発泡機構

・超臨界水中への無機物の溶解度

・SCF中での過飽和度の発生法と粒径制御

工学基盤の確立基礎基盤の確立

SCFデータ・ベース（DB)／推算法の確立と公開

SCFシミュレーターの確立と普及
基盤構築推進
幹事会

10-4/22
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基礎基盤構築と構造材料幹事会との連携（拡大3-1）

・材料腐食データの蓄
積

(文献データを含む
数値化)
・SCFﾌﾟﾛｾｽﾉ装置材料

選定指針

・超臨界流体中の腐食メカニズムの解明

・超臨界水還元雰囲気下の腐食測定

構造材料
幹事会

工学基盤の確立基礎基盤の確立

SCFデータ・ベース（DB)／推算法の確立と公開

SCFシミュレーターの確立と普及
基盤構築推進
幹事会

10-5/22

東北大
陶

構造GR再委託

・超臨界流体中の腐食メカニズムの解明

16

基礎基盤構築と構造材料幹事会との連携（拡大3-2）

・材料腐食データの蓄積

(文献データを含む数値化)
・SCFﾌﾟﾛｾｽﾉ装置材料選定指針

・超臨界流体中の腐食メカニズムの
解明

・超臨界水還元雰囲気下の腐食測定

構造材料
幹事会

工学基盤の確立基礎基盤の確立

SCFデータ・ベース（DB)／推算法の確立と公開

SCFシミュレーターの確立と普及
基盤構築推進
幹事会

10-6/22

（社）腐食防食協会

外部協力

・材料腐食データの蓄積
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基礎基盤構築とエネルギー物質変換幹事会との連携（拡大4-
1）

・安全な高圧酸
素供給システム

・水-スラリー高

圧供給システム

・超臨界水流動･
反応モデル

・熱水酸化雰囲
気下の装置材料
評価

・高圧熱水中への無機塩の溶解挙動

・SCF－固相反応速度、反応平衡の測定

・熱流動解析

・圧力容器内X線in-situ画像解析手法の確立

・マイクロ波、高周波昇温法の応用

・熱水酸化雰囲気下の腐食測定

ｴﾈﾙｷﾞｰ
物質

変換幹事会

工学基盤の確立基礎基盤の確立

SCFデータ・ベース（DB)／推算法の確立と公開

SCFシミュレーターの確立と普及
基盤構築推進
幹事会

10-7/22

18

基礎基盤構築とエネルギー物質変換幹事会との連携（拡大4-
2）

・安全な高圧酸素供給システム
・水-スラリー高圧供給システム

・超臨界水流動･反応モデル

・熱水酸化雰囲気下の装置材料評価

・高圧熱水中への無機塩
の溶解挙動

・SCF－固相反応速度、反

応平衡の測定

・熱流動解析

・圧力容器内X線in-situ画
像解析手法の確立

・マイクロ波、高周波昇温
法の応用

・熱水酸化雰囲気下の腐
食測定

ｴﾈﾙｷﾞｰ
物質

変換幹事会

工学基盤の確立基礎基盤の確立

SCFデータ・ベース（DB)／推算法の確立と公開

SCFシミュレーターの確立と普及
基盤構築推進
幹事会

10-8/22
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中
間
評
価

RIO-DB

超臨界流体データベース：成果超臨界流体データベース：成果

１２年度 １３年度 １４年度 １５年度 １６年度

腐食挙動（機構）の解析・解明

腐食データベースの作成・公開

腐食データの取得

実用化に伴う
腐食現象の
解析・評価

Cl/O2濃度依存性

耐食性材料組成
の提示（Cr最適量,
Feの効果）

超臨界腐食データベースの
作成・公開
（1,363件126,759項目）

S,Clの腐食挙動解析成果

今後の展開
・RIO-DB（H16年度～H20年度） 超臨界流体データベースの充実

RIO-DBデータベースとシミュレータの開発

データベース
の更なる充実と
管理、運営

目標：世界最初の超臨界流体データベースの構築
最高水準の腐食データベースの構築

腐食試験装置の製作
材料選定
評価基準
の設定

達成度９０％達成度９０％達成度９０％

中間
評価

11/22
事業原簿145～243ページ
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超臨界流体データベースの機能超臨界流体データベースの機能

プロジェクト研究成果
国内外各種文献等データ

実用化例

一般公開

基礎基盤

超臨界流体利用に関するプロセスデータから

共通基盤技術に至る真に実用化に資する支援ツール

溶媒特性データ
推算法の提供

有機反応条件の探索

材料合成条件の探索

世界最高レベルの
腐食データベース
装置材料選定指針

プロセス最適設計

装置設計指針

安全指針

工学基盤

超臨界流体
データベース

12/22
事業原簿145～243ページ
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本超臨界流体データベースの特徴
豊富なデータと有力な推算法を組み込んだデータベースと

着想、開発、実用化の各段階に有効なプロセスシミュレータ
の提供

基礎基盤データ 工学基盤データ 材料腐食データ

ポリマー物性データ

ミュレーションデータ 化工学会超臨界流体部会データ

高圧ガス関連データ 工業所有権データ

類語辞書による検索能率向上

シュミレーションデータの
時間変化と3次元表示

データの2次元分布表示入力容易な検索画面表

国内外関連サイトとのリンク

豊富なデータ

優れた検索機能

有効なプロセスシミュレータ

超臨界流体特有のデータを使用したFSの実現

13/22
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シーズ SCF特性

現象モデル

着想段階

現象予測・選択

粗FS
実験装置の
設計・製作

運転

実証段階

材料の選択

材料データ
腐食・強度

安全･法規

高圧発生・制御

流動･伝熱

混合・分離 計装･制御

詳細FS

操作条件 実用段階

装置
設計･製作

運転・操作

反応器配管材料
弁類

基礎基盤 工学基盤

シミュレータとデーターベースの活用シミュレータとデーターベースの活用

11

安全･法規

高圧発生・制御

流動･伝熱

混合・分離 計装･制御

反応器配管材料
弁類

材料データ
腐食・強度

14/22事業原簿145～243ページ
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対外発表(基盤構築推進幹事会分)

15/22

70334平成１6年度

191019579総計

80283平成１5年度

24248平成１4年度

236029平成１3年度

035035平成１２年度

報道特許口頭論文年度

報道特許口頭論文

1748515中間評価以降

2611064中間評価まで

24

１．社会的背景と目標

２．組織と成果

３．今後の展開と波及効果３．今後の展開と波及効果

16/22
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実用化推進研究会の立上
PJ開発装置の共同利用
連携研究体の立上
独自装置の開発
共通技術の確立
実用化共同研究

の立上げ
データベースの利用と

フィードバック

NEDONEDO・・PJPJ成果の充実、普及成果の充実、普及

１５年度 １６年度 PJ終了後の活動

１２回開催 ５回開催

シーズ会員Ａ
（26機関、61名）

シーズ会員B
（1社、2名）

ニーズ会員
（46社、140名）

PT－１．超高圧水連続反応試験装置の開発研究
PT－２．超臨界二酸化炭素循環システム試験装置の開発研究

応用PJ化7チーム活動

PT－３．超臨界CO2によるPCB汚染固形物の洗浄処理システムの開発
PT－４．超臨界CO2による塗装技術の開発研究
PT－５．高精度・高効率VOC微量成分測定分析評価システムの開発研究
PT－６．超臨界CO2による空調用高性能フィルタの再生技術の開発
PT－７．化学物質過敏症患者対策超臨界CO2洗浄システムの実用化研究
PT－８．超臨界CO2利用による半導体洗浄システムの開発研究
PT－９．PET樹脂リサイクルシステムの研究開発

共同研究PJ PT-6,-7,-8

独自実験設備

OSL棟に設置
基本PJ化２チーム活動

SICの立上、活動

：超臨界ｲﾝｷｭﾍﾞｰｼｮﾝｺﾝｿｰｼｱﾑ（：超臨界ｲﾝｷｭﾍﾞｰｼｮﾝｺﾝｿｰｼｱﾑ（SIC)SIC)の役割の役割

17/22

26

NEDOプロジェクト試験装置のＰＪ終了後の共同利用

１．「Ｘ線可視化装置」：エネ・物質変換GR
超臨界流体場でのIn-situＸ線可視化装置は

世界にも例のない装置であり、
本装置の活用により、反応、流動の工学基盤をさらに充実する。

２．「連続式超臨界流体･ポリマー押出し発泡挙動解析装置」：材料ＧＲ

開発された装置及びシミュレータを活用し、
新規ポリマー開発を目指し、共同研究を行う。

３．「超臨界水を利用したプロピレン水和反応実験装置」：有機合成ＧＲ

産総研超臨界研究センターにおいて、超臨界水ー可燃ガス系反
応装置として共同研究に活用する。

18/22
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小型実用スケールの可塑化押出機と
押出可塑化・発泡シミュレーター押出可塑化・発泡シミュレーターの開発に成功

NEDONEDOプロジェクト成果のプロジェクト成果の

共同研究の実施計画共同研究の実施計画((例）例）

新規複合材料の開発

東北大学東北大学
産総研産総研
NewNew--SICSIC
日本製鋼所日本製鋼所
ニーズ企業ニーズ企業

成
型
加
工
の
省
エ
ネ
化

発
泡
剤
の
グ
リ
ー
ン
化

発
泡
剤
の
グ
リ
ー
ン
化

製品開発製品開発

AISTAIST東北センターに移管東北センターに移管

19/22
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産総研東北センター
東北大学・等

NEDO
JCII

PSソフト/DBの
提供

実用化実用化実用化

一般公開

研究機関

企業

管理者

ユーザー

SCF
DB 

AIST・RIODB

SCF
PS

公開
PJ成果

NEDO PJ成果の運用と管理

実用化推進研究会
一般公開

プロジェクト連携研究体

エンジニアリング
プラットフォームの構築

エンジニアリングエンジニアリング
プラットフォームの構築プラットフォームの構築

情報情報

コンパクト化学
プロセス研究センター

公開情報の収集
新規データの入力
ユーザーの要望への対応

AIST東北センター

スパイラルスパイラル
アップ機能アップ機能

運用・管理

http://www.aist.go.jp/RIODB/
SCF/scfdb/scf_main.html

http://www.aist.go.jp/RIODB/
SCF/scfdb/scf_main.html

20/22
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ＰＪ基盤構築活用による超臨界流体技術のPJ終了後の実用化促進

