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石油産業 100年を回顧して

近代石油産業の始りは1859年，米国，ペン

シルヴァ ユアリ'I'i.オイル ・クリ ークの ドレー

ク井の成功にあるといわれている。本年はま

さに，それから 100年目の記念すべき年であ

る。筆者は1955年の初冬，小雲のちらつく寒

い日に，ピッツパーク市の郊外にあたる古い

ペンシルヴァユア油田や製油所を見学したつ

いでにド レーク井を訪れた。質素な記念碑の

前に立って石油と石油産業の歴史を回顧し

て，今昔の感にたえなかったことを記憶して

いる。

その当時は石油といえば燈火用が主で，今

日，石油製品として最も重要なガソリンのよ

うな軽質石油も，また重油，潤滑油のような

重質石油も取扱危険な厄介物として地中に埋

められ，廃棄されたのであった。それが僅か

一世紀の聞に，人聞の文化水準の向上と共に，

各種の燃料としてほかに，近年は化学工業原

料として価値高い貴重物資にまで格が上った

のである。また石油産業そのものも，世界各

国の重要な基幹産業となり，中でも英国のシ

ェル石油や米国のスタンダード系統の石油会

社のような大企業はそれぞれ数兆円の資産と

歳入をもち，数十万の使用人と数千の研究陣

容をも って，全世界の産業界に君臨するほど

のマス ・プロ，マンモス産業にまで発展した。

石油も石炭，油脂，繊維などの天然資源の

場合と同様に，そのヱ業の初期には加工製造

工業として，単に原油を蒸留して各種の石油

製品に分別，精製する精製工業にすぎなかっ

た。しかるにその後，ガソリン機関，ついで

ヂーゼル機関の発明，進歩は交通，運輸，動

カ界に一大革新をきたし，そのほか各種産業

の進展と共に， 玉吉ー質ともに天産品だけでは間

に合わなくなった。また原油からは得られな

い高性能の石油諸製品が要望されるようにな

り，かくして石油分解工業に始る現在の各種

の近代的石油転化工業えと発展し，ここに石

油ヱ業は名実共に製造工業の仲間入りをし

た。さらに高性能ガソリン製造の際，副産す

努建

山 界
川
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る多量の石油ガスの利用から始って，燃科以

外の化学工業原料を目的として，合成化学工

業と連結する石油化学工業という新工業分野

を開拓したのであった。

石油産業がこのように躍進したのは実際の

工業面からの要望もあるが，一方石油の本体

である石油系炭化水素の地味な基礎研究を欧

米，先進国の多数の石油化学者が一つ宛，純

梓炭化水素を分離し，また合成して，丹念に

その物理化学的諸性質を解明した。その基礎

研究の膨大な集積が今日の石油工業および石

油化学工業発展の基盤をなしたことを忘れて

はならない。

石油は燃料にする位であるから，安価な資

源、で， その化学成分も他の有機資源、にくらべ

れば比較的簡単で，石油化学者の手によって，

ある程度に解明されたので，石炭， 11由脂，繊

維，炭水化物などの天然資源に代って，燃料

としての用途のほかに，それらの 資源 に代

り，化学工業その他の工業原料となり，また

従来，他の資源からは得られなかった新製品

までを合成し得て，その数，数千種類に及ぶ

石油化学製品を生産するに至ったのである。

現代は宇宙時代にはいったといわれるほど

科学技術はし、よいよ急上昇している。燃料と

しての石油もジェ γ ト燃料， ロケ γ ト燃料は

もとより，将来の字宙燃料としての苛酷な性

能を要求されるので，やがては炭化水素燃料

に優るも汚に代るかもしれない。それに天然

資源としての石油埋蔵量も，現在のような膨

大な消費をしていては，先きがみえているの

で，今の内に燃料や動力源は他の資源、に譲っ

て，石油は人類の共通資産と して，将来の貴

重な有機化学工業製品の資源として，子孫に

残すべきである，と考える。

本号は石油特集号として企画したわけでは

なかったが，たまたま石油関係の記事が多く

集 り，石油特集号のような観を呈したので，

はしがきとして駄交をものした次第である。

議本会々長
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鎖状型高分子炭化水素油の迅速環分析

法について
ORIGINAL PAPER 

(昭和33年10月30日受理)

石 . 川 平
務提

七

On the Study of Rapid Ring Analysis for the Higher 

molecular Lubricants with the Paraffinic Hydrocarbons 

Heishichi Ishikawa 

Up to the present time， the ring analysis had customarily employed for the determination 

of chemical radicals in the higher mole四 larlubricant with paraffinic hydrocarbons， but 

the operation of the measurement was considerably troublesome and still more it may be 

considerd that the mistakes at calculation's operations shall occured often for all the efforts. 

For the sake of eliminating this trouble， the improved method to ring analysis by Waterman 

and Leenderste's method， which is well-knowned as so-called Aniline point method and 

specific gravity method， was carried out by the idea that determined the molecular weight 

of the sample oil by the chart derived mathematically from the above two customary ring 

analysis. 

一般に高分子の炭化水素はその熔造の複雑性と低分

子炭化水素のごとく 蒸溜精製が容易でないことのため

その化学構造の追求は甚だ困難である，又潤滑油のご

とき高分子炭化水素に色々な添加斉IJ又は配合剤を加へ

その性能の改善を行う場合には矢張その組成とか化学

構造とかを明確にして置く必要が考えられる，著者等

は既に合成潤滑油の製造法を研究した際生成される鎖

状型高分子炭化水素油の化学構造基の決定に困却した

のである，この際一般には所謂 Watermanの環分析

法即ちアニリン点法又は比重法を応用するのであるが

その測定操作は相当な精密度と長時間の努力とを要し

繁雑である， 又他の赤外スベクトル法，ラ ーマ ンスペ

クトル法或は磁気旋光法等も操作法に対し多くの熟練

と繁雑なるものとがあるので一般的にこれ等を利用す

ることが困難のように思われる。一般に合成潤滑油は

paraffinicの性状を有しその paraffinity と比重と

の聞に一定の規則的関係があることを認めつつあった

際たまたま比重法による環分析法が waterman及び

Leendertse両氏によって提案され aniline点法より

も精その精度が良いことが認、められた，併し何れの環

分析法にしても分子量を測定しなければならぬと言う

操作上の困難が伴っている， 又 aniline点法にしても

高分子炭化水素程その臨界溶解温度の測定は困難であ

る，従ってそれ等の精度と再現性とは必ずしも良い結

果を招来するとは思われぬ。 ここにおいて著者等は多

少の精度を欠いても再現性良く且確実簡易な環分析法

を研究して潤滑油合成法の促進に役立つ努力をした，

その結果測定結果が正確を期し得られる屈折率又は分

子屈折即ち比屈折 (r)と比重 (d)とから図計算によ

ってその分子量 (M)を求め更に比重法により計算に

よって構造基を分析する方法を見出 した，尚この迅速

環分析法を潤滑油合成法の研究に応用して略満足すべ

き結果を得たので以下報告する。

(1) 操作方法

先ず最初実測によ って供試油の比重 (d22)と屈折

率(n哲)とを求め，更にその比屈折(r官)を求める，

r20n2ー 1 1 
0=  n江2'(f 

次に aniline点法及び比重法の実験操作を数式化す

る。

先ず aniline点法において実測 aniline点 (AP)

と分子量 (M)及び比屈折 (r)とを求めたとする，次

に第 1図より試料の M (又 m=中)と rとに対応す

る予想 aniline点 (P)を求め， この両 aniline点の

差を L1APとする，

P-AP=L1AP  

然る時は供試油を完全に水素添加した場合得られる

飽和泊の aniline点は

AP+(L1APxO.85) 

但し 0.85は PredictionFactorである，

今水素添加によってその分子量に変化がないと仮定

議早稲田大学理工学部教授
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宵2図 世包和3由の比居祈.介干量.%CN周f来

するとこの飽和泊の aniline点と M 即ち m とより

第 1図により対応する水添池の比屈折を計算すること

が出来る。然る時はCA(芳香族炭化水素の炭素数%)，

CR (全環状炭化水素の炭素数)， CN (ナフテン炭化水

素の炭素数%)及び Cp (パラフィン炭化水素の炭素

数%)は夫々次式により計算される，

CA (%)=L1APxO.67 ・.(1 ) 

CR (%) =第 2図によって飽和泊の比屈折と

分子量とより求める，

CN (%)=CR (%)-CA (%)……・(2 ) 

CP (%)=100ー CR(%)ー.........一(3 ) 

但し 0.67は AromaticFactorてあって CAが10

-20%含量の場合の平均値である，又 20%以上では

0.64， 10%以下では 0.72である。

次に比重法においては APの代りに比重 dを使用

して第3図によって飽和泊の比屈折を求めた，即ち供

試油の比屈折 (r)と分子量 (M)とより 予想、比重 (d')

を求め，更に供試油の dとの差(.dd)を計算し次式

によって CA(%)を計算する，即ち

C4(%)=(420-3.2 CA)..dd・…一 .(4 ) 

但し (420-3.2CA.)は AromaticFactorである，

第 25巻 68号(1958)
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420 (L1d) 
CA (鈎=一一 一一一一 ・・・・・・一 :( 5 ) 

1 + 3.2 (.dd) 

又 CR(%)を求むるには前記同様水添i由の比重即ち

d-0.58.dd (但し 0.58は PredictionFactcr)とM

とより第 3図によって飽和油の比屈折を求め，更に第

2関より前記同様 CR(%)を求める，又次式によっ

て夫々 CN(%)及び Cp(%)を計算する。

CN (%) =CR (%)ーCA(%)・・・ ・・(6) 

CP (%) = 100ーCR(%)・..........一.(7) 

以上のごとく要するに前者の M-r-P関係と後者

の M-r-d関係とが利用されている。

今供試油の水添油即ち飽和油について以上の関係及

び M-rーCPの関係を夫々次式で表すことが出来る，

但し r'を飽和泊の比屈折とする。

今第 l図より P=h (r.m)ー・・…(8)であるから

r=f2 (P.m)・…一 (9) 

X第2図より r'=f3(CR.m)-・・...(10) 

吏に第 3図より d=f4 (r.m)-・・(11)

とする，然るときは先ず M-r-P関係においては

P-AP=.dAP=h (r.m)-Ap...(12) 

又水添油の aniline点を P'とすると

P' = A P + 0 . 85 (.d A P ) 

=0.15 AP+0.85 h (r.m)…一(13)

又 r'=f2 (P'.m)=f2({O.15AP+0.85 f1 (r. 

m)}， m)=F2 (AP  .r.m)… .......(14) 

第 2図によれば r'=f3 (CR.m)であるから結局 CP

又は CRは AP.r.m の函数と して数式上に表すこ

とが出来る，従って CAと CRとは実測値である A

p.r及び m の函数として表わされ得る。即ち

CA (%)=0.67 C1AP)=fA. (r.m. 