超臨界二酸化炭素
《洗浄･分離／脱有機溶媒》

ドライクリーニングﾞ、フィルター再生、
塗装技術、印刷インク、抽出

超臨界水《有機反応》

超臨界水《微粒子製造》

《バイオマス資源化》
超臨界水・超臨界二酸化炭素利用

・エネルギー化（水素、メタン、エタノール等）
・化学製品製造（グルコース・醗酵原料、

ポリマー原料、ファインケミカルズ）

超臨界二酸化炭素
《半導体製造装置》

超臨界水《無機反応》

超臨界二酸化炭素
《有機反応》

超臨界水
《プラステイック分解技術》超臨界流体

共通基盤
データベース 超臨界水酸化

《有害物質分解技術》

ＤＢ
アクセス数

36,431件
４～10月

ＤＢ
アクセス数

36,431件
４～10月

30

本PJの終了にあたり、関連各機関、皆様の

ご支援、ご協力に感謝するとともに、

今後も本PJ成果の普及と発展、展開に

積極的に努めてまいります。

省エネルギー、省資源、化学物質リスク削減を

達成しうる革新的化学プロセスの実現を

促進しうる骨組みが技術的にも組織的にも

構築されたと考えています。

広い分野でのデータベースを含め本成果の

活用を強力に促進します。 22/22



「超臨界流体利用環境負荷低減技術研究開発」
第1回事後評価分科会説明資料

議題６ プロジェクトの詳細説明(公開)
「基礎基盤技術」
「高圧酸素供給システムの安全技術の確立」

平成１７年１２月４日（日）

大陽日酸株式会社 中林宏行
土屋 茂

第1回「超臨界流体利用環境負荷低減
技術研究開発」(事後評価)分科会

資料６－２－（２）

1/17事業原簿145～158ページ

圧縮機
酸素

超臨界水
+処理物質

冷却器

高圧ポンプ 反応器
圧力調整器

超臨界水酸化プロセス(SCWO)
下水汚泥、難分解性有機化合物、高危険度廃棄物の分解処理

背景

排ガスが少ない、エネルギー効率が高いなど

気液分離器

本研究テーマの対象
(23MPa以上、常温の高圧酸素供給)

高圧酸素供給には、大きな利点

酸化剤(酸素、空気、過酸化水素など)を使用

事業原簿145ページ 2/17



人口数十万人規模の汚泥処理施設を想定し、下水汚泥の
SCWOによる分解処理に高圧酸素を適用

※必要酸素量は約1000 Nm3/h、7割の熱を回収したと

して計算

空気 酸素

圧縮機動力(kW)
昇温エネルギー(kW)
製造エネルギー(kW)
合計

2000
324
－

2324

71
66

1000
1137

SCWOプロセスでの酸素利用効果

エネルギー効率良
→ 省エネ効果大

約1187 kW削減

高圧酸素供給の問題点：SCWO条件に対する
定量的な安全データが少ない

SCWO の普及には高圧酸素供給システムの確立が重要

事業原簿156ページ 3/17

事故事例と安全性データ蓄積の必要性

高圧酸素供給では、安全性
データ蓄積が最重要課題

最終目標
・高圧酸素供給

システムの設計法
・工学基盤データ

ベースの構築

酸素関連の発火事故件数：
2003年 4件、2004年 5件

医療用酸素ガス充填設備事故(1996年)   [1]
事故原因：断熱圧縮現象による油分の発火燃焼
充填条件：酸素ガス、15MPa

[1]  高圧ガス保安協会, 酸素ガス容器の溶融・破裂事故調査報告書事業原簿145ページ 4/17

従来の発火事故の特徴
・弁を開操作する場合など非定常状態で起こる(断熱圧縮現象)
・システム中の材料が発火・燃焼 など

→高圧場の危険な現象について、安全性データを取得



実施内容の概要

高
温②③

圧縮機 蒸発器

流量
センサ

バッファータンク酸素タンク

圧力調整器

①

[高圧場において危険な現象の解明と対策]
①シール材料(ポリマー材料)の自然発火温度が低下

⇒ シール材料選定試験

②弁が開操作する場合、断熱圧縮現象でガス温度が急激に上昇
⇒ 弁操作時の現象解明(解析技術の構築)

③弁が開操作する場合の、シール材料発火確認試験
⇒ シール材料の発火確認試験

事業原簿145ページ 5/17

中間評価以降の研究内容

・高圧酸素供給システムの
設計法の確立
①シール材料選定試験
②弁操作時の現象解明
③シール材料の発火確認試験
まとめ

・工学基盤データベースの構築

研究開発項目 H14年度 H15年度 H16年度
H13年度

以前

中間評価以降

・口頭発表：4件
・論文投稿：2件
・特許：2件

事業原簿145ページ 6/17



①シール材料選定試験

排気ライン供給ライン

試料(4種類の材質)
・3mm試料(φ3 mm ×3 mm)

→ 実際の形状を想定

・粉状試料(平均粒径0.2 mm)
→ 経年劣化(粉化)を想定

試験条件
・酸素圧力：1-50 MPa
・昇温速度：1.0 ℃/min
・酸素濃度：99.5 vol%以上

測定容器(内容積 3.8 mL)加圧示差走査熱量計

自然発火温度の酸素圧力依存性を測定

事業原簿146ページ 7/17

自然発火温度の酸素圧力依存性

A
ut

og
en

ou
s

Ig
ni

tio
n 

Te
m

p.
[℃

]

①同 試験結果

100

200

300

400

500

0 10 20 30 40 50
Oxygen Pressure[MPa]

3mm試料(PTFE)

粉状試料(PTFE)

 3mm試料(PCTFE)

 粉状試料(PCTFE)

3mm試料(FPM)

 粉状試料(FPM)

3mm試料(NBR)

 粉状試料(NBR)

・NBR使用不可
・安全性からPTFEを推奨
(操作条件、材料加工性か
らポリマー材料を選択)

事業原簿150ページ 8/17



管閉端部

圧力40MPa
ガス温度25℃

圧力0.1MPa
ガス温度25℃

②弁操作時の現象解明

＜CFD (Computational Fluid Dynamics) 解析条件＞
・支配方程式：質量、運動量、エネルギーの
各保存式(圧縮性を考慮)

・乱流モデル：Spalart-Allmarasモデル
・空間、時間離散化：有限体積法、陽解法
＜境界条件＞
・ガスと管との伝熱、管外への放熱を考慮
＜酸素ガスの物性値＞
・密度：理想気体の状態方程式
・粘度、熱伝導度、比熱：温度の多項式関数

弁開操作時の断熱圧縮現象をCFDで数値解析
現象解明のため、解析技術を構築

酸素タンク
(φ1m×1m) 弁 配管

(SUS316, 内径φ10.9mm, 
t 3.2mm , 長さ2.18 m)

弁近傍

管

事業原簿147ページ 9/17

弁開操作
を模擬φ

7.
2

m
m

弁

一定時間

0

500

1000

1500

0 0.05 0.1 0.15 0.2
Time[s]

Te
m
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ra

tu
re

[℃
]

系内ガス最高温度挙動

300ms

開時間0ms
30ms
60ms

・解析技術を構築
・弁開時間を長くする必要性を、定量的に把握可能 (従来は定性的な指針)
・断熱圧縮現象によるガス温度上昇は局所的、瞬時的な現象

→ シール材料の発火確認試験の必要性

②同 数値解析結果

980℃

742℃

503℃

264℃
25℃
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0.15 s後のガス温度分布
(弁開時間300 ms)



③シール材料の発火確認試験

酸素ガス
圧力10,20,25 MPa
温度30 ℃

初期条件: 酸素ガス
圧力0.1 MPa
温度30 ℃

初期条件:

600 mm 1140 mm

配管(Φ5.7 mm, t2.4 mm)

バッファー
タンク

15A sch80管

高速作動弁
(40msで全開) シール材料

2 mm

断熱圧縮現象によるシール材料の発火を確認
解析技術の検証(CFDで解析)

配管(SUS316)

事業原簿149ページ 11/17

シール材料の発火回数と表面温度の解析値には相関あり
→シール材料の発火現象を定量的に検証可能
→実際の供給系でのリスク評価が数値解析で可能

試験結果
(Nylon 6,6)

10 MPa

25 MPa

0

※Nylon6,6の自然発火温度は約190-200℃

③同 試験結果と解析結果

20 MPa

圧力

25
4
25
13
26

発火回数

試験回数
113 ℃

184 ℃

165 ℃

CFD解析結果
(材料表面温度最高値
表面は理想的状態と仮定)
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最終成果

高圧ガスデータベースの構築
安全性データをもとに工学基盤を構築し、
研究者、技術者へ提供

特徴 従来の知見
↓安全性データ(実験データ+文献データ)

高圧雰囲気への対応
内容 推奨材料、配管設計方法(配管径流速制限など)