AP)-'・0 ・・・ ・ ……ー・ (15) 

CR (%)=fR (r.m. AP) ・・0・(16)

又 M-r-d関係においては d-d'=~d，故に

本 3車



d' =f4 (r.m)，従って前記同様

L1d=d-f4 (r.m) =F4 (r.m)・・ーー"'(17) 

更に水添泊の比重を d"とする と

d" = d-O. 58dd = O. 42d+ O. 58f4 (r .m) 

ー・・(18)

又第 3図より

r' =fs (d.m.r) …… ・・ ・・・ .......... (19) 

更に又第 2図より r'=f3 (CR. m)であって前記同

様 CP又は CRは夫々 d.m. rの函数と して数式上

に表すことが出来る，従って CA(，%)と CR(，%)と

は夫々実測値である d.m.rの函数として表し得る，

即ち

420."，d 
CA (鈎=一一一一一一 =fA'(d.r.m) 

(l + 3. 2dd) 
..(20) 

CR (，%) =fR' (d. m. r) ..... .. .. "(21) 

以上の結果より fA.fR. fA'及び fR'を夫々計算す

るには夫々 f1・f2.f3及び f4の関係を知る ことが必

要である。又 aniline点法よりの CA及び CRと比

重法よりの CA及び CRとは夫々同ーの値であると置

けるからこれ等の対応する 2つの関係式より A Pを消

去すれば m.d.rの関係式が得られ'る筈である。従っ

てこの関係において夫々 d と r とが実演~によって知

られるならば m 即ちMが知られ， J3_前記 (20)及び

(21)両式から夫々 CAとCRとが求められ，更に CN

及び CPが判明されることになる。

(2) f!.f2.f3及び む の関係式の計算

先ず第 1図より f1f2を実験式と して数式化するこ

とが出来，又第 2図よりお，及び第 3図よりむが同

様数式化する ことが出来る，これ等第 l図~第3図の

関係か略直線的であることを利用 し，先ずPをノfラメ

ーターとして rと m との関{系を，又 dをノfラメ ー

ターとして rとm との関係を夫々計算した。先ず第

l図の M-r-Pの関係において

r=a.m+b 

但し m寸 a，bは何れも Pの函数として計算 し

た，又この a，bは共にPに対し直線関係が略成立さ

れるので更に夫々次式のごとく取扱った，同1ち

a=a'+b'P， b=a"+b"p 

但 し a'，a" ， b' ， b"は夫々恨数である，今これ等の

諸恒数を夫々最小 2乗法によって計算し次式が得られ

マ，

~。

r= (0.1209P + 1.02)m+ (0.000419P + 0.2433) 

ー・(22)

又は

r-1.02m-0.2433 
P = ~. . ~: .~V _..~ ~ V::~. ~.V~ =f!(r. m) ・・0・・・(23)

0.1209m+ 0.000419 

尚同様にして 100，%CN及び 100，%CPの式は夫々

rN= 2.4m+0.3011 ・・・ 0 ・・ 0・・・・・・・・・(24)

rp=1.54m+0.3301・・0・0・・0・・・・ーー(25)

又同様に第 2図を計算すると

r'>0.3301の場合

r' = 1.50m+ 1.78 x 10-4Cp+ 0.3123¥ 
I =f3(Cp.m) 

r'<0.3301の場合 ト
I .…ー(26)

r' = 2.36m + 2.86 x 10-4Cp+ O. 3015' 

尚これ等第 1図及び第 2図実験式の計算値と実測値

との関係は略精確であることを認めた。次に第3図の

M-r-d関係より同様処理して得られた結果は次式

のごとくである。

r = O. 459-0.15d-l. 413m..ー.....・(27)

即ち

d= _0.459-rー1.413m 
一- 0.15 

=3.06-6.667r-9.420m =む(r.m)

"'(28) 

尚 この場合の計算値と実誤~値との関係を見るに d=

0 . 80~0. 92間では良くあてはまるが d<0.80，又 d

>0.92多少の偏差が認められた。

(3) M-r-d関係式の誘導

以上において夫々 aniline点法及び d法において

夫々 M-r-P及び M-r-dの両関係は成立し具体

化することが出来た，従って夫々の場合のCA及びCR

を計算する式も亦容易に誘導する ことが出来る，即ち

M-r-P 関係からは (23)式より

r-l. 02m-0. 2433 
P=I!(r.m)=一一一一一一一一一一-..・ 0・ー(23)

0.1209m+0.000419 

更に (12)式より

r-l.02m-0.2433 JA P = _-. ~_.'~v_. __ . v.'::.'.~v~ A P ..(29) 
0.1209m + 0.000419 

又水添池の aniline点及び比屈折を夫々 P'及び

r'とする と

P' =AP  +0.85(dP) =0.15A P 

O. 85r-0. 8670m-0. 2068 

+ 0.1209m + O. 000419 
ー・(30)

(22)式を変形してr'=f2(P'.m} (31) 

r' = (0.1209m + O. 000419) P' + (1. 02m 

+ O. 2433) ー一 一一・・ 0・.... ・ (32) 

(30)及び (32)式より P'を消去「て次式を得る，

r' = (0. 018135m + O. 00006285)A P + 

(0. 85r+ 0.153m + o. 036495) ー・ー ・ー・(33)

故に
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CA (，%) = O. 67(.dA P) 

0. 67r-0. 6834m-0 .163011 
-0.67 A P 

0.1209m+ O. 000419 

(34) 

又 Cp(，%)は r'<0.3301の場合 (26)より

r' = 2. 36m+ 2.86 x 10-4Cp+ 0.3015 = fo(Cp .m) 

r'-2.36m-0.30日
即ち CP(，%) = - :'::"-. ~~~~ V .~ .... '(35) 

2.86 x 10一令

故に上記 (33)及び (35)とより r'を消去して

0.3301+2.36mーピ
CR(，%) = 100-CP = ~ . ~~ : ' ~'， _. ~:~.; 

2.86x 10寸

= (7716. 7832m + 1026.5909-2972. 028r) 

-A P (63.4091 m + O. 219755)ー・ ・・ (36)

次に M-r-d関係からは d'=f4(r.m)であるから

L1d=d-f4(r.m=九(r.m)，(28)式から

L1d =d-3.06 + 6， 667r+ 9， 420m ・。..ー(37)

故に

420 L1d 
CA (，%) =一一←一一

(1+3.2Lfd) 

420d -1285.2 + 2800r + 3956. 4m 
"'(38) 

3. 2d-8， 792 + 21 ，333r+ 30， 144m 

又 d" を水添油の比重とすると d" =d-0.58 

.dd=f'.(d.r.m，) 

放に (37)から

d" = O. 42d + 1.7748-3. 8667r-5. 4636m "(39) 

r'=ι(r.m)を変形して (27)より

r' =f5 (d.m) =0.459-0.15d"一1.413m"'( 40) 

(39)， (40)より d"を消去して

r' = 0.19278-0. 063d + O. 58r-0. 59346m."( 41) 

又 ピ<0.3301の場合(第 2図)

r' = 2.36m+2.86 x 10→Cp+0.3015 

=f5 (d.m.r)・ ・・・ ・ 0 ・ (42) 

(41)及び (42)より r'を消去して

CP = 2027. 9718rー220.2797d-380.13986

-10326.7832m ふー (43)

又 CR=(100ー Cp)= 480.14-2027. 97r 

+ 220. 28 d+ 10326.78・..........ー(44)

更に以上 (34)と (38)及び (36)と (44)とを夫

々等式化して次の関係が得られた，

CA=.i20d + 2800r + 3956.4m二旦笠4-
3. 2d + 21. 333r+ 30.144m一色792

0.67r-0.6834m-0.163011 
-0.67AP  '''(4.5) 

0.1209m + O. 000419 

CR = (7716. 78m+ 1026. 59-2972. 02r) 

-A P(63. 4091m + O. 219755) 

= 480.14-2027. 97r+ 220. 28d + 10326. 78m 
"(46) 

これ等 2つの関係から夫々 APを消去して次のご

とき M-r-dの関係が得られた， J'!Pちmの降へさ?の

l脈々整理して

m3+ Am2+ Bm+ C = 0 ・ーー ー ....( 47) 

ここに A = (0.08486687d+ 0.56578113r 

-0.25871960) 

B =(0.0138613844d+0.0924085803r 

-0.0212617092 -0. 0301345964d・r

-0.0022601106dL O.1004479474r) 

C = (4.7019708 x 10-5d+ 31. 3462383 

x 10-5r-7.0537059x 10-5 -10.4436667 

x 1O-5dr-0. 7832807 x 10-5d2ー

34.8119695 x 10-5r2) ーー ー ・・ (48)

即ちA，B， Cは共に dとrとの函数であってmに

対し一般に 3つの根を有する 3次式で表される関係で

ある ことが判明した。ここで m-d-rの関係曲線を

得るためにこの式を吟味することとする，今 (47)式

を次式のごとくして一般化すると

F = m~+ Am2+ Bm2+ C. ................(49) 

dF 
従って1五一=3m2+2Am+B=O の m を min

又は maxとして夫々 m'及び m" とする，

又〔d2F而 Jm/ormll の値枝川"m'， F"mノとす

る，更にFm'，Fo及び Fm"が計算され，尚以上の

事柄から図解法と誤差法 (Trial& Error method)と

で F=Oにおける夫々 m の根として R[， R2' R3 

とを求めることが出来る。今 l例を r=0.33にとって

上記(49)式を番街いて見ると次式となる，

F = m3+ (0. 08486687d-0. 07201183)m2 

+ (0. 0039169676d -0.0017056592ー

0.00226011 06d2)m + (0. 000012555608d 

-0. 000005004707-0. 000007832807dり……(50)

境4図 m-d 閑イ系(九 =0.330) 

Il = 0330 Il =0，3JO 
J.005r了一一一下γ一丁一ーーー一「ーーア 1

0。町一一斗-\---~一一 ー --v-ーー 1
0 ∞m附附叶13[-什叶作卜;什十;←←-一一一一一一-一一一一-一一一一一一一一-一一-一j-ji上jLL守一一-一-

一一一」斗
-j上i

m I いl i¥レ〆/ 1i
0.0∞0川2叶叶卜寸片十十十トト一一一-一-一-一-十一一六 fi---十一一-1

0.0011イ ー十 jF-i-i 
0.80 0.90 0.95 

d 

第 25谷 68号 (1958) * 5 本



この式中に夫々 d:0，743"'0.900迄を代入して見る

と第 1表が得られた，

この表より r=0.33の場合の d:mの関係曲線を描

くことが出来る，但し Roの負根は省略する，即ちこの

結果 Rlと R2との関係曲線を図示すると，第 4図の

ごとくであって 2本の交わる曲線が得られる，IlPち
mo・33=f(d)として Rl[のごとき右下りの曲線となり，

このものは d=0.860でm=Qを通る，即ち dの増大

と共に m を低下し従って M は増大する，これは主

としてパラフィ γとナフテンの炭化水素とを示し，又

顎5図 m-r-d一関 f系

釘1
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第 l 表

d 立1m F" F F=O 

I ~'103 ¥ m" x W lベm'l lFm o iM ' 103m"X 103X 102X  102Fm
，
X109x loJ X 109 IRlX1031 ~ì03 1 R3x川

0.743 7.81 -1.84 2.90 -2.90 -406.093 。 40.964 12.422 。 -3.47 

0.800 4.21 -1.47 1. 70 -1. 70 - 49.76 26.78 41. 98 6.372 1.23 -6.83 

0.850 1. 71 -1. 79 1.05 -1.05 - 2.10 8.36 19.44 1.054 2.31 -3.46 

0.860 1.04 -1.04 - 7.03 。 12.15 -3.47 

0.900 0.95 I -3.87 1. 45 -1.45 - 55.05 -49.23 1.13 -3.46 I 3.64 -4.25 

mo・sg=f(d)が R，のごとく右上りの曲線を示すこと

となって d=0.743で m=oを通る，即ち dの増大と

共に m を増大し従って M は減少する，これは主と

して芳香族炭化水素及びナ フテン炭化水素の存在を示

す結果と推定される。か くして更に rを変化せしめて

同一操作を行へば色々な曲線が得られて第 5図が描か

れることになる，尚この図は m=0.005~0.0005 の範

囲であるが一般に潤滑油のごとき鎖状型高分子炭化水

素泊における環分析の適用範囲はこの程度である，又

比重も 0.8~0.9 である。尚前記のごとく r=const. 

における夫々 Rl' R2曲線の交点は rの如何にかか

わらず d=0 . 8~0.9 の範囲では略 mキ0.002，即ち

Mキ 5001こ一定していることを認める，これは乱[=500

以上では芳香族環はナフテン環と同様になって来るこ

とを意味しそれ等の合計がナフテン環として表される

ように思われる。又 m<:O.OOl，~:>1000 ， 又はm:>

0.005， ~<:200 ではその精度が著しく低下するごとく

思われる。

(4) 天然油及び合成潤滑油の構造基決定に対する

応用

天然i由及び合成i由の構造基を決定する前に，先ずこ

こに誘導された図表及び計算諸式が正確であるか如何

かを既知の文献によって検討した，先ず従来の文献と

して Egloff; Physical Constants of Hydrocarbons 

より得られたものに就き先ずそれ等分子量に関し検討

した結果第 2表を得た。

第 2 表

比 重 戸|比屈折
図上計算値 誤差%

分 子 式 20 '0 MO~a x 100 
~a d4 I nD ~c ， (m) ~a 

( 1 ) /'-... (f"¥ _/'-... I 一(C)16一 I
1，1' -dicyclohexyl 

|¥/ | |¥/ | 390 0.8791 1.4862 0.3267 403 + 3.3 

hexadecane 
C国 H54

(0.00248) 

(2 ) 
(i-C-y-C-(i 1，3dicyclohexyl 

|¥/|(C|)1 5|¥/ | 2-pentadecy 1 418 0.8860 1. 4911 0.3269 378 -10.9 

propane C30H日
(0.00264)1 

(3 ) /'-...__(r¥ __/'-... 
| 一(Chs一|| / | | 

1 ， l' dicyclohexy 1 418 0.8860 1.48583 0.3239 450 + 7.6 

octadecane '-.../ '-... (0.00222) C3oH58 

(4 ) /l¥il/¥| ーC(C)l6一C

2-octadecyl 390 0.8630 1.4739 0.3256 376 - 3.6 

decaline '-.../'-.../ (0.00266) 
C'8H54 

( 5 ) í'-...(~一内総ーc
446 0.8673 1. 4759 0.3252 413 - 7.4 

'-.../'-... (0.00242) 
C3，H62 
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(10) 

3-ethyl octa-

decene 

()j :?一 (L |

| … 1トいい…1.4川川川4“仰仰←6ω印2幻l

|ん…い5[ 焔 1 +川 |

| ;;) C 28印イ十十ん一01十十いいl卜トトト0.7川叩ベ7苅瑚附ベ8仰側イ十十9何イ十十6i1十li卜1.4

J:;¥l C立 C 1己凶t土土土ご794刊4十十い…01十いい[卜ト円1.4ω4“3

(7) 

( 6 ) c
 

c
 

c
|
C
l
C
 

C
 

¥

|

/

 

/

¥

 

¥

/

 

/
|
|
¥
 

( 8 ) 
Hexa-hydro 

demene 

( 9 ) 
Eicosa-hydro 

carotene 

(13) 
2，6，10，15，19，23 
hexa-methyl 
tetracosane 
(neo-hydrosqua-

lene) 

C30H62 

(14) 
4，8，13，17，22，26， 
31，35octa-methyl 
actatriacosane 

(dibixane) 
(b. p. O. 2mmHg 

270~275 Oc) 

(15) 1 1 1 

octahydro 1 C鈎HoB 1 4181 0.82001 1.46251 0.33561 400 - 4.3 

squalene I I (0.0025) 

(16) 1 {Cー (C)7= Cー (C)7h
tetra-tna- I 476: 0.84121 1.46551 0.3290 462 

c:on凶 iene I C34H6B I I I (0.0附 5)1

(17) i 
oleo-conta- C2BH占。 1 3861 0.87361 1竺502010.32781 361 - 6.4 

cosatetrene I 

/""-(18) ー (C)8 

octyl-cyclo- I 1961 0.81501 1.45071 0.33021 217 + 10.7 
""-/  1 /A  AAU' ，1 

I C14H胡 I(0.00461)1 

C40H9B 
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(19) ハl¥/ l ー(C)15 
Penta-decyl 294 0.8323 1.4612 0.3298 330 + 12.2 

cyc10hexane 
C2IH" 

(0.00303) 

(20) |/¥| ー(C)22 

Cyc10hexyl 
¥l/ | 

392 0.8327 1.4643 0.3315 450 + 14.8 

docosane 
C'SH56 

(0.00222) 

(C)4-Cー(C)21
(21) 

/l¥ | 5司 cyc10hexyl 448 0.8372 1“7703311 制 - 2.0 

docosane 
|¥C/ 32| H84 (0.00228) 

(22) /"-. 
I I 一(C)12 

dodecyl |も 238 0.8280 1.45735 0.3291 256 + 7.6 

cyc1o-pentane 
C17H3; (0.00390) 

(23) Cー(C)14一Cー(C)14ーC
16-methyl 

4501 0.80861 1. 451 7 -14.5 hexa-tria- C 
cosane C32H56 (0.00260) 

(24) 
2，6，10，14，19，23， 

C4oHs2 5621 0.8240 1.4590 -11.3 27，31 acta-methyl 

I 
(0.00則 。

do-triacosane 

尚上記計算を(1 )と (21)の夫々について図上計 次に更にこの分子量図計算の結果より前記の誘導式

算を示したが，この場合 d=const.における垂直線と に入れて夫々 CA，CR及び Cp等の含量を計算して

rとの交点は一般に 2つ得られる，併しその中 lつ 見る・と3表のごとくとなる。即ち前掲 (45)及び (46)

は捨てられるのである。この結果を通覧すると前日己 式より夫々全構造炭素原子数に対する aromatic， 

physical constants の精度が極めて良好であるとし total ring， naphthene ring及び paraffinchainの

て仮定すると，この方法の分子量計算の精度は略 5~ 炭素原子数を計算する式として次式を得た，但し(45)

10%である。併しこの表中には可成精度の悪いと思わ 式の分母は 1.0に近似するとして計算した。

れる恒数もあり得るので，この場合は分子量計算の精 CA~420d+ 2800r+ 4000m-1285 ・リ(%)..(51) 

度は相当に悪い結果となることも当然であると思われ CR土 480+220d+l0327m-2028r ...... (%)・ (52)

る。又これ等精度の detaを統計的方法によって援理 CN亨 CR-CA................. ・・・…・・(%)ー(53)

して見ると誤差の範囲は土 5%位となっている ことを Cp宇100-CR.......…・・・・ー…・…・・・ 一..(%)...(54) 

認めることが出来る。

第 3 表

名称 構造基炭素数 ラ4 各構造基中炭素数 誤差(%)--，

番 号 CA CN Cp l全炭素数 CA CN Cp 1全環
全炭素数

l 炭素数

(l) | 8.9 27.6 63.5 28.8 2.5 8.0 
(0) (42.9) (57.1) (28.0) (0) (12.0) (16.0) 