配管部品選定方法(バルブ類、機器類、継手類
など) 、洗浄方法などを規定

高圧酸素供給システムの設計法を確立
本研究成果により高圧酸素供給に対する
重要ポイントを把握

事業原簿154ページ 13/17

高圧ガスデータベース内容

1. 高圧酸素の安全性評価データ ←設計の基礎データ

内容 酸素雰囲気中の安全性評価データ

2. 酸素関連海外規格・基準データ
内容 酸素関連の海外規格・基準類データ

3. 高圧ガス関連事故事例データ
内容 高圧ガス関連の事故事例データ

4. 高圧ガス関連法律データ
内容 高圧ガス保安法などの国内関係法律データ

DB対象：酸素供給系の設計、操作、保守に携わる人、
プラントエンジニアリングメーカー

事業原簿155ページ 14/17

現在公開中：産業技術総合研究所RIOデータベース
http://www.aist.go.jp/RIODB/SCF/scfdb/scf_main .html



研究成果の応用展開

①携帯用酸素ボンベ(医療用)充填設備の高圧化

対応
材料選定などの設計法を活用
→安全な充填方法を確立
→日本産業ガス協会指針、国際指針へ

②予防保全策等への活用
高圧ガスデータベースを活用
→事故原因の究明や安全対策

事業原簿158ページ 15/17

高圧ガスデータベースの活用例

酸素
弁 フィルタ(圧力2MPa)機器

2004年酸素供給システムの発火事故

事業原簿158ページ 16/17

事故原因の推測
→類似事故の検索

安全対策
→フィルタ燃焼性に
関するデータを検索

高圧酸素の安全性
評価データ

高圧ガス関連
事故事例データ



まとめ

高圧酸素供給に関する工学基盤を確立
SCWO システムの早期実用化

本研究成果の応用展開
携帯用酸素ボンベ充填設備の高圧化対応
予防保全策等への活用

関連機関(日本産業ガス協会など)への本研究成果の
利用促進

設計法の発展 ・新規材料への対応

高圧ガスデータベースのメンテナンス
・安全性データを年1回更新

(大陽日酸と産総研との定期ミーティングの開催)
・酸素以外の高圧雰囲気の安全性データも含めた総合DB化

事業原簿157ページ 17/17



議題6 プロジェクトの詳細説明（公開）

「基礎基盤技術の開発」

超臨界流体データベースの構築と整備

(独) 産業技術総合研究所東北センター

第1回 「超臨界流体利用環境負荷低減

技術研究開発」（事後評価）分科会

資料６－２－（３）

平成17年12月4日（日）

「超臨界流体利用環境負荷低減技術研究開発」

第1回事後評価分科会説明資料
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超臨界流体情報の必要性

・超臨界研究成果の共用

・超臨界流体利用：

基礎基盤、工学基盤データの蓄積・公開

・超臨界流体研究関係資料の利用

・超臨界流体研究関係サイトからの情報

2/12事業原簿220～233ページ



超臨界流体データベースの種類

・超臨界データベース

研究成果：報告書、論文・・・表題、概要、図表、パラメータ類、化学物質、文献情報

・材料腐食データベース

材料腐食数値データ・・・環境、材料、腐食情報、文献情報

・高圧ガスデータベース

高圧酸素ガスデータ・・・安全性、海外規格、事故事例、関連法規

・化学工学会超臨界流体部会

研究成果：報告書、論文・・・表題、概要、図表、パラメータ類、化学物質、文献情報

・シミュレーションデータベース

高分子シミュレーション：モデル

・工業所有権データベース

特許情報

・関係機関リンク
3/12事業原簿220～233ページ

超臨界流体データベースの内容

・超臨界流体文献： 128件、 16,340項目

・材料腐食DB： 1,363件、 126,759項目

・高圧ガスDB： 783件、 4,834項目

・ 化学工学会超臨界流体部会文献： 8,120件、19,909項目

・ シミュレーション： 6件、 90項目

・ ポリマー物性： 1,568件、 64,288項目

・ 工業所有権DB： 2,584件、 54,264項目

・ 関連サイト： 127件

4/12事業原簿220～233ページ



超臨界データの表示項目

超臨界流体データ

1.　データ番号
2.　標題
3.　要約
4.　キーワード
5.　分類

6.　図表（複数可）
7.　（構造図）

8.　パラメータ値（複数可）
9.　一次（収録源）情報

10.　参考文献（複数可）
11.　コメント
12.　化学物質(複数可）
13.　工業所有権等その他

パラメータ
上限値
下限値
間隔
単位

収録情報項目

図表番号
図表標題
図表出典
図表形式
図表ファイル名

コメント番号
コメント標題
コメント作者
評価者所属
コメント作成日
コメント内容
評価レベル
コメント利用制限

参考文献番号
参考文献標題
参考文献著者
参考文献著者所属
参考文献資料名（会議名）
参考資料巻号
参考資料頁
参考文献発行日（開催日）
参考文献発行所（場所）
収録形式
参考文献ファイル名

一次情報番号
一次情報標題
著者
所属
資料名（会議名）
巻号
頁
発効日（開催日）
発行所（場所）
一次文献要約
収録日
収録形式
一次ファイル名
ファイルサイズ
利用制限

超臨界流体データ

1.　データ番号
2.　標題
3.　要約
4.　キーワード
5.　分類

6.　図表（複数可）
7.　（構造図）

8.　パラメータ値（複数可）
9.　一次（収録源）情報

10.　参考文献（複数可）
11.　コメント
12.　化学物質(複数可）
13.　工業所有権等その他

超臨界流体データ

1.　データ番号
2.　標題
3.　要約
4.　キーワード
5.　分類

6.　図表（複数可）
7.　（構造図）

8.　パラメータ値（複数可）
9.　一次（収録源）情報

10.　参考文献（複数可）
11.　コメント
12.　化学物質(複数可）
13.　工業所有権等その他

パラメータ
上限値
下限値
間隔
単位

収録情報項目

図表番号
図表標題
図表出典
図表形式
図表ファイル名

コメント番号
コメント標題
コメント作者
評価者所属
コメント作成日
コメント内容
評価レベル
コメント利用制限

参考文献番号
参考文献標題
参考文献著者
参考文献著者所属
参考文献資料名（会議名）
参考資料巻号
参考資料頁
参考文献発行日（開催日）
参考文献発行所（場所）
収録形式
参考文献ファイル名

一次情報番号
一次情報標題
著者
所属
資料名（会議名）
巻号
頁
発効日（開催日）
発行所（場所）
一次文献要約
収録日
収録形式
一次ファイル名
ファイルサイズ
利用制限
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データベース画面：検索結果
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Ni base alloys （Cr 0～46wt%） 300℃以上

Fe base alloys（Cr 0～40wt%） 300℃以上

1. X.Y.Zhou et.al. Corrosion 2001

2. Y.Watanabe et. al. Corrosion 2001

3. P. Kritzer et. al. Corrosion No. 54-9

4. P. Kritzer et. al. Corrosion No. 54-10

5. N. Hara et.al. Corrosion 2002

6. Y. Tsuchiya et. al. Corrosiom2001

7. M. Son et.al. Corrosion 2002

8. Boukis. N et.al. Corrosion99

9. 金 顯洙等,材料と環境討論会講演集1998

10. 土屋由美子等、材料と環境1999講演集

11. C. Schroer et.al., Corrosion2002

12. Sabine Fodi et. al. Forschungszent Karlsr. 
Tech. Umw.Wiss.Ber.

13. 渡辺 豊 等、 材料と環境2000講演集

14. Y.Daigo et. al., Corrosion 2004

15. K. Sugahara et. al. Corrosion 2004

16. Y. Watanabe et.al. Corrosion2002

17. K. Sue et. al. Corrosion2002

腐食データベースの利用
支配因子の評価：pHと有害アニオン濃度

作図：東北大 渡辺 豊

構造材料WG
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超臨界DBの高圧ガス関連項目

・高圧酸素の安全性評価データ
内容 高圧酸素雰囲気中安全性評価データ

・酸素関連海外規格・基準
内容 ASTM、EIGAなどの酸素関連の規格・基準類

・高圧ガス関係事故事例
内容 国内および海外における高圧ガス関連の事故事例

・高圧ガス関連法規
内容 高圧ガス保安法などの関係法規の抜粋、法体系

8/12事業原簿220～233ページ



シュミレーションデータの時間的変化と3次元表示

高分子シミュレーション 材料プロセッシングWG

9/12事業原簿220～233ページ

データベース画面：工業所有権公報表示
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データベースの成果

世界初の超臨界流体データベースの構築

幅広い超臨界流体情報の提供と共有

文献、数値、反応、材料、安全、特許、・・・

情報の共有による、実用化への効率的寄与

時間節約、二重投資の防止、環境負荷低減

超臨界情報のハブ機能

超臨界関係へのリンク

アクセス数 : 36,431件/(平成17年4月～10月)

11/12事業原簿220～233ページ

今後の運用

更なる超臨界流体データベースの構築

超臨界流体情報の蓄積と更新

より信頼性のあるデータベースへ

新たな機能付加による利便性の強化

利用法の組込み、使い易い便覧へ
・英語版の作成 (平成17年度)
・推算式の搭載 (平成17年度)

12/12

http://www.aist.go.jp/RIODB/SCF/scfdb/scf_main.html
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基盤構築推進幹事会基盤構築推進幹事会第１回「超臨界流体利用環境負荷低減技術研究開発」
（事後評価）分科会