( 2 ) 13.0 26.2 60.8 27.0 3.5 7.1 16.4 ー10.01-11. 7 
(0) (40.0) (60.0) (30.0) (0) (12.0) (19.0) 

( 3 ) 2.9 41.0 56.1 32.1 0.9 13.2 18.0 + 7.0 + 17.5 
(0) (40.0) (60.0) (30.0) (0) (12.0) (18.0) 

( 4 ) -0.2 37.0 63.2 26.9 -0.1 10.0 17.0 - 3.9 - 1.0 
(0) (35.7) (64.3) (28.0) (0) (10.0) (18.0) 

i| (5) | 
| 

-0.5 36.8 63.7 29.5 -0.2 10.9 + 7.0 
(0) (31. 3) (68.7) (32.0) (0) (10.0) i (22.0) 
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(6 ) 4.0 23.1 72.3 31.4 1.4 7.3 22.7 - 1.9 -13.0 
(0) (31.3) (68.7) (32.0) (0) (10.0) 。(22.0)

( 7 ) 30.1 9.6 60.3 20.3 6.1 2.0 12.2 + 1.5 +25.0 
(30.0) (0) (70.0) (20.0) (6.0) (0) (14.4) 

I (10) -0.7 7.5 93.2 21.1 -0.2 1.6 19.7 十 5.5
(0) (0) (100.0) (20.0) (0) (0) (20.0) 

(11) 7.5 -10.4 102.9 25.5 1.9 -2.7 26.2 + 6.3 
(0) (24.0) (0) (0) (24.0) 

(12) -0.5 13.6 I 86.9 22.9 -0.1 3.1 19.9 - 4.6 
(0) (0) I (100.0) (24.0) (0) (0) (24.0) 

(13) -0.7 3.8 i 96.9 32.7 -0.2 1.2 31. 7 + 9.0 
(0) (0) (100.0) (30.0) (0) (0) (30.0) 

(14) -0.7 5.1 95.6 46.8 -0.3 2.4 44.7 - 2.5 
(0) (0) (100.0) (48.0) (0) (0) (48.0) 

(15) i 9.1 I -3.5 94.4 27.0 -2.5 -1.0 25.5 -10.0 
(30.0) 

(16) I -1.8 22.0 79.8 33.0 ! -0.6 7.3 26.3 - 2.9 
(0) (34.0) 

(18) 0.3 37.0 62.7 15.5 + 0.1 5.7 9.7 + 10. 7 - 3.3 
(0)| (42.9) (57.1) (14.0) (0) (6.0) (8.0) 

(19) 0.1 25.5 74.4 23.6 0.0 6.0 17.6 + 12.4 土 O
(0) (28.6) (71.4) (0) (6.0) (15.0) 

(20) 1.8 12.0 86.2 32.1 0.6 3.9 27.7 + 14.6 -25.0 
(0) (21.4) (78.6) (28.0) (0) (6.0) (22.0) 

4.0 10.4 85.2 31.4 1.4 3.3 26.8 - 1.9 -21.7 
(0) (18.7) (81. 3) (32.0) (0) (6.0) (26.0) 

(22) 0.2 34.8 65.0 18.3 0.0 6.4 11. 9 + 7.6 +28.0 
(0) (29.4) (70.6) (17.0) (0) (5.0) (12.0) 

(23) -1.5 10.1 91.4 27.5 -0.4 2.8 25.1 -14.1 
(0) i (0) (100.0) (32.0) (0) (0) (32.0) 

(24) 10.9 91.0 35.7 -0.7 3.9 
(0) (0) (100.0) (40.0) (0) (0) (40.0) 

但し( )は前表分子式よ り計算した理論値であっ 次に代表的航空用合成気筒潤滑油 (120番泊)の構造

て，この価に対してこの方法の誤差を最右側に記載し 碁を決定した。但し何れも組製合成油にアルミナゲル

た。 又は活性白土の1~2%を添加し過熱低圧水蒸気使用の

以上の結果から見られるごとく純パラフィン炭化水 真空蒸気料法(蒸気胞 醐 帥に対し約÷，

索の場合は例外な くその芳香族炭化水素含量は負の誤 7 ~10mmHg下〕を行って低溜分を抜頭した釜残泊を

差を示し， 又全鎖状炭素数において負の誤差となって 100
0 C前後で真空f戸過したものでその抜頭混度は 260

いる更に又この場合ナ フテン潔炭素数においてEの誤 ~2700 Cであった。

差に出ている， 従って全炭素数においては略満足する 尚 120番と称するものは 210
0Fにおける試油の粘

程度に合致しているよ うに恩われる。又 2重結合の存 度 120秒 (Sayboltviscometer)の意である。 又ここ

在はナフテ ン環数と して正の誤差に表れている， 更に に重合法と称するのは比較的分子量の高いオレフィン

イソパラフィンの場合は僅かに芳香族において負の誤 炭化水素(C 8~C 18 位の a 又は β位置に 2 重結合のあ

差であり， ナフテン深において正の誤差に表れている るmono-olefine鎖状炭化水素で場合により diolefine

ことを認めた。又全炭素数において 2，3の列外にお を5~1 0%含むと重合を促進する〕を合成し然る後更

いてその精度は略士 5%の程度であった，尚環状炭素 にこれに芳香族炭化水素 (ナフタリン又はアントラセ

の場合は炭素数の比較的大なる場合は一般に誤差小さ γ〕を 3~5 %添加し， 又は diolefine のある場合に

くその精度は同様土5.0%であると考えられた。 勿論 は添加することなく，更に場合により CC14又は C弘

前記 physicalconstantの特数が精確であると仮定し のごとき無極性溶剤を添加した後直ちに無水塩化アル

た場合のことである。 ミニウム触媒を少量づっ添加しながらその約 4 ~ 6%

次に今天然産原油の市販モビール(自動車)に関しこ を添加し最初常温より 最終 80
0
C迄約 8~10時間重合

の迅速分析法を応用すると第 4表のごとくである。 を行い，更に重合油は湯洗又は稀薄アルカリ洗糠を行

持 10発 早稲岡応用化学会報



第 4 表

|国学社l同 I S ~製 | 同
1dies同el30il グ 同 40 B B 

比 重 d 0 
4 0.9206 0.9001 10.9172 0.9120 0.8970 

屈 折 率 n~ D 1.5159 1.4963 I 1.5104 1.5070 1.4943 1.4871 

比屈折， r=解1En温&4+度Z .1 0.3261 0.3265 0.3243 0.3250 

アニリン臨界溶 。Cd 82.8 107.5 ! 90.5 105.5 96.5 121.6 

m(す) の {直 0.00387 0.00277 0.00360 0.00344 0.00264 0.00246 

分 子 量 (M) 258 361 278 291 379 407 

1 mol 中の全炭 素 原 子 数 18.4 25.8 19.9 20.8 27 .1 

lmol 中の芳香族炭素原子数 5.8 3.5 5.7 5.4 3.1 1.6 

1 mol中のナフテン炭素原子数 5.7 8.9 5.7 5.8 9.4 10.3 

1 mol中の鎖状炭 素 原 子 数 6.9 13.4 8.5 9.6 14.6 17.2 

粘度 (RedwoodNo.l) 1000 F 38.5 70.9 54.0 53.6 54.2 68.0 

H 210
0
F 5.8 7.4 6.8 6.7 6.7 

環 状炭素数/全炭素数% 62.5 48.1 57.3 53.8 46.1 40.9 

って完全に脱酸処理した後前記のごとく抜頭操作を行 酸素を行った後更に高圧低温で水添精製 (2500C)を

って得られたものである。尚この場合のK法油と称す 行ったもの，叉縮合油と称するのは石蝋のごとき鎖状

るのは重合原料油としてa-octadecene(C18H36)を 型飽和炭化水素の 1湿素誘導体， (OH)誘導体又は類

使用し上記のごとくしたもの， 又N法と称するのは同 似化合物と芳香族炭化水素(ベンゼレ，ナフタリン)

じく石搬を Zn(OH)3'Cr(OH)3' Al(OH)3の触媒で とをiA¥7.k.J1ii化アルミニウム又は活性白土触媒で縮合し

450~4800 C 下で接触分解して得られた場合宿型と β たもの，更に最後の天然油と称するのはロデ γサ産の

型との mono-olefineと一部 diolefineとの混合泊を 原油釜残油を初め duo-sol法，次に Barrisol法で夫

原料とし別に芳香族炭化水素を添加することなくその 々脱波及び脱自民した後接触白土再蒸溜法によ って得ら

鐙無水塩化アルミニウムで重合したもの，又水添法と れたものである。

称するのは不飽和脂肪油又は同脂肪酸の重合油を接触 得られた結果は第 5表のごとくである。

的に加熱分解又は水添分解 (330'C ~3800 C)して脱

第 5 表

| 重 合法|重 合 法 | 水添法 | 縮 合 法 |天然油|
(K 法) 1 (N 法) 1 (H 法) 1 (T 法) I(D.B.C法)1

比 重 d20 
4 0.8502 0.8680 0.8785 0.8901 0.8868 I 

隠 折 率 n~ 1. 4754 1.4800 1.4809 1. 4871 1. 4861 

比 屈 折 r=dー l・一l 
， . -n'+2 d 0.3291 0.3272 0.3255 0.3232 0.3238 

0.00105 0.00112 0.00158 0.00154 
m(占) 0.00097 

の 値 (0.00103) (0.00110) (0.00115) (0.00179) (0.00161) 

1031 952 893 633 640 M (分 子 量) (970) (910) (870) (560) (620) 

158.6 152.3 146.9 128.6 130.4 ア ニリン臨界 溶 解温度。C
(156.0) (150.2) (145.7) (100.1) (109.2) 

73.6 68.0 63.8 45.2 46.4 1 mol中 の全炭素原子数 (69.3) (65.0) (62.1) (40.0) (44.3) 

-0.1 -0.2 -0.3 土 0 +0.1 
1 mol中の芳 香 族炭素原子数 (0.2) (0.1) (0.0) (61)| (5.7) 

8.3 12.7 16.1 16.6 15.8 1 mol中のナフテン炭素原子数 (7.8) (12.2) (15.6) (12.4) (12.7) 

65.4 55.5 48.0 28.4 30.1 lmol 中の鎖状炭素原子数 (61.3) (52.7) (46.5) (20.0) (25.9) 

沃 素 価 (ウイス法) 20.2 28.1 6.3 28.6 

修 25~会 68 号 (1 958) 義 II扶



以上( )内の数字は分子量実訊~の結果よりの分析

結果である。 この結果から見られるごとく実測値と計

算値とは略一致している。但し分子量が何れも500以

上であり， mは0.002以下であるため前記同表より推

定されるごとく芳香族炭素原子数は表れぬのである。

又ここに計算されたナフテン環は芳香族環も含むと推

定される。要するに合成i由の場合はナフテ γ環と して

1. 0"-'2.5の範囲で含まれており， 又天然i由のそれは 2

，，-， 3];震が含まれるように思われる。但し単環か多環か

は明瞭でないか重合法の合成i由の場合はナフタリ γ等

の芳香族炭化水素を添加しない限り多分単環であると

推定される。更に重合法及び天然i出の場合何れも沃素

価が相当あって略 2重結合 1個が分子中にあることと

なる。要するに著者提唱の迅速環分析法によればその

構造基は略正確旦迅速に決定され，又その精度も多少

悪いが略 2"-'10.%であって分子量500以上のごとき油

に対しては略満足すべき と思う。尚芳香族に関しては

水素価等によ り本格的環分析法が望まれる。

尚前記抜頭の際の各種溜出油(自動車モ ビール油そ

の他)に関しても本法を応用したがその結果は第6表

のごとくである。

第 6 表

(曹長鮪|(ld牢)|1(岬 r)t1i榔 )
同

(10mmHg溜分)
180"-'2200 C 

自認車モビ ー マレン池溜分スピンドルル油自記車モピー マシンi由溜分
ノレ ノレ

比 重 d20 4 0.8309 0.8151 0.8046 0.8421 0.8219 

屈 折 率 njJ 
比屈折J;=nz-1・1

n2十 2 d 
0.3310 0.3319 0.3323 0.3294 0.3307 

分 子 量 (M) 472 316 238 463 298 

1mol 中の全炭素原子数 34 23 17 33 21 

1mol中芳香族炭素原子数 -0.3 -0.2 -0.2 -0.2 -0.1 

1mol中ナフテシ炭素原子数 4.9 4.6- 4.5 6.8 5.4 

1mol中の鎖状炭素原子数 29 19 13 26 16 

沃素価 (ウエス法) 6.6 3.2 10.5 6.1 

即ち何れの場合も芳香族炭素原子1尽く，単一ナフテ ( 3 ) 天然産油よりの市販自動車モビール油にこの

ン環約 l個があるように思われる。又この場合沃素価 方法を応用して検討し，又代表的高級合成潤滑油(120

は一般に小さい。 番航空モビール油)に応用してその構造基を検討した

総 括 結果共に略満足すべき結果を得た。

従来高級潤滑油即ち鎖状型高分子炭化水素i由の化学 (4 ) 本法の適用において高級合成潤滑油の場合は

構造基を決定するには一般に球分析法が用いられた， 蒸溜精製全く不可能で旦その分子量も 500以上のため

併しそれ等の操作は繁雑で多くの時間と努力とが払わ 多少その精度において劣る所があったがその操作法が

れる割合に間違が多く起り易い欠点がある。著者は 簡単で且迅速であり，比屈折と比重とを精確に測定さ

これ等の欠点を除くために従来の Waterman及び れればその後の操作時間は約30分以内であった，但し

Leendersteの aniline点法と比兎法とを混合して行 所合の芳香族環に関しては分子量 500以上の場合その

う所の新法を考案しこれを検討し次の結果を得た。 aromaticfactor及び不飽和炭化水素等の影響で計算

( 1 ) 先ずこれ等2法の実験及び計算の諸操作を数 が出来なかった。

式化し，更に得られる 3次方程式を解くことによって ( 5 ) 高級合成潤滑油 1mol中の環数は 6炭京環と

m-r-d 関係式を得，続いてこの関係を図表化し， して最低 1.3(K法油)より最高2.6(H法油〕である。

結局実測によって夫々 rt及び d?を知ることによ 又天然油(ロテ・ッサ原油よりのもの)よりの高級潤滑

m(一一1 ー)を求める方法を案出 しt::. 油は約 3環であって中 1球は芳香族環であると思われ分子主 ー。
( 2 ) この結果を文献により既に得られた高分子炭 る。

化水素油に応用して吟味し，且それ等の分析精度を検 併し沃素価が天然油及び重合法の場合可成大きし

討した，その結果それ等の精度は土 5.%の範囲である これが環数の結果に影響しているのではないかとも考

ことを認めた。 えられる。

義 12後 早稲岡応用化学会報



報文
ORIGINAL PAPER 

石蟻の接触分解による高級 Olefineの利用
(昭和33年10月30日受理)

江崎平八，大和田健次，石 川 平七

The utilizations of higher olefinic hydrocarbons by 

the catalytic cracking of paraffin wax. 

Heihachi Ezakl， Kenji Owada， Heishichi Ishikawa. 

The paraffin wax of M.P. 1500F in gas印 usphase has been decomposed， in the presence 

of the catalyst : ZnO+AI203， packed granualy in iron tube， to obtain olefine oils coresponding 

the chain lengths of ClO to C16 and the boiling range of 170~280oC. 

The sulfations of those olefines and the subs問 uentneutralization by 1 0~20% apueous 

NaOH give iso-alkyl Na-sulfate， when this product is further heated with concentrated HCl 

and the separated oily material is steam distiIled， longchain higher alcohol of the formulae 

C民 (CH2)9CH(OH)CH3 is finally obtained， with the yield of about 65.0% from olefine. 

緒言

Paraffinを接触分解して得られる液状オレフ ィンを

AICisを触媒と して重合せしめ潤滑油を合成すること

は戦時中に研究された。石油化学の進歩は低級olefine

の利用発展には大いに与っているが Higherolefine 

については殆ど利用する ことなく この生成を極力減殺

して低紙オレフィンの生成増加を計っている。しかし

C 8~C 16 の液状オレ フ ィンは 界面活性剤と し て又

Secondary Alcohol として利用の価値ある ものと考

えられる。そこで著者等は Paraffin分解によ って生

ずる Higherolefineを硫酸化し合成洗剤及び更に高

級アルコ ールの生成について研究した。

A) Olefineの生成

I 実験装置及実験方法

1500F Paraffin を滴不器に入れ外部より加熱し液

状とし 80~1 00 oC に保ち一定速度で滴下した。

予熱部を 300~400 oC に加熱し gas 化せしめ反応管

に導く。反応管はや;21mm， 1; 800mm の鉄管を使用 し

これに ZnO(lmol)+ Ah03(9mol)の共沈触媒を 3.x

6mmに成型し脱水せるものを 150cc充填した。

分解反応、混度は 400~550oC ， L . S.V . は 0. 1~0 . 5

にて遇油30分，触媒再生は蒸気を 20CC/hにて30分，

空気を 101;"とし 600
0
Cにて30分間行った。受器に捕

集した生成物は分溜してolefineoilと未反応、 Paraffin

に区別した。

捺 株式会話土丸見屋

鰍 株式会話土丸見屋

制緩早稲岡大学理工学部教授

修 25巻 68 号 (1958) 帯 13喪

Recie叫 T

Table 1. Paraffine waxの接触分解

温度|;a卜3014イ4イ吋。
未反応、

x95581016003281 i247 12.2 

分分同
(w

解解a(泊ガwX1(ス
tw0F0

〈

dEg9
〉

く

g

6

〉
t 〕〉

2 2 7 8 2$ 4 3 9 6 33 9 19.8 

53.7 

) 1 2.3il1.2!15.0126.8140.2 65.8 

一墨付十2.1139.6136.6132.129.4 

IC析出量(g) 一 一 O.31 o. 81 1. 2 2.2 

解
(w
油
t{Fw6〕

92.077.852.627.1 19.2 

分分
t P4 )) 3 . 7 9 . 8 2 8 . 4 4 1 . 6 3 2 • 0 16.9 

解ガス(1 
62.1 

0.3 1 'ê;~~íòòg/ 12.417.0111.2120.5137.1 
同 (g)14.3112.3118.6130.0147.2 71. 9 

27.8 

C析出量(g) 1 - 1 O. 11 0.61 1. 31 1. 6 3.0 

| ! | (WM)86.568.849.218.8| 1 1.93.4 

分分解油(wt94)) 7.115.325.845.130.614.9 
解ガス(1 

0.1 J吋(g) 1 6.2115.5123.8:34.4!58.5178.0 

一 子量 … 犯 引 ベil;
十一[卜ド

3幻3

C析出量(g) 1 0.21 0.41 0.91 1. 71 2.01 3.7 



E 実験結果

Paraffin waxの catalyticcrackingによるolefine

oil の生成実験結果は第 l表及び第 2図に示す通り で

ある。

表中C析出量は分解生成油及びガス量とを 100より

差引きたる数字をもって示す。

80 

400 450 500 ぉ3
互応~2&度(・ C)

以上の実験結果から分解池の収量大にして未反応

Paraffine及び分解ガスの比較的少い 4800C附近を，

又 L.S.V.は 0.5が最適条件と考えられるので原料

Poraffinを梢多量に使用し olefineの製造を行った。

E 原料 olefineの調製

原料と して 1500 F Paraffin wax (C24"'26) 2，000 

gを使用し次の結果を得た。

CH3(CH2)22 CH3 ~盟ど空O→
Paraffin 470。土 10

0

C

2，000g LSV 0.55 

CH3(CH4)g・CH:CH，+CH3(CH2)IOCH3 

a-mono-olefine oil 
1，233g (61.65%) 

+ gas+freeC 
423.8l (38.35%) 