資料６－２－（４）

平成17年12月4日（日）

「超臨界流体利用環境負荷低減技術研究開発」

第１回事後評価分科会説明資料

議題６ プロジェクトの詳細説明（公開）
（1）基礎基盤技術

超臨界流体プロセスシミュレータの開発・構築

（独）産業技術総合研究所
コンパクト化学プロセス研究センター
鈴 木 明

事業原簿234-243 1/15

基盤構築推進幹事会基盤構築推進幹事会

実用化工程と支援データ-ベース
着想段階

現象予測・選択

粗FS
実験装置の
設計・製作

運転

実証段階

材料の選択

詳細FS

操作条件 実用段階

装置
設計･製作

運転・操作

超臨界プロセスシミュレータ超臨界プロセスシミュレータの構築の構築の目的の目的

プロセスシミュレータ

着想の優位性を検証

目標の設定、必要データ

プロセスシミュレータ

実験条件再検討

実験装置再検討

プロセス構成最適化

（エネルギー/経済性の両面）

超臨界範囲をうまく表現しうるプロセスシミュレータはない！！
事業原簿234-243 2/15



基盤構築推進幹事会基盤構築推進幹事会

プロセスシミュレーション

化学平衡計算
物質収支・熱収支計算

プロセスシミュレーション

化学平衡計算
物質収支・熱収支計算

データのインプット

反応対象物質、化学反応種類
反応条件、反応速度
計画処理量 ブロックフローなど

データのインプットデータのインプット

反応対象物質、化学反応種類
反応条件、反応速度
計画処理量 ブロックフローなど

プロセスシミュレータアウトプット
ＰＦＤ
プラント内プロセス変数

温度 圧力 流量
化学物質組成 質量・熱収支

プラント配管、機器サイジングデータ

プロセスシミュレータアウトプット
ＰＦＤ
プラント内プロセス変数

温度 圧力 流量
化学物質組成 質量・熱収支

プラント配管、機器サイジングデータ

プラント設計ツール

詳細ＰＦＤの設計
機器型式の選択
機器材料の選択
機器リストの作成

プラント設計ツール

詳細ＰＦＤの設計
機器型式の選択
機器材料の選択
機器リストの作成

プラントコスト評価ツール

主用機器コスト試算
配管・計測制御コスト試算
工事費コスト試算
ユーティリティコスト試算
投資効果解析評価

プラントコスト評価ツール

主用機器コスト試算
配管・計測制御コスト試算
工事費コスト試算
ユーティリティコスト試算
投資効果解析評価

経済性評価ツール経済性評価ツール

プロセスシミュレータプロセスシミュレータ

超臨界流体利用プロセスシミュレータ全体構想

最適化

物性推算法の選択

SRK,PR,NTRL･･･

物性推算法の選択物性推算法の選択

SRK,PR,NTRLSRK,PR,NTRL･･････

物性推算が問題

超臨界領域に適した

新規物性推算式の導入

事業原簿234-243 3/15

基盤構築推進幹事会基盤構築推進幹事会

極性の低い化学物質を
取り扱う場合

極性の高い化学物質を
取り扱う場合

状態方程式による推算

Van der Waals,
RK,Wilson

SRK、Peng-Robinsonなど

極性化学物質の相互作用を考慮した
改良型の状態方程式による推算

物性推算モデルの新規導入

・修正SRK＋指数型混合則（MSRK-EXP)
（九州大学 荒井研究室）

・Gibbs-Excess-Peng-Robinson（GEPR）

高温高圧下における物性推算

事業原簿234-243 4/15



基盤構築推進幹事会基盤構築推進幹事会

超臨界プロセスシミュレータの構成

超臨界

プロセスシミュレータ

物性定数作成ツール部

プロセスシミュレータ部

コスト評価ツール部

・MSRK-EXP, GEPR式による物性推算

・物性推算モデル (GCO対応)

・単位操作モデル （50モデル）

・プロセスモデル （14モデル）

・詳細コスト評価

・簡易コスト評価

VMG sim

Windows 

Windows 
Access

反応器解析部

Star CD

事業原簿234-243 5/15

基盤構築推進幹事会基盤構築推進幹事会

推算値（MSRK-EXP)と実測値の比較

水－ｎ-デカン系

300℃気液平衡

実測データ

推測値（MSRK-EXP)

事業原簿234-243 6/15



基盤構築推進幹事会基盤構築推進幹事会

合成（触媒）超臨界メ
タノール

メタノー
ル

美澄
碇屋

新日鐵化学/東
工大

超臨界メタノールを利用した芳香族化合物の高
選択的有機合成反応プロセスの開発

有機2

水和反応超臨界水水大島東京大学固体酸触媒を用いた高温高圧水中の有機合成
反応の開発

有機5

水和反応超臨界水水清水
生島

三井化学/産総
研

超臨界水反応場を利用したプロピレン水和反応
プロセスの開発

有機4

合成（触媒）超臨界メ
タノール

メタノー
ル

有田
碇屋

日本触媒,/東工
大

超臨界メタノール中でのアルキル化反応プロセス
の開発2

有機3

合成（触媒）超臨界炭
酸ガス

CO2市川
碇屋

三井化学/東工
大

超臨界二酸化炭素反応場を利用した水素化反
応技術の開発

有機1

輸送モデル超臨界水水佐藤
新井

日機装／東北大プラスチック廃棄物の化学リサイクルプロセスの
開発2（高圧スラリー供給系の開発）

エネ物質
変換4

分解リサイクル超臨界水水好井
新井

日機装／東北大プラスチック廃棄物の化学リサイクルプロセスの
開発１（プラスチック変換技術）

エネ物質
変換3

軽質化超臨界水水西村
新井

三菱マテリアル／
東北大

超臨界水中水素化反応等による未利用重質資源
の軽質化・クリーン化に関する開発

エネ物質
変換2

超臨界水酸化
反応

超臨界水水藤江
幸田

東芝／上智大超臨界水酸化反応によるエネルギー回収プロセ
ス技術の開発

エネ物質
変換1

モデル化対象テーマ

事業原簿234-243 7/15

基盤構築推進幹事会基盤構築推進幹事会

その他
７

その他
６

報告書データ
よりモデル化

酸化分
解

超臨界水水NEDOプロ
ジェクト

超臨界流体を利用したPCB汚染
固形物などの処理

その他
５

報告書データ
よりモデル化

抽出
酸化分
解

超臨界二
酸化炭素
超臨界水

CO2
水

NEDOプロ
ジェクト

超臨界流体を利用したダイオキ
シン含有飛灰などの処理

その他
４

報告書データ
よりモデル化

酸化分
解

超臨界水水赤井東芝廃イオン交換樹脂の超臨界水
中での酸化分解

その他
３

生成率データ
処理解析

水素製
造

超臨界水水富安信州大学超臨界水中でのメタン・水素製
造

その他
２

生成率データ
処理解析

リサイク
ル

亜臨界水水吉田大阪府立大
学

廃木材の資源・エネルギー化その他
１

プロジェクト外モデル化テーマ

事業原簿234-243 8/15



基盤構築推進幹事会基盤構築推進幹事会

プラントコスト計算法

ランニングコスト計算

電気積算

ガス・燃料・用水積算

原料積算

事業原簿234-243 9/15

基盤構築推進幹事会基盤構築推進幹事会

１．コスト評価システム入り口
２．ユニットデータの入力
ユニットコストの自動計算

３．系統の組み立て

4．プラントの組み立て5．プラントコストの積算

6．報告書の出力

プラントコスト積算の手順

×系統ファクター

×プラントファクター

×ラング係数

事業原簿234-243 10/15



基盤構築推進幹事会基盤構築推進幹事会

リスト選択：ポンプ

事業原簿234-243 11/15

基盤構築推進幹事会基盤構築推進幹事会

コストレポート

事業原簿234-243 12/15



基盤構築推進幹事会基盤構築推進幹事会

簡易コスト計算

標準的な機器が選
定済み

事業原簿234-243 13/15

基盤構築推進幹事会基盤構築推進幹事会

開発シミュレータの用途・使用環境

混合物性の推算

最適プロセス構成

経済性検討

物性定数推算ツール VMGSim

物性推算モジュール(GCO) 入出力ソフト

詳細コスト：Windows Access

簡易コスト：VMGSim Windows Access

比熱、熱伝導度、粘度・・・

省エネルギー効果、リスク削減効果･･･

イニシャルコスト、ランニングコスト、投資効果･･･

超臨界プロセスの早期実現に貢献

物性定数推算ツール VMGSim

物性推算モジュール(GCO) 他のシミュレータ

事業原簿234-243 14/15



基盤構築推進幹事会基盤構築推進幹事会

総括と今後の展開
◎物性推算モデルとして、MSRK-EXP、GEPRを組み込み、高温高圧下、極性物質

を含む混合物の物性推算が高精度で可能となった。（世界初）

◎VMG Simをシミュレータとして用い上記物性推算モデルとの連携で、各種の超臨

界プロセスを構築し、物質収支・熱収支計算等を実施した。（高精度）

◎コスト評価ツール（詳細計算、簡易計算）を構築し、上記シミュレータからのデータ

に基づき、超臨界プロセスのイニシャルコストの概略推算が可能となった。(世界初）

超臨界プロセスシミュレータにより、実用化プロセスに対する最適化検討等が実施でき、
研究加速に貢献。

◎今後は、産総研が中心となり、本超臨界プロセスシミュレータを積極的に活用、

ブラッシュアップを図るとともに実用化支援を強化する。

産総研・超臨界技術実用化推進研究会（会員数200名）において本超臨界プロ
セスシミュレータに関する勉強会を2ヶ月毎に開催、モデルプロセスの解析を実施中。

事業原簿234-243 15/15
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議題６ プロジェクトの詳細説明 （公開）

「基礎基盤技術の開発」
超臨界水酸化雰囲気、還元雰囲気下に適した

装置材料の選定技術の開発

構造材料幹事会
三菱マテリアル（株） 藤澤龍太郎 西村建二

（株）東芝 藤江 誠 産総研 倉田良明

東北大学 陶 究（現：日本大学） 渡辺 豊（委員長）

平成１７年１２月４日（日）

「超臨界流体利用環境負荷低減技術研究開発」
第１回事後評価分科会説明資料６－２－（５）

事業原簿 pp.162-163,206-219

2/17

基本計画記載の達成目標
• 超臨界水酸化雰囲気下で使用する反応器材料の選定・開発を行う。
• 超臨界水環境および超臨界水還元性環境における材料腐食評価、応力腐食割れ評価マ
トリックスの構築を行い、反応容器などの装置構成材の材料選定指針の確立を行う。

超臨界水酸化超臨界水酸化
有機物分解有機物分解

プロセス想定環境プロセス想定環境

酸化性＋酸性

未利用重質油の未利用重質油の
有用資源化有用資源化

プロセス想定環境プロセス想定環境

還元性＋
酸性～塩基性

環境条件変数環境条件変数

タスクＡ－①【東芝／産総研】 タスクＡ－②【三菱マテリアル】

【東北大／産総研】

タスクＡ．特定の具体的プロセスを想定した反応容器材料選定を目的として：
想定環境下での耐食性・割れ感受性データの系統的な取得と、各種候補合金の適性評価

タスクＢ．材料選定技術の汎用化を目指して： “データ不在領域での予測支援技術”
超臨界水腐食ＤＢ / 酸化物溶解度推算システム / 腐食速度統一的評価手法
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1 2 3 4 5 6 70 8 9 10 11 12 13 14
pH（常温）

酸性側 アルカリ側

0.01

0.1

1

10

0.01

0.1

1

10
酸素分圧(MPa)

酸化力大

水素分圧(MPa)
還元力大

380-450℃

有機化合物合成

超臨界水酸化
廃棄物処理

350-600℃

水熱合成

350-400℃

400℃

水熱合成
・LiCoCO2
・LiMn2O4

飛灰処理

水熱合成
Ni微粒子製造 350～℃

未利用資源利用未利用資源利用

未利用重質油未利用重質油

プラスチックプラスチック
バイオマスバイオマス

超臨界水プロセスにおける想定環境

超臨界水酸化 廃棄物処理

タスクＡ－①：有機物酸化分解プロセス【東芝／産総研】

タスクＡ－②：未利用重質油の有用資源化プロセス【三菱マテリアル】

350～℃

未利用資源利用未利用資源利用
未利用重質油未利用重質油
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1 2 3 4 5 6 70

10

100

1000

10000

Ｃｌ濃度(ppm)

成果例：合金の使用可能範囲成果例：合金の使用可能範囲
塩化物含有超臨界水環境塩化物含有超臨界水環境

●

SUS316・Ni基合金適用可能範囲

●

pH

＜ 0.1mm/y

＞ 0.1mm/y
＝

HCl / NaCl + H2O2 400℃／40MPa

500

5000

50

●

＜ 0.1mm/y

Ti

Fe基・Ni基合金

Tiの適用可能範囲

タスクＡ－①【東芝／産総研】
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1 2 3 4 5 6 70 8 9 10 11 12 13 14
pH at ambient temp.