この粗製油を分溜してa:-monoolefine 694gを得

た。Paraffinからの得卒 34.7%である。 このものは

d2l=0.758 n皆=1. 4255である。

又蒸溶性状は次の通りである。

初溜 10% 20% 30% 40% 50% 60% 

570 C 100 121 140 163 186 206 

70% 80% 90% 94%(乾点〉

233 255 285 293 

残澄 4c芯(未反応 Paraffin)損失 2cc

尚94%溜出物の性状は次の通り
_， 20 _ 20 

得率 (1-4 njj 
50"'1700C(C6"'CJO) 279g(12%) 0.736 1.4135 

170"'2850C(CIO"'CI6) 332(14.2%) 0.773 1.4285 

285"'297
0C(CI6"，CJ8) 15(0.7%) - 1.4400 

residue ( C 18以上) 27(1.2%) 

170"'285
0 C溜分は全olefine90% にしてa:-olefin

77%，βーolefin5% di-olefine 8% saturated oil 10 

%である。

又分解ガスの組成は

H2 6.0% 

CnH2D 67.4% 

CnH2D+2 25.3% 

その他 1.3% 

で平均分子量は43となり平均 C3H6に相当する。

B) Higher alcoholの生成

I 生成反応式

higher olefineの sulfationには (1)の反応が主

体であって，この反応のみを求めるのであるがその他

の副反応が起るものとされている。

R-CH: CH2+H2S04ごR-CH-O-S03H
| … ・・(1 ) 
CH3 

Secondary alkyl sulfuric acid 

R -CH -O-S03H + RCH:CH，ごR-CH-O-S02-O-CH-R 

CH3 CH3 CH3 

・・…(2 ) 

dialkyl sulfate 

2R-CH-O-S03HごR-CH-O-S02-O-CH-R + H，S04 
I I ・…・(3 ) 

CH3 CH3 CH3 

R-CH-O-S02-O-CH-R→H2SO.+R-C=C-R 
I I I……(4 ) 
C~ C~ C~C~ 

Polymer 

2R-CH : CH2 H，S04 R-CH-C-R ……・ー …・・ ・・(5) 
一一一→ I 11 

CH3CH， 
Polymer 

R -CH = CH2 + H2SO品ご(R-CH-CH3)+• H2SO.-

...…(6 ) 

carbenium complex 1 unstable 

(R-CH・CH3)+H2SOょ+nH2S04ご(R-CH -CH3) + 

H，SO.-・nH2SO.…・………υ ……………・・ .....(7 ) 

stable 

Decomposition 

(R-CH-CH3)+H2S04-• nH2S04ごR'-CH

=CH-CH3+ (n+ I)H2SO.・・・・・ …………・ …..( 8) 

(R-CH-CH3)+H，S04-• nH2SO.→ 

被 14後 早稲田応用化学会報



R -CH -0-S03H・nH2S04 …・・ー・・…-… ...( 9 ) 

CH3 

又中和の際の反応式は

R -CH -0-S03H・nH2S04+ (2n + I)NaOH→ 

CH3 

R?o-叫 Na+nNむ804+(加l)H20 ...(川

CH3 

となり dialkylsulfateは NaOHと加熱することに

よって

R-CH(CH3)ー0"
R-CH(CHb o/叫 +NaOH→R?-0叫 Na

CH3 

+R?-OH (ll) 

CH3 

の反応により monoalkyl Na-sulfateとal∞holと

を生ず。

更に monoalky 1 soduim sulfateの加水分解によ

る alcoholの生成は

R-CH-OSOsNa+ HC1+H20 

CH3 R-CH-OH+NaCl+H2S04 ...(12) 

CH3 

の反応に従うものである。

E 実験結果

170
0 
~2850 C (C lO~ C 16) 沼分の olefineを flask

に採り外部を冷却して激しく按伴しつつ 2~70 Cにて

H2S 04を滴下した。 i筒下終了後そのまま若干放置し

これを OoC附近に冷却せる 10%NaOH液中に徐

々に加え中和した。液は初色から中和が進むに従い緑

色を呈するに至り PH8. 5 にて淡黄色となる。~に小

室の alkaliを加え PH9.0附近とし waterbath上

にて逆流冷却器を附し約 1時間加熱する。 これ は

dialkyl sulfateを反応式(11)に従ってmonoalkyl 

Na-sulfateと alcoholに分解せしめるためである。

冷却後二局となるをもってこれを分別する。上層は

黒掲の未反応物，分解生成アルコ ール及び重合物であ

り，下層は淡黄色の alkylNa-sulfate及 Na2S0昏

の混合物である。

しかし alkaliを加え加熱する場合に dialkylsul-

fateの分解に alkaliを消費しPHが酸性側に移るこ

とは monoalkyl sodium sulfateを分解するため注

意しなければならない。

下層液は waterbath上にて蒸発し帯黄色の粘調物

質を得る。これをl滋を硝し真空乾燥して Paste状の

alky 1-N a -sulfateを得る。

上層液は蒸気蒸溜して生成アルコールを分取する。

これ等の結果は第 2表に示す通り である。

Table 2. olefineの sulfation

2 3 

硫酸濃度 96 98 20%S03 

H2S04 ru (g) 32.5 62 25 

olefine量 (g) 45 84 45 

a.βtotal olefine宣 (g) 36.9 68.9 36.9 

反応温度 ("C) 2~9 4~7 2~7 

反応時間 (h) 1025' 1030' 2000' 

放置時間 (h)| 35' 1000' 2000' 

NaOH (g) 15 40 17 

alkyl Na-sulfate (g) 22.5 69.0 40.0 

理論収得卒 (%) 29.2 47.9 5l. 9 
total olefineに対する理

35.6 58.4 63.2 
論収{{}卒
未 反 応物 (g) 22.5 17.0 

同収得卒 (%) 50.0 37.8 

5.4 4.7 
「司alkylNa-sulfate 

8.4 7.3 
綜換算 (g) 

合収卒 (%) 48.8 74.7 

但し 01efine中の a.β全 olefineを 82%とした，

C 12として計算した，

4 5 6 7 

20%S03 20%S03 20%S03 20%S03 

25 25 32.5 56.5 

45 45 45 84 

36.9 36.9 36.9 68.9 

4~7 2~6 0士1 3~7 

1030' 1030' 1030' 1020' 

35' 8000' 30' 30' 

18 23 21 32 

42.0 22.0 38.0 80.0 

54.5 28.6 49.3 55.5 

66.4 34.8 60.1 67.7 

25.6 22.0 

56.9 48.9 

5.4 4.8 

8.4 7:4 

48.1 71.7 

綜合収卒とは totalolefineに生成アルコールより換算した alkyl-Na-sulfateを加へたものに

対する理論%を示す。
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得られた Paste状の alky1-Na-sulfate及びこの

液状物について加水分解を行った結果は第 3表の通り

である。

Olefine硫酸化物のソ ーダ塩を酸により加熱1)日水分

解 して得られた aicoholの性状は次の通 りである。

唯 一一 1.4330

Bp 一一一 225
0 
C 

OH Value 一一 297 

であって OHValueは laurylalcoholの OHValue 

301に近似しほほ C12の iso-aicohol であると考え

られる。

尚 sulfateの中和によ って生ずる R-CH・(CH3)・

0・S03Naの溶液について laury1-Na-sulfate と表

面張力，起泡力等を比較すると第 4表のごとくであ

る。

Table 3. Alkyl Na-sulfateの加水分解

111213!4 |51 

Alkyl-Na-sulfate (g) 

HCI (U6， cc.) 

同 (3.5%，cc.) 

加 熱時間 (h) 

10 1 10 

100 1一

一 1100

3 1 3 3 3 

alkyl-Na-sulfata液 (cc)

同含有畳 (g) 

Conc. HCI 

Conc. H2S04 

alcohol 得 E
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Table 4.Alkyl-Na-sulfateの性能

lalkyl-Na-Ilauryl Na-
水 Isulfa~e I sulfate 

|0.5%液 0.5%液

1. 0 1 0.539 I 0.595 
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200 I 200 

)

)

)

 

℃

℃

即

日

R
d

回、υ
・'且

今
ノ
“

今

L

n
u

(

m

m

 

力

や

ぬ

市
川
μ
m

f
、、

張

張

均

力

商
(

泡

比

表

起

(C) 考察

A及びBの2に分けて考察を行う。先ずAの場合原

料オレフィンの生成反応、に関しては反応最適条件とし

て反応温度 470~4800 C 附近， 触媒と して AI (OH)3

+Zn(OH)2: (9: lmol)又 L.S.V. 0 . 3~0 .5 程度が

得られた。併し工業的には分解ガスの先生を出来る限

りおさいる必要がある。これは分解油中の 1 70~285' C

溜分 (ClO~CI6 で平均すると C1 2 に近く なる〕を出来

るだけ多くするためには原料石蝋 1回の通過ではガス

発生を少く して分解油の収率を日め，分解油中 には

3 

170~2850 C 溜分と未反応石燃のみより成るごとく操

作することが必要である。 この場合未反応石蝋は反復

し原料石燃と混合して分解反応を行わしめる如くすれ

ば有利であると思う 。従って反応温度は低目に し L

S.V. もまた， 高自にすることが良いと思う。又この

170~285 0 C 溜分中には以外に多くのオレフィン特に

出ーオレフィン炭化水素が含まれており Sulfationに

は好適の原料と考えられる。要するに以上のごと くし

て原料石蝋よ り分解油が得られ， C¥2に近似の ιーオ

レフィンと比較的少量の βーオレ フィ ンと ダイ以上の

高次オレフィンを総計90%も含む 170~285 0 C 溜分油

累計約 53%(wt%)を得ることが出来ると推定される。

即ち C24-26→C12-13(olefine) + C12-13( paraffin)の

反応が主と して起るものと思われる。

又分解ガスは水素ガス含量比較的少く CnH2n のご

ときオレフィンガスが矢張り圧倒的に多く， 又その平

均分子毘より見て C3H6の平均分子式を与える。

次にBの場合の Alkyl-Na四 sulfateのソーダ塩又は

Seωndary alkyl aicoholの生成であるが前記(170-

2850 C )溜分に硫酸を直接OO C~100 C で反応させ，更

に OoCで 10%NaOHを反応させて徐々に中和し pH

を 9.0たら しめる。 この際内容物は上下 2庖に分雌す

る。上庖は重合油と高級アルコールとの混合油であ り，

又下層油は Alkyl-Na-sulfateと Na2SO，とである。

又このものを更に HCIで加水分解する と S氏 一alkyl

-alcoholが生成される。又ここに得られる alkylNa 

-sulfateはこれを laury1-Na-sul :ate とその表面張

カ，起泡カ及び比張力等を比較した結果殆ど同一であ

る結果を得た。

以上の結果を更に綜合して工業的に収率関係を検討

して見ると次のごとくである。即ち原料石蝋(150
0
F)

1.000grより得らるべき各種製品の収得量は，

(イ) Alkyl Na sulfate;(平均組成，C12H25・O.Sο3Na)

0.51 x 0.48 x 0.82 = 0.20 1 ・ClO~C16 mono-olefine 

C，?H" • 0 • SOlNa 
0.201x -'.--."，.. TT  xO.632=0.218・・

C12H2.t 

. .....Alkyl Na-sulfate 

4.7 C12H出O.Sο3Na
0.201 x一一::-x一一一一一一一一一一一一=0.04036.9 ~ C12H250H 

C12H250Hより得らるべき Alkyl-Na-sulfate

合計 0.258 

(ロ) Se氾-alkyl-al∞hol;平均 C12H2bOH

{C12H250・S03Na
0.51X0.48X0.82x iJa--GEJ--x0.632 

4.7 1 
xO.61l+-:;'; 'n t =0.158 

36.9 J 
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I(ノ、) 未反応i由(中性飽和泊， 重合油，オレフィン未

反応油)

17.0 
0.51 xO.48x一一一一=0.093 

45.0 

〈ニ〕 分解ガス生成量 (平均組成.C3H6) 

O. 3385{ 1 + O. 3195+ (0.3195)2+ (0.3195)3 +...一}

0.3385 
+ 一一一一一 =0.490

1-0.3195 

くホ) 分解泊中170
0
C以下，及び285

0
C以上溜分，

(Cg以下，及びC11以上)

O. 140 + 0.008 + 0.014 = O. 162 

即ち

分解ガス生成量(ニ) 490g 

未反応油及び分解油中170
0
C以下及び285

0
C以上

溜分

(ハ)+(ホ)，93+162=255g

Alkyl Na-su!fate (イ) 258g 

Iso-alkyl alcohol (ロ) 158g 

合計 1，003gr 

(担当i

従って 1 70~2850 C溜分に対する sec.alkylalcohol 

の理論収得率は

0.158 
0.51 x 0.48 x O. 9 x C12H250H土型左

む;H;了一

尚 (ホ)の中170
0
C 以下分解泊中にも未だ60~70%

の出型オ レフィ γ を含むのでこれを略同様硫酸化すれ

ば ClO以下 C5位迄の alkylNa-sulfateを収むるこ

とが出来ると思う。

綜括

石憾の接触分解によって得 られた aー型 mono-

<llefine 炭化水素を主成分とする 170~285 0 C溜分 (ClO

~C18 で平均 Cl~) より夫々 alky1-Na-su!fate及び

sec-alkyl alcohol を製造する実験研究を行って次の

結果を得た。

( 1 ) この場合の最適媛触分解条件と しては触媒と

して A!，03-ZnO (mol比 9:1) を使用した場合反

応温度4800C附近， L.S.VO.5附近が最も良く， 又分

解油を分溜して300
0
C以下を抜頭し， この油を更に分

溜して 170~285 0 C 溜分を硫酸化の原料油と して使用

した。

( 2 ) この原料放頭油の収率は原料石蝋に対し初回

の通過によって 34.7%(wt%)であるが，更に分解泊

中の未反応石燃を反復反応せしめることによ って，そ

の収率を略51%に高めることが出来る。又この原料抜

頭油の 1 70~285 0 C 溜分の収率はこの原料油に対し48

%である。又この溜分はaー型 olefine77 %，β型5%

及び di-olefineと忠、われるもの8%，更に飽和泊10%

からなっている。

(3) 1 70~285 0 C 沼i分の硫酸化の場合は 2~7 0 C

で反応せ しめ，得られる下層液を更に OoC で 10%

NaOHで中和し， その pHを 9.0とした時の最適条

件はこの原料油に対し205!五S03の硫酸を H2SO.とし

て56%添加し， 反応温度 2~7 0 C ， 1時間20分，放置

時間30分の11'与であって収率理論Eに対し55.5%であっ

fこ。

(4 ) 次に加水分解の場合はこの Alkyl-Na-sulf

ate Conc. HCI約同一重量添加し，3時間加熱した場

合に最適条件が得られ，理論収率に対し約61.1%であ

った。又ここに得られた alcoholはその性状特数より

見て肺訴 C12の sec-alcoholである と考えられた。

(5) (3)項で得られた Alkyl-Na-sulfateの溶液

についてLaurylNa-su!fate溶液と比較検討した結果

表面張力及び起泡力において略同等であったことを認

めた。
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報文
石油の分解環状化による B.T. X.と

エチレンの新製造法について
(昭和33年11月8日受理〉ORIGINAL PAPER 

芳 賀 物，也、
本
治

Ethylene Production by Aromatizing Cracking 

of Naphtha. Soji Haga 

This paper destribes a new economical manufacturing process of ethylene， propylene， 
with benzene， toluene， xylene， from petroleum naptha. 

The materials of reaction vesseles which expose reaction temp. were avoided to use 

steel or stainless steel. 

Special formed heat-resisting copper or copper alloy usεd and filled with packing 

material which gives rise to a minimum of carbon formation. 

The experiments were continued several hundred hours， but no disturbance occured 

回 usedby carbon formation. The experiments carried out with three kinds of fraction of 

Jranian naphtha， light naphtha boiles up to 120oC， medium naphtha boiles up to 150
o
C， and 

heavy naphtha boiles up to 180oC. From medium naphtha， about 50% by wt. was cracked 

gas and residual was aromatizing gasoline. The constituents of the cracked gas were as 

fallows. (wt%) 

40.7% 

。lefinicH.C. C3Ha 20.4% 

C.Hs 81.3% 

18.4% 

parafinic H.C. C2H6 6.9% 

C3Hs 1.9% 

others 
0.8% 

CO 1.3% 

Butadiene and acetylene was not detected， 
The aromatizing gasoline was consisting maily benzene， toluene， xylene， with smaH 

amount of ethyl-benzene. 

The next deta shows the containts of aromatic H.C. in the crude fractions of the: 

aromatizing gasoline， by Englar distillaton. 

70~950C 95~1250C 

benzene 37.0% 3.3% 

toluene 23.3% 34.9% 

ethyl benzene 0.3% 5.1% 

恥1-P-Xylene 0.8% 13.5% 

O-Xylene 0.1% 4.7% 

Tota¥ 61.5% 61.5% 

1 25~1 50oC 

4.3% 

18.5% 

13.8% 

36.6% 

栄元日本油化取締役工務部長
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1.緒 言

最近発達した石油化学工業は多くの製品を製造 し

て， その製法も多岐にわたって居るが，その主幹を

為すものはエチレシを含むオレフィン系炭化水素の製

造とベンゼン(B)トリオール(T)キシロ ール(X)を含

む芳香族系炭化水素の製造とに二分される。

オレフィン系炭化水素は 1930年頃からパラフ ィン

系炭化水素より高温分解で生成する研究 3)4) 5) が盛

んに行はれ接触分解による触媒の作用も明治、になっ

fこ。 6)7) 

高温分解の理論は遊隊基説 1)接触分解はカルポニ

ウム，イオン説 2) が確立された。

我が国でも近頃阪大の堤教授や早大の山本，森町教

授等の研究 8)があり昭和石油の特許 9)も見られる。

エチレンを目的とする工業的装置は遊間i炭紫を防ぐ

為め原料の数倍の高温蒸汽で加熱する分解法がS&W

社の設計に依って，各石油化学会社が建設し，運転に

入って居る。他にはエチレンは石油の接触水添による

分解装置 (F.C.C.)から廃ガスとして得られて居

る。その含有量は前記のものより少なくプロピレン，

プチレン等は p-p及び B-B溜分と成ってプロパ

ン，ブタンとの混合物として生成されて居る。

次ぎに石油の環状化脱水素による芳香族炭化水素の

生成は1860年にオイルガス製造のタールの中に発見さ

れて居たが 1915年に Rittmannの研究 10)によって

鎖状炭化水素から環状化の生成理論も休形づけられ本

日迄数多の研究を生んで鎖状炭化水素は先づ分子量の

小さなオレフィン及びテエン類に分解され，これらが

次ぎに互ひに反応して環状化して遂いに脱水素作用を

受けて芳香族となる機構がほぼ確立された。 12)13)こ

の理論に基づく工業的装置の研究も見られる。 16)

金属の酸化物が接触能のある司王も明かにされ各種の

耐火材料も用いられたが， これらは直ちに遊難する炭

素で黒化して，その作用、を失うのである。 銅ク ロミヤ

触媒を用いて行うカタロール法も英国で工業化したが

一定時に空気を送り炭素を焼き去る必要がある。

これ又遊縦炭素の析出が工業的装置の一つの悩みと

成って居る。

この炭素析出防止策と して水素を送り i限度の水素添

加を行う法が採られて居る。

経質油から芳香族炭化水素の工業的製造は此の方式

による郷発油改質装置の F.C.C.やプラットフォ-

Eング装置が我が国でも運転されて居りその生成油か

ら回収されて居る現状の様見受けられる。

著者は石油類から分解脱水素によるオレフィン炭化

策 25谷 68号 (1958)