Acidic Caustic

0.01

0.1

1

10

0.01

0.1

1

10

Oxygen  Partial
Pressure, MPa

Oxidizing

Hydrogen Partial
Pressure, MPa

(NaCl)

○: < 0.15 mm/y 
△: 0.15～1.5 mm/y
●: > 1.5 mm/y

(HCl) 

(NaCl) 

(NaCl)*1

(HCl)

(HCl)

Reducing

(HCl) (NaOH)

(NaOH)
適用可能範囲

SUS316鋼使用

可能環境提示

中和液供給系低水素環境

安価な鉄基材料
適用範囲明示

コスト低減効果

成果例：成果例：SUSSUS鋼鋼使用可能使用可能環境（概念図）環境（概念図）

プロセス環境
（＝炉内環境

：基本条件）

タスクＡ－②【三菱マテリアル】

事業原簿 pp.162-163

温度／圧力：
400℃／25MPa
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腐食速度の複雑な
温度依存性

超臨界水腐食の特異性超臨界水腐食の特異性

各種Ni基合金
0.01M-H2SO4+800ppm-O2
Y. Watanabe, et al.

-140

-120

-100

-80

-60

-40

-20

0

20 30 40 50 60 70

M
as

s 
ch

an
ge

 fo
r 1

00
h,

 m
g/

cm
2     

Pressure, MPa

C-276
MAT21
360 C

B-2
360 C B-2

400 C

C-276
400 C

MAT21
400 C

MC Alloy
400 C

Alloy625, 
0.05M-HCl + 0.48M-O2
P.Kritzer, et al.

腐食速度への圧力効果
（水の密度効果）

タスクＢ．材料選定指針の汎用展開を目指して

24MPa 38MPa

374



7/17

水の相状態および
物性（e.g. 誘電率）

圧力

温度 環境の酸化力／還元力（電位）

アニオン種
Cl-, SO4

2-, etc
酸・塩基の
解離度

pH
酸化物皮膜の組成・構造
皮膜構成酸化物の溶解度

アニオン濃度

隙間条件，流速 etc.
皮膜の保護性

耐食性

+ 熱時効劣化

割れ感受性

合金組成および微視組織
(Ni基, Fe基, Ti基,…合金)

皮膜再生速度 --- すべり溶解機構
内方酸化速度 --- 酸化物誘起割れ

超臨界水中腐食速度実測・評価 超臨界水中割れ感受性実測・評価

水の相状態および
物性（e.g. 誘電率）

圧力

温度 環境の酸化力／還元力（電位）

アニオン種
Cl-, SO4

2-, etc
酸・塩基の
解離度

pH
酸化物皮膜の組成・構造
皮膜構成酸化物の溶解度

アニオン濃度

隙間条件，流速 etc.
皮膜の保護性

耐食性

+ 熱時効劣化

割れ感受性

合金組成および微視組織
(Ni基, Fe基, Ti基,…合金)

皮膜再生速度 --- すべり溶解機構
内方酸化速度 --- 酸化物誘起割れ

超臨界水中腐食速度実測・評価 超臨界水中割れ感受性実測・評価

「超臨界流体利用環境負荷低減技術研究開発」「超臨界流体利用環境負荷低減技術研究開発」におけるにおける
超臨界・亜臨界水領域での超臨界・亜臨界水領域での材料腐食研究材料腐食研究

プロセス操作条件

環境条件

装置材料
選択

材料条件

データベース構築 文献腐食データ

新しい耐食性予測手法
開発の試み

相関性評価

タスクＢ－①

タスクＢ－②

タスクＢ－③

酸化物溶解度推算システム

8/17

タスクＢ－①タスクＢ－① 超臨界水腐食データベースの構築超臨界水腐食データベースの構築
【産総研／東北大】

• 唯一の超臨界水腐食データベース：

PJ試験データ＋国内外の公開腐食データをほぼ網羅

• 個々のデータ・グラフから数値化して整理・格納

環境側・材料側各因子の影響評価・予測に活用

• 高温高圧下でのpH，アニオン濃度の推算結果の提供

“その場”環境パラメータに基づいた評価が可能

（仕込み条件では必ずしも決まらない）

約８０項目の数値情報約８０項目の数値情報

現在、約１３００件のデータセット約１３００件のデータセットを格納 WebWeb試験公開中試験公開中

事業原簿 p.210
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Ni base alloy – SO4 environmentsNi base alloy – SO4 environments

10/17

タスクＢ－② 超臨界水中での酸化物溶解度推算
システムの開発 【東北大】

実測腐食データは極めて限ら
れている

皮膜（金属酸化物）の溶解度
耐食性の主要な必要条件
推算可能

腐
食

速
度

[g
/c

m
2
h

]

環境条件変数
（例えば、NaOH添加濃度[mol/kg] in HCl水溶液など）

：実験値

推
算

し
た

金
属

酸
化

物
溶

解
度

[m
ol

/k
g]

データ不在領域での
耐食性予測へ

事業原簿 pp.206-209
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酸化物溶解度推算システムの酸化物溶解度推算システムの開発開発
T:25 to 500C, P:22 to 100MPa, m :to 0.5 mol/kg

[1]HCl
[2]H2SO4

[3]NaCl +NiO, +Fe2O3, +Fe3O4,
[4]NaOH +Cr2O3, +CrOOH, +FeCr2O4

[5]KOH
[6]HCl+NaOH
[7]H2SO4+NaOH

計算範囲

開発項目

タスクＢ－②【東北大】

超臨界水環境での反応の平衡定数データの選択・決定
非線形連立方程式の解法の選択・決定
計算プログラムおよびGUIの作製

超臨界水環境における各種イオン濃度や金属酸化物の溶解度
の計算 ソフトとして世界初のシステム
GUIを通してWindows上で誰でも容易に計算可能

成果

事業原簿 pp.206-209
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GUI(HCl+NiOGUI(HCl+NiO系系))

40 60 80 100

10-4

10-3

10-2

10-1

Pressure [MPa]

M
ol

al
ity

 

[H+]

[Cl-]

NiO solubility

タスクＢ－②【東北大】

事業原簿 pp.206-209
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1E-8 1E-6 1E-4 0.01 1

0

20

40

60

80

100

120

 

 

C
or

rs
io

n 
ra

te
, m

m
/y

Cl- concentration, mol/kg

 Ni base alloys in HCl
 Ni base alloys in NaCl
 Ni base alloys in NaCl+ NaOH
 Pure Ni in HCl
 Ni base alloys in HCl with H2
 Ni base alloys in NaCl with H2
 Ni base alloys in HCl with O4.41mol/kg-O2

1E-8 1E-6 1E-4 0.01 1
1E-15

1E-13

1E-11

1E-9

1E-7

1E-5

1E-3
300oC~500oC 

C
r 2O

3 s
ol

ub
ili

ty
, m

ol
/k

g

Cl- concentration, mol/kg

 HCl 0.01mol/kg 30MPa
 HCl 0.1mol/kg 30MPa
 HCl 0.5mol/kg 30MPa
 HCl 0.01mol/kg 60MPa
 HCl 0.1mol/kg 60MPa
 HCl 0.5mol/kg 60MPa

NiNi基合金基合金--ClCl--系の腐食速度（系の腐食速度（>300>300℃℃）：）： 酸化物溶解度との相関性酸化物溶解度との相関性

腐食速度は腐食速度はClCl--濃度濃度1010--22mol/kgmol/kg以上で増大。以上で増大。酸化物溶解度と傾向が一致。酸化物溶解度と傾向が一致。

タスクＢ－③ 腐食速度の統一的評価・予測の試み 【東北大】

酸化物溶解度推算値酸化物溶解度推算値

（高温高圧その場環境パラメータ）

事業原簿 pp.211-217
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<1mm/y

<10mm/y
<50mm/y

<100mm/y
>100mm/y

600 700
-15

-14

-13

-12

-11

-10

-9
C.P. 500oC300oC

28.3

lo
g[

C
r 2O

3
so

lu
bi

lit
y]

, m
ol

/k
g

Temperature, K

0 2.9

1.12.3

107

70.4
27.2

3545.3
23.3

17.5
2.3

101

Alloy 625-HCl系の腐食速度マップ（>300℃）

酸化物溶解度－温度２パラメータ・マップの提案

タスクＢ－③

事業原簿 pp.211-217
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<1mm/y

<10mm/y

<50mm/y

<100mm/y

>100mm/y

リアクタ最高
温度部位

冷却過程

600 700
1E-15

1E-14

1E-13

1E-12

1E-11

1E-10

1E-9 C. P.

 0.02mol/kg HCl
 0.05mol/kg HCl
 0.1mol/kg  HCl

500oC300oC

 

 

lo
g[

C
r 2O

3 s
ol

ub
ili

ty
], 

m
ol

/k
g

Temperature, K

Alloy625 Alloy625 腐食速度マップによる実プロセスの腐食速度予測腐食速度マップによる実プロセスの腐食速度予測
－PCBの酸化分解プロセス－

(0.02~0.1mol/kg HCl, 450oC / 30MPa)

タスクＢ－③

材料耐久性予測・選定指標材料耐久性予測・選定指標
操作条件設計へのインプット操作条件設計へのインプット
システム設計へのインプットシステム設計へのインプット

事業原簿 pp.211-217
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構造材料ＧＲ成果の意義と今後の課題

プロセス想定環境下での系統的なデータ取得

・廃イオン交換樹脂処理パイロットプラント設計・製作への活用実績

・アルカリ側／還元側で初の選定根拠データ（世界唯一のデータセット）

超臨界水腐食ＤＢの構築

・現在唯一のＤＢ、選定根拠データの集約と活用

f/w：ＤＢの育成－継続的なデータ取得・入力・メンテナンス＋活用とフィードバック

酸化物溶解度推算システムの開発

・高度な溶解度推算＋その場環境パラメータの推算が誰にでも可能
f/w：反応平衡定数データの継続した蓄積、塩の相平衡および酸化還元平衡の取り込み

による高性能化

酸化物溶解度－温度２パラメータによる腐食速度評価の方法論提案

・データ不在領域での腐食傾向の予測と設計へのインプット

f/w：精度・有効性・限界の継続的な評価とデータ蓄積

構造材料腐食についての世界初の体系的取り組み

→ 構造設計のネガティブ要因（実用化・事業化の阻害要因）の低減に寄与
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０

０

２

H12

０

０

３

H13

５５００特許出願

１１８２１論文

６７２７２６９口頭発表

計H16H15H14

成果の公表と特許
（構造材料腐食関連）



1
1

「基礎基盤技術の開発」（公開）
還元性超臨界水プロセス

材料選定指針作成に向けた材料腐食研究

平成17年12月4日（日）

構造材料幹事会

三菱マテリアル株式会社

「超臨界流体利用環境負荷低減技術研究開発」
第１回 事後評価分科会説明資料
議題６ プロジェクトの詳細説明

第1回「超臨界流体利用環境負荷低減

技術研究開発」（事後評価）分科会

資料６－２－（６）

事業原簿
pp.159-180

2

反応器材料の腐食挙動？
適正な材料の選定

製品（合成原油）製品（合成原油）

未利用重質資源転換プロセス
～熱分解、加水分解等による重質資源の軽質化～

超臨界水の特性を生かした
クリーン・低環境負荷型

プロセスによる
未利用資源の活用
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腐食研究の背景（還元性環境）

実用機（反応炉）の構造材料選定指針がない。

→ 腐食データがなく、材料選定根拠がない。

→ Ni基の使用が考えられるが、単価の安い鉄系

合金の適用も検討したい。

材料の寿命を決定する腐食挙動は何か？

→ 腐食速度はどのくらいか？

→ 応力腐食割れの危険性はあるのか？

4

本プロジェクトにおける研究の流れ

事業化展開へ

プ
ロ
セ
ス
共
通
基
盤D

B

◎◎ プロセス開発プロセス開発（（H12H12～Ｈ～Ｈ1414年度）年度）

反応特性 要素特性

設計及び評価手法

中間評価

安価な鉄基合金の腐食
データの広範囲な取得

（プラントのコスト低減化）

腐食試験装置製作
（パラメータ設定）

腐食速度
（酸性）

腐食速度
（アルカリ性）

割れ試験割れ試験装置製作
（パラメータ設定）

文献データの収集等

H14H12 H16

腐食データのDB化

H15H13

H15年度以降（以前）

口頭発表：１６件（３件）
論文：３件（０件）
特許：５件（０件）

H17

◎◎ 還元雰囲気還元雰囲気腐食評価（腐食評価（H12H12～Ｈ～Ｈ1616年度）年度）
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均一腐食速度：
装置材料の選定、その寿命、腐食しろ等の設定

＜0.15mm/year 耐食性有り
0.15～1.5mm/year 高い腐食度を許容できる用途
＞1.5mm/year 実用的価値は小さい （Uhligの指標）

耐食性がある材料⇔局部腐食
（隙間腐食、孔食、応力腐食割れ）

安全性の観点

発生しない環境で使用する
のを基本的な考えとする。

装置設計のために必要な情報とは

E
(V

vs
.S

C
E

)

NaCl濃度

局部腐食なし

すきま腐食

孔食

中性NaCl環境中のSUS304鋼の臨界電位
のNaCl依存性模式図

6

超臨界水中の腐食は何が問題か

・均一腐食、・異種金属接触腐食
・すきま腐食、・孔食
・選択腐食、
・エロージョン コロージョン
・応力腐食割れ

湿食（Wet Corrosion)
＝水溶液中

・酸化、・硫化
・塩化、・侵炭

・脱炭、・水素侵食
・hot corrosion

乾食（Dry Corrosion)
＝気体中（高温腐食）

超臨界水中の腐食

これまでの知見から耐食性は、酸化皮膜に依存すると予想される。
耐食性評価のパラメータとしては、

酸素ポテンシャル、pH が特に重要

これまでに知見のある
環境とは異なるため、
腐食挙動の解明が必要
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腐食試験環境

1 2 3 4 5 6 70 8 9 10 11 12 13 14
pH（常温）

酸性側 アルカリ側

0.01

0.1

1

10

0.01

0.1

1

10
酸素分圧(MPa)

酸化力大

水素分圧(MPa)
還元力大

380-450℃

有機化合物合成

超臨界水酸化（SCWO)
廃棄物処理

350-600℃

水熱合成

350-400℃

400℃

水熱合成
・LiCoCO2
・LiMn2O4

350～℃

飛灰処理

東北大 渡辺先生 資料参考（一部加筆）

水熱合成

Ni微粒子製造

対象プロセス；
未利用資源利用

腐食研究の多くは超臨界酸化プロセス（SCWO）、酸化性環境で行われている。

⇒還元性環境での腐食データは希少⇒還元性環境での腐食データは希少

試験環境

○酸素ポテンシャル

低酸化性
（酸素、水素添加なし）

還元性
（水素添加）

○pH 
中和プロセスも想定

広いpH領域

8

研究ステップ

終目標：想定プロセスにおける装置材料選定指針の作成

材料選定、腐食速度の推定等

腐食速度評価試験（バッチ型試験装置）

パラメータ ：pH、アニオン種（Cl ）

水素分圧、（温度）

安全性確保の観点

応力腐食割れ評価試験（SSRT試験装置）

パラメータ ：pH、アニオン種（Cｌ ）

水素分圧、温度

腐食データの取得

腐食モデルの推定
酸化物挙動、同定
メカニズム解析

試験後の分析
外観写真、SEM写真、EPMA、AES、X線回折等

- -

材料評価マップの構築
腐食速度、
応力腐食割れ感受性
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腐食性評価試験～試験方法～

バッチ型オートクレーブ装置

TIC14

TI11

TIC12

TI13

ヒーター

反応容器

PIA11

TIC14

TI11

TIC12

TI13

ヒーター

反応容器

PIA11

反応器材質：Inconel 625
高使用温度：600℃
高使用圧力：305kg/cm2

容量：1600cc低合金鋼
2.25Cr-1Mo
1Cr-0.5Mo

0.5Mo

ｽﾃﾝﾚｽ鋼
SUS304鋼
SUS316鋼
SUS347鋼

Ni基合金
HC-276

Alloy 625
MAT21

MC Alloy
HB-2

試験片形状 : 15x 30 x 3mm 

表面処理: 湿式研磨 #1200

試験溶液：純水、HCｌ、NaOH水溶液
温度、圧力:400℃、25 MPa（基本条件）
水素分圧：0～6.3MPa
試験時間：50、100時間（基本条件）

試験対象材料
Fe基6種、Ni基5種 計11材種

10

Ni基合金の試験結果（還元性）

- 0.3

- 0.2

- 0.1

0.0

0.1

0 10 20 30 40 50
Mo（mass％）

H2 Pressure : 3.6MPa

Temperature : 400C
Pressure  : 25 MPa
Duration  :  50 hours
In 0.2mol/l NaOH

H2 Pressure : 6.3MPa  

W
ei

gh
t C

ha
ng

e 
( g

/ (
m

 
h)

 )
2

Ni基合金は

還元性（含水素）の環境
→Cr + Moの効果で

腐食量減

Ni合金中のMo濃度

MCalloy

MAT21

HC-276

0.15mm/y
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Ni基合金のまとめ（概念図）

1 2 3 4 5 6 70 8 9 10 11 12 13 14
pH at ambient temp.

Acidic Caustic

0.01

0.1

1

10

0.01

0.1

1

10

Oxygen Partial
Pressure(MPa)

Oxidizing

Hydrogen Partial
Pressure(MPa)

)

Temperature：400°C
Pressure：25MPa

Reducing

Ni基合（Cr＝Mo）
（HC276、MAT21）

Ni基合金（高Cr）
（MCｱﾛｲ）

適用可能範囲

プロセス環境
（＝炉内環境

：基本条件）

適用可能範囲は
腐食速度0.15mm/ｙ以下

中和液供給系低水素高濃度酸環境

12

試験結果（結果の一例）

Hydrogen Pressure (MPa)

-0.3

-0.2

-0.1

0.0

0.1

0 10

Temperature : 400°C
Pressure  : 25 MPa
Duration  :  50 hours
In 0.5mol/l NaOH

SUS316
Alloy C-276
MAT21
MC alloy
HB 2
Alloy 625W

ei
gh

t C
ha

ng
e 

( g
/ (

m
 

h)
 )

2

アルカリ性
還元性環境

0.15mm/y
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1 2 3 4 5 6 70 8 9 10 11 12 13 14
pH at ambient temp.

Acidic Caustic

0.01

0.1

1

10

0.01

0.1

1

10

Oxygen Partial
Pressure(MPa)

Oxidizing

Hydrogen Partial
Pressure(MPa)

(NaCl)

○: < 0.15 mm/y 
△: 0.15～1.5 mm/y
●: > 1.5 mm/y

(HCl) 

(NaCl) 

(NaCl)*1

Temperature：400°C
Pressure：25MPa

(HCl)

(HCl)

Reducing

(HCl) (NaOH)

(NaOH)
適用可能範囲

SUS316鋼使用

可能環境提示

中和液供給系低水素環境

安価な鉄基材料
適用範囲明示

コスト低減効果

SUS鋼のまとめ～適用環境（概念図）

プロセス環境
（＝炉内環境

：基本条件）

14

腐食速度結果のまとめ

重質資源転換プロセスにおける構造材料

→ 単価の安いSUS316鋼系、使用可能範囲を明示

腐食速度論的評価

→ 0.15mm/yとすると10年で1.5mm程度

内張り材としてSUS鋼を使用する既存石油精製反応器構造適

用の可能性を示唆。これまでの知見の活用の活用も検討。

プロセスにおける局所環境（酸が濃化する環境）

酸濃度が高くなることが想定される部位は

Ni基合金（MCｱﾛｲ、HC-276）を併用も

→冷却器等
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安全性評価のための割れ試験

Control motor

Radiation plate

Pre-heating
unit

Cooling
unit

Cooling
Water

Drain tank

High-pressure
feed pomp

Heater

HCOOH
tank

HCl or 
NaOH
tank

Pure water
tank

試験材化学組成（wt%）試験対象材料
Fe基1種、Ni基3種 計4材種

ｽﾃﾝﾚｽ鋼

SUS316鋼

Ni基合金
HC-276

Alloy 625
MC Alloy

形状： 丸棒
直径3mm、長さ20mm

（SSRT=低ひずみ速度試験）

装置

試験溶液：純水、HCｌ、NaOH水溶液
温度、圧力:400℃、25 MPa（基本条件）
水素分圧：0～3.6MPa

16
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Test material ： SUS316
Temperature ： 400 C
Pressure ： 25MPa
Strain rate ： 2.67×10  /s
D.O : 8 ppm

Deionized water

　　0.001mol/L HCl

0.01mol/L HCl

試験結果（低酸化性、SUS316鋼）

-6

0.01mol/l HCl環境

SEM観察結果

HCｌ濃度の上昇に伴い
SCC感受性増加

-6
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試験結果（還元性、SUS316鋼）
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Test materials：SUS316
Temperature：400℃
Pressure：25MPa
Strain rate：2.67×10  /s
0.01 mol/l HCl

Deionaized　water

D.O : 8ppm

H2 : 0.05MPa
H2 : 0.48MPa

H2 : 3.6MPa0.01mol/l HCl 0.05MPa H2

0.01mol/l HCl 0.48MPa H2

-6

水素添加の効果＝割れの低減

18

割れ試験結果のまとめ（SUS316鋼）

Hydrogen Partial Pressure
(MPa)

1 2 3 4 5 6 70 8 9 10 11 12 13 14
pH（R.T）

Acid Alkaline

0.01

0.1

1

10

0.01

0.1

1

10
Oxygen Partial Pressure (MPa)

E
400C

Temperature : 350 ～550℃
Pressure : 25MPa ～60MPa

E:400,550C
E:NaOH

350,400
480C

P: NaOH
400C

P : HCｌ
400C

P : HCｌ
400C

E
400C

E
400C

P
400C

？？

No SCC

No SCC

Ni合金（MCｱﾛｲ）

を適用

プロセス環境
（＝炉内環境

：基本条件）
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割れ試験のまとめ

SUS316鋼の割れ感受性

→ 本試験条件内におけるプロセス想定環境

においてはほぼ問題なし

反応容器の局所的、一時的な環境の変化

→ 水素分圧が高い環境であれば許容可能

反応容器以外の高酸性環境

酸濃度が高くなることが想定される部位は

Ni基合金で も割れ感受性の小さいMCｱﾛｲ

を適用

20

予熱器
反応器

残された研究・開発課題
実プラントの設計支援

→ その他の腐食因子（H2S等）の影響評価
（ベンチスケール試験装置等での実データの収集、H17年度実施中）

設備の長寿命化に向けて（開発課題）

→ 実プラント環境モニタリング技術の開発

他の腐食因子
の影響

反応器の
寿命予測

腐食モニタリング技術開発腐食モニタリング技術開発

予熱器の
寿命予測
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実業化への流れ

実用プラント
の設計・保守

本プロジェクト

腐食DB

実用化に向けて残された課題

① その他の腐食因子の
影響評価

（実用化）

実用プラント
の材料選定・

設計支援

基礎試験

材料選定指針
作製

② 腐食データの蓄積

工学試験 パイロット試験

工学試験レベル 実用段階

開発課題

① モニタリング技術

① 他のプロセスへの
応用展開

22

まとめ
研究成果の活用

超臨界水腐食DBへ還元性環境のデータを提供。
ステンレス鋼のような安価な材料の使用可能性が
示せた。

還元性の超臨界水プロセスの普及加速化

研究成果の実用化・事業化

①重質資源転換プロセス設備への反映

（材料腐食データの蓄積による実用化の加速）

②腐食事故防止に向けたプロセス設計へ

（安全性の面での実用化の加速、

腐食データによる安全な運転条件設定）



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

参考資料１ 評価の実施方法 



 

 参考資料 1-1

 本評価は、「技術評価実施規程」（平成 15 年 10 月制定）に基づいて研究評価を

実施する。 
 

独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO）における研究評価

の手順は、以下のように被評価プロジェクト毎に分科会を設置し、同分科会にて研

究評価を行い、評価報告書(案)を策定の上、研究評価委員会において確定している。 
 「NEDO 技術委員・技術委員会等規程」に基づき研究評価委員会を設置 
 研究評価委員会はその下に分科会を設置 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ＮＥＤＯ

評価報告書（案）審議・確定

理事長

評価書報告

評価報告書（案）作成

実施者
プロジェクトの説明

国　民

評価結果公開

推進部署

分科会Ｂ 分科会Ｄ

分科会Ａ 分科会Ｃ

事務局

研究評価部

研究評価委員会

推進部署
評価結果の事業等への反映

ＮＥＤＯ

評価報告書（案）審議・確定

理事長

評価書報告

評価報告書（案）作成

実施者
プロジェクトの説明

国　民

評価結果公開

推進部署

分科会Ｂ 分科会Ｄ

分科会Ａ 分科会Ｃ

事務局

研究評価部

研究評価委員会

推進部署
評価結果の事業等への反映
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１．評価の目的 
 
評価の目的は「技術評価実施規程」において、 

 業務の高度化等の自己改革を促進する。 
 社会に対する説明責任を履行するとともに、経済・社会ニーズを取り

込む。 
 評価結果を資源配分に反映させ、資源の重点化及び業務の効率化を促

進する。 
としている。 
本評価においては、この趣旨を踏まえ、本事業の意義、研究開発目標・計画の妥

当性、計画と比較した達成度、成果の意義、成果の実用化の可能性等について検討・

評価した。 
 
２．評価者 
 
技術評価実施規程に基づき、事業の目的や態様に即した外部の専門家、有識者か

らなる委員会方式により評価を行う。分科会委員選定に当たっては以下の事項に配

慮して行う。 
 科学技術全般に知見のある専門家、有識者 
 当該研究開発の分野の知見を有する専門家 
 研究開発マネジメントの専門家、経済学、環境問題その他社会的ニー

ズ関連の専門家、有識者 
 産業界の専門家、有識者 

また、評価に対する中立性確保の観点から事業の推進側関係者を選任対象から除

外し、また、事前評価の妥当性を判断するとの側面にかんがみ、事前評価に関与し

ていない者を主体とする。 
これらに基づき、分科会委員名簿にある９名を選任した。 
なお、本分科会の事務局については、独立行政法人新エネルギー・産業技術総合

開発機構研究評価部が担当した。 
 
３．評価対象 

 
平成１２年度に開始された「超臨界流体利用環境負荷低減技術研究開発」プロジ

ェクトを評価対象とした。 
なお、分科会においては、当該事業の推進部署から提出された事業原簿、プロジ

ェクトの内容、成果に関する資料をもって評価した。 
 

４．評価方法 
 
分科会においては、当該事業の推進部室及び研究実施者からのヒアリングと、そ
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れを踏まえた分科会委員による評価コメント作成、評点法による評価及び実施者側

等との議論等により評価作業を進めた。 
なお、評価の透明性確保の観点から、知的財産保護の上で支障が生じると認めら

れる場合等を除き、原則として分科会は公開とし、研究実施者と意見を交換する形

で審議を行うこととした。 
 
５．評価項目・評価基準 
 
分科会においては、次に掲げる「評価項目・評価基準」で評価を行った。これは、

研究評価委員会による『各分科会における評価項目・評価基準は、被評価プロジェ

クトの性格、中間・事後評価の別等に応じて、各分科会において判断すべきもので

ある。』との考え方に従い、第１回分科会において、事務局が、研究評価委員会に

より示された「標準的評価項目・評価基準」（参考資料１－７頁参照）をもとに改

訂案を提示し、承認されたものである。 
プロジェクト全体に係わる評価においては、主に事業の目的、計画、運営、達成

度、成果の意義や実用化への見通し等について評価した。各個別テーマに係る評価

については、主にその目標に対する達成度等について評価した。 
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評価項目・評価基準 

 
 
１．事業の位置付け・必要性について 

(1)ＮＥＤＯの事業としての妥当性 
・ 特定の施策（プログラム）、制度の下で実施する事業の場合、当該施策・制

度の選定基準等に適合しているか。 
・ 民間活動のみでは改善できないものであること、又は公共性が高いことによ

り、ＮＥＤＯの関与が必要とされる事業か。 
・ 当該事業を実施することによりもたらされる効果が、投じた予算との比較に

おいて十分であるか（知的基盤・標準整備等のための研究開発の場合を除く）。 
 

(2)事業目的の妥当性 
・ 内外の技術開発動向、国際競争力の状況、エネルギー需給動向、市場動向、

政策動向、国際貢献の可能性等から見て、事業の目的は妥当か。 
 

２．研究開発マネジメントについて 
(1)研究開発目標の妥当性 
・ 内外の技術動向調査、市場動向調査等に基づき、戦略的な目標が設定されて

いるか。 
・ 具体的かつ明確な開発目標を可能な限り定量的に設定しているか。 
・ 目標達成度を測定・判断するための適切な指標が設定されているか。 
 

(2)研究開発計画の妥当性 
・目標達成のために妥当なスケジュール、予算（各個別研究テーマ毎の配分を

含む）となっているか。 
・目標達成に必要な要素技術を取り上げているか。 
・研究開発フローにおける要素技術間の関係、順序は適切か。 
・継続プロジェクトや長期プロジェクトの場合、技術蓄積を、実用化の観点か

ら絞り込んだうえで活用が図られているか。 
 

(3)研究開発実施者の事業体制の妥当性 
・適切な研究開発チーム構成での実施体制になっているか。 
・安易な業界横並び体制に陥ることなく、真に技術力と事業化能力を有する企

業を実施者として選定しているか。 
・研究管理法人を経由する場合、研究管理法人が真に必要な役割を担っている

か。 

・全体を統括するプロジェクトリーダー等が選任され、十分に活躍できる環境

が整備されているか 
・目標達成及び効率的実施のために必要な、実施者間の連携 and／or 競争が十

分に行われる体制となっているか。 
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・実用化シナリオに基づき、成果の受け取り手（活用・実用化の想定者）に対

して、成果を普及し関与を求める体制を整えているか。 
 

(4)情勢変化への対応等 
・進捗状況を常に把握し、計画見直しを適切に実施しているか。 
・社会・経済の情勢の変化及び政策・技術動向に機敏かつ適切に対応している

か。 
・計画見直しの方針は一貫しているか（中途半端な計画見直しが研究方針の揺

らぎとなっていないか）。 
 

３．研究開発成果について 
(1)目標の達成度 
・成果は目標値をクリアしているか。 
・全体としての目標達成はどの程度か。 
・目標未達成の場合、目標達成までの課題を把握し、課題解決の方針が明確に

なっているか。 
 

(2)成果の意義 
・成果は市場の拡大或いは市場の創造につながることが期待できるか。 
・成果は、世界初あるいは世界最高水準か。 
・成果は、新たな技術領域を開拓することが期待できるか。 
・成果は汎用性があるか。 
・投入された予算に見合った成果が得られているか。 

 
(3)特許の取得 

 ・特許等（特許、著作権等）は事業戦略に沿って適切に出願されているか。 
・外国での積極的活用が想定される場合、外国の特許を取得するための国際出

願が適切にされているか。 
 

(4)論文発表・成果の普及 
・論文の発表は、質・量ともに十分か。 
・成果の受け取り手（活用・実用化の想定者）に対して、適切に成果を 
 普及しているか。 
・一般に向けて広く情報発信をしているか。 

 
４．実用化、事業化の見通しについて 
 (1)成果の実用化可能性 

・産業技術としての見極め（適用可能性の明確化）ができているか。 
・実用化に向けて課題が明確になっているか。課題解決の方針が明確になって

いるか。 
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 (2)波及効果 
・成果は関連分野への技術的波及効果及び経済的波及効果を期待できるもの 

か。 
・プロジェクトの実施自体が当該分野の研究開発や人材育成等を促進するなど

の波及効果を生じているか。 
 
 (3)事業化までのシナリオ 
・コストダウン、導入普及、事業化までの期間、事業化とそれに伴う経済効果等

の見通しは立っているか。 
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標準的評価項目・評価基準 

２００４．０３．２３ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

１．事業の位置付け・必要性について 

(1)ＮＥＤＯの事業としての妥当性 
・ 特定の施策（プログラム）、制度の下で実施する事業の場合、当該施策・制

度の選定基準等に適合しているか。 
・ 民間活動のみでは改善できないものであること、又は公共性が高いことによ

り、ＮＥＤＯの関与が必要とされる事業か。 
・ 当該事業を実施することによりもたらされる効果が、投じた予算との比較に

おいて十分であるか（知的基盤・標準整備等のための研究開発の場合を除く）。 
 

(2)事業目的の妥当性 
・ 内外の技術開発動向、国際競争力の状況、エネルギー需給動向、市場動向、

政策動向、国際貢献の可能性等から見て、事業の目的は妥当か。 
 

２．研究開発マネジメントについて 
(1)研究開発目標の妥当性 
・ 内外の技術動向調査、市場動向調査等に基づき、戦略的な目標が設定されて

いるか。 
・ 具体的かつ明確な開発目標を可能な限り定量的に設定しているか。 
・ 目標達成度を測定・判断するための適切な指標が設定されているか。 
 

(2)研究開発計画の妥当性 
・目標達成のために妥当なスケジュール、予算（各個別研究テーマ毎の配分を

含む）となっているか。 
・目標達成に必要な要素技術を取り上げているか。 
・研究開発フローにおける要素技術間の関係、順序は適切か。 

【本標準的項目・基準の位置付け（基本的考え方）】 
本項目・基準は、研究開発プロジェクト及び課題設定型助成事業の中間・事

後評価における標準的な評価の視点の例であり、各分科会における評価項目・

評価基準は、被評価プロジェクトの性格、中間・事後評価の別等に応じて、各

分科会において判断すべきものである。 
 なお、短期間（３年以下）又は少額（予算総額 10 億円未満）のプロジェクト

及び課題設定型助成事業に係る事後評価については、以下の「３．」及び「４．」

を主たる視点として、より簡素な評価項目・評価基準を別途設定して評価をす

ることができるものとする。
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・継続プロジェクトや長期プロジェクトの場合、技術蓄積を、実用化の観点か

ら絞り込んだうえで活用が図られているか。 
 

(3)研究開発実施者の事業体制の妥当性 
・適切な研究開発チーム構成での実施体制になっているか。 
・安易な業界横並び体制に陥ることなく、真に技術力と事業化能力を有する企

業を実施者として選定しているか。 
・研究管理法人を経由する場合、研究管理法人が真に必要な役割を担っている

か。 

・全体を統括するプロジェクトリーダー等が選任され、十分に活躍できる環境

が整備されているか 
・目標達成及び効率的実施のために必要な、実施者間の連携 and／or 競争が十

分に行われる体制となっているか。 
・実用化シナリオに基づき、成果の受け取り手（活用・実用化の想定者）に対

して、成果を普及し関与を求める体制を整えているか。 
 

(4)情勢変化への対応等 
・進捗状況を常に把握し、計画見直しを適切に実施しているか。 
・社会・経済の情勢の変化及び政策・技術動向に機敏かつ適切に対応している

か。 
・計画見直しの方針は一貫しているか（中途半端な計画見直しが研究方針の揺

らぎとなっていないか）。 
 

３．研究開発成果について 
(1)目標の達成度 
・成果は目標値をクリアしているか。 
・全体としての目標達成はどの程度か。 
・目標未達成の場合、目標達成までの課題を把握し、課題解決の方針が明確に

なっているか。 
 

(2)成果の意義 
・成果は市場の拡大或いは市場の創造につながることが期待できるか。 
・成果は、世界初あるいは世界最高水準か。 
・成果は、新たな技術領域を開拓することが期待できるか。 
・成果は汎用性があるか。 
・投入された予算に見合った成果が得られているか。 

 
(3)特許の取得 



 

 参考資料 1-9

 ・特許等（特許、著作権等）は事業戦略に沿って適切に出願されているか。 
・外国での積極的活用が想定される場合、外国の特許を取得するための国際出

願が適切にされているか。 
 

(4)論文発表・成果の普及 
・論文の発表は、質・量ともに十分か。 
・成果の受け取り手（活用・実用化の想定者）に対して、適切に成果を 
 普及しているか。 
・一般に向けて広く情報発信をしているか。 

 
４．実用化、事業化の見通しについて 
 (1)成果の実用化可能性 

・産業技術としての見極め（適用可能性の明確化）ができているか。 
・実用化に向けて課題が明確になっているか。課題解決の方針が明確になって

いるか。 
 

 (2)波及効果 
・成果は関連分野への技術的波及効果及び経済的波及効果を期待できるもの 

か。 
・プロジェクトの実施自体が当該分野の研究開発や人材育成等を促進するなど

の波及効果を生じているか。 
 
 (3)事業化までのシナリオ 
・コストダウン、導入普及、事業化までの期間、事業化とそれに伴う経済効果等

の見通しは立っているか。 
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※ 基礎的・基盤的研究及び知的基盤・標準整備等の研究開発の場合は、適宜

５．を参照するものとする。 

 
 
５．その他 
 

(1)基礎的・基盤的研究開発 
・実用化イメージ・出口イメージが明確になっているか。 
・実用化イメージ・出口イメージに基づき、開発の各段階でマイルストーンを

明確にしているか。 

 
(2)知的基盤・標準整備等の研究開発 
・成果の公共性を担保するための措置、或いは普及方策を講じているのか（Ｊ

ＩＳ化、国際規格化等に向けた対応は図られているか、一般向け広報は積極

的に為されているか等）。 
・公共財としての需要が実際にあるか。見込みはあるか。 
・公共性は実際にあるか。見込みはあるか。 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

参考資料２ 評価に係る実施者意見 
 
 
 



 

参考資料 2-1 

研究評価委員会（分科会）は、評価結果を確定するに当たり、あらかじめ当

該実施者に対して評価結果を示し、その内容が、事実関係から正確性を欠くな

どの意見がある場合に、補足説明、反論などの意見を求めた。研究評価委員会

（分科会）では、意見があったものに対し、必要に応じて評価結果を修正の上、

最終的な評価結果を確定した。 
評価結果に対する実施者意見はすべて反映された。 

 
 



 

 

 

本研究評価委員会報告は、独立行政法人新エネルギー・産業技

術総合開発機構（ＮＥＤＯ技術開発機構）研究評価部が委員会

の事務局として編集しています。 
 

平成１８年２月 
 

ＮＥＤＯ技術開発機構  
研究評価部 
部長 笹岡 賢二郎 
主幹 高松 秀章 

担当 森本 和夫 

 

＊研究評価委員会に関する情報はＮＥＤＯ技術開発機構のホームページ

に掲載しています。 

（http://www.nedo.go.jp/iinkai/kenkyuu/index.html） 

 

〒212-8554 神奈川県川崎市幸区大宮町1310番地 

               ﾐｭｰｻﾞ川崎ｾﾝﾄﾗﾙﾀﾜｰ(19F) 

       TEL 044-520-5161  FAX 044-520-5162 