水素の生成理論と王液状化による芳香族炭化水素の生成

機構が近似して居るので適当な装置と触媒とを用いる

事によってn混蒸汽をJFjt.、る事なく，水素添加をする

事なく，我が国の石油化学工業経営上の錐関として居

る根幹の原料の製造原価を安価にする新方法を発見し

得ると して併せてこの工業化を研究した次第である。

2. 本方法の説明

石油溜分からオレフィン炭化水素の生成の段通温度

は原料の溜分で若干奥るが 600~7000C である。 11 )

此の温度では同時に遊間L炭素を析出して次第に反応

管を閉塞する難点、を生じる。

文石油溜分から環状化反応に依り，芳香放炭化水素

の製造も 500~7000C の温度を必要として!尖索を析出

しi前と同様な|村燥を生じる。

特に反応析を鉄又ニッケル合金とす時は遊雌炭素が

多く，我が[可では現在原料に多量の高温蒸汽を直媛混

合して炭京の析~\を防止する方法が採られて居るが，

分解混皮よりi墨かに1:れ、高温蒸汽の多量の製造には多

大の燃料をまEして製造費の高くなることは免ぬかれな

い様である。

他方環状化に依る芳香族炭化水素の製造には水素を

用いる法及び遊肉11炭素を系外で燃焼し去る法が採られ

て居るが装慌の門的上エチレン等を多量に得る事が出

来ない。

本研究の方法はこの様な方式に依らず炭素の遊向IEを

防止する作用のある銅系の金属で耐久性を持たす為め

ステンレス管の内而に厚く均一に被覆して反応管とし

て用い，且つ脱水京能及び環状化能あるものを充填し

て分解とE液状化をわーはしめ好収率で B.T.X.の製造

とエチレンの製造とを同時に行う方法である。

この様な反応!jf'VDち加熱管は勿論耐熱で種々試作の

結果5米以上のものも容易に製作され試験の結果は長

期の運転に良い成総を示し得た。

3 実験装置

次ぎに実験装置の慨略の図面を示す。

実験装置の慨略図
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1. 試料槽 2. 原料ポシプ

3. レベル楠 4. 油流量計

5. 反応管 6. 電気炉

7. 高温度計 8. 蒸発塔

9. 水冷却器 10. ガス分離器

11. 逆流冷却探 12. 刀「スメーター

13. 吸込ポンプ 14. ガス槽

4. 分析方法と原料

分析法はガスはオーザ γ ト吸収法とポドビールニア

γ ク低温蒸溜法により，又芳香族炭化水素類はベーパ

ークロマトグラフ法によった。

吸収法はイソブチ レンは65%硫酸，プロピレンと，

Nブチレシは87%硫酸，エチレンは 0.5%硫酸銀を含

む98%硫酸の吸収置で示した。

吸収法は正確を期しIf!ftいので低温蒸溜法によって確

認する法を選んだ。

原料の重質ァフサは三菱石油他は興亜石油の製品を

用いたが，共にアラビヤ産原油からの蒸溜物で芳香族

乃至アフテンの含有は極めて少ない。

5. 実験

試料は，図面 1の原料松lから 2のポンプで高所にあ

るサービス槽に一定のレベルに送り流量計3で調節し

て電気炉 6で所定の温度に加熱された加熱色.;5に送ら

れる。

炉内の温度はサーモカ γ プル 7で段高温度が計られ

管中の温度も予め測定された。

分解生成物は次ぎに蒸溜塔 8を通り重合した重質油

を分離の塔頂から経質油分と分解ガスが水冷却器 9を

経てガス分離器10に入り凝縮した11E分とガスに分かた

れて，ガスは更に逆流冷却器11を経てガスメーター12

で計量され吸込ポンプ13で水槽ガス溜に圧入される。

第一表は重質ナフサを緩蝕分解して約半量宛の油と

ガスに分解された，分解生成i出の蒸溜性状と分解ガス

の組成を示したものである。

第一表 アラビヤ系重質ァフサの接触分解

原料油

比 重

初溜

10% 

20% 

40% 

50% 

60% 

70% 

炉温

0.810 

800C 

1500C 

1701/ 

185グ

188グ

192グ

200グ

8000C 

装 20挨

反応管内温度 700
0
C 

液空間速度 10 

通油時間 1 hr 

分解生成油 47.5% 

初溜 63
0

C 

10% 135
0

C 

20% 165グ

30% 1801/ 

40% 1901/ 

50% 200グ

60% 205グ

70% 215グ

分解生成ガス 52.5% 

組成 (vol%)

H2 7.26% 

CH， 23.56グ

CnH2ll+2 2.61// 

C2H会 31.90グ

C3H6+nC4Hs 15.27グ

i C4Hs 11.31グ

分解生成油は原料と沸点に於ては大差がない，分解'

ガスは重量%にすれば更に増すが容量%で58%以上の

エチレンを主成分とするオレ フィ ンガスを生成してい

る。

第二表は，第ー表の生成油を更に再び循環して分解

した成績で，分解生成油は更に低沸点の油分を増して

行くが，ガスの組成は殆んど変らない事を示して居

る。

第二表循環油の接触分解

炉の温度 7500C 

反応、管内温度 6501/ 

i夜空間速度 7 

通 i由時間 1 hr 

分解生成 i由 53.8% 

比 重 0.832 

初 i溜 500C 

10% 100グ

20% 125// 

30% 146// 

40% 160グ

50% 175グ

60% 185グ

70% 195グ

80% 210グ

90% 230グ

分解生成ガス 46.2% 

組成 vol% 

Hり 包.56%
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CH4 20.44% 

C2H4 29.72グ

CnH2n十 2 2.32// 

C3H6+nC4Ha 17.98グ

i C，H8 14.81グ

第三表は新規のi由と一度分解された循環油との分解

率の相違を示したもので(1)生成池量は大差がなく寧

ろ循環油の方が少なく 150
0
C迄の溜分即ちB.T.X

を生成する量は循環油の方が 大である， (2)流速は大

になるに従って生成池は大で 150
0
C の溜分は逆に少

なくなる(3)比重と溜分沸点との間には 関係がない事

等を示して居る。

第三表 新油と循環池と分解率の関係

(重質ナフサ)

番号 1試料 |違空間炉温 |溜出池1比重 1150C迄
。c

μ[ 0 R'l，.，!' 
ラ4

( 1 ) 新油 14 800 41 ! 0.8361 

( 2 ) 循環油 10 800 41 iO叫 23 

( 3 ) // 16 800 58 10.842 

( 4 ) // 7 800 31 28 

( 5 ) 新油 6 800 60 0.818 15 

(6) 循環油 6 800 49 0.854 33 

(7) // 10 800 39 0.838， 37 

54 l。「 33 

(9 )新油 1 8 I 800 45 I 0.832 20 

第四表 分解率と生成ガスの組成 (vol%) 

番号 試料ガス 仰 8nA !CH41フィン
比率 +C3H6 i 量

99.421 i 
% ラ4

新油 59 23.6 27.2 60 

2 循環池 59 9.2 22.0 28.8 59 

3 グ I42 10.0 23.0 27.0 60 

4 グ 69 9.2 20.8 29.0 59 

5 新油 140 10.0 21.8 26.0 58 

6 循環池 51 10.8 21. 6 36.6 59 

7 // I 61 8.8 22.2 27.0 58 

8 // i 46 8.0 22.0 28.0 58 

9 新 泊 i55 9.2 21.8 26.6 58 

第四表の様に新原料油と一度分解を受けた循環油も

ガス化の割合は影響が少ない， 又その分解生成ガスの

組成も殆んど同様でオレフィン炭化水素類は60%前後

で他は水素メタン等でメタ γ以外の飽和炭化水素は少

ない。

第五表は低温蒸溜法で分析した全組成を示したもの

で.プタジエ ン，アセチ レン等は，検出されなかった

策 25谷 68号 (1958)

が，流速等の影響の為めかと考えられるので後日これ

が再検討をする事とした。

第五表低温蒸溜法に依るガスの組成 (Vol %) 

H2 11.4% 

CH会 28.8グ

C2H， 34.0グ

C"H6 5.5グ

C3H6 11.6// 

C3Hg 1.2// 

C4Hg 4.6グ

CO2 0.2グ

CO 1.8グ

重量ナフサでは以上の様に生成油は B.T.Xの溜

分は少ないが， 分解泊を循環する 事に依り相当量の

B.T.X精分を得られる。

第六表 はエングラー蒸溜の 70~95 0C を粗B溜分

95~1250C をT組潟分 125~1500C を粗X溜分とし

て各溜分の芳香族炭化水素の含有量を示した。

第六表重質ナフサ分解油中の芳香族炭化水素

|溜

950 ~1 250(T溜分)

1 250~1500(X溜分)

次ぎに第七表に中質ナフサを原料i出として用いた生

成油の性状を掲げる。

第七表 中質ナフサの接触分解

原 料油

比 重 0.757 

初 溜 111 oC 

10% 126// 

20// 131グ

30グ 135グ

40// 139// 

50// 143// 

60グ 147グ

7011 152グ

80// 156// 

90グ 163グ

95グ 163// 

乾点 179// 

炉 温 800// 

液 空 間速度 5 

通池時間 lhr 
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分解生成油

比 重 0.774 

初 溜 400C 

10% 950C 

20// 110グ

30グ 120グ

40// 130グ

50グ 137グ

60// 143/，' 

70グ 150グ

80グ 158// 

90グ 169// 

芳香族炭化水素含有E
700~950 (B溜分) 61.5% 

ベン ゾール 37.0グ

トリオール 23.3グ

エチルベンゼン 0.3// 

キシレン 0.9グ

950 ~1 250 (T溜分) 61.5% 

ベンゾール 3.3// 

トリオール 34.9// 

エチルベンゼン 5.1グ

キシローノレ 18.2グ

1250 ~150 o (X溜分) 36.6% 

エチルベンゼン 4.3// 

キシロール 32.3グ

即ち中質ナフサの分解生成泊中の B.T.X.溜分は

前実験に比較して多量で芳香紘の含有量も多くB溜分

及びT溜分中には夫々60%以上の芳香族炭化水紫を含

有して居る他T及びX溜分中に 4 ~ 5 %エチルベン ゾ

ールを含有してる事が認められた。

これらの実験は10日寺関連続して十数回繰 り返しその

都度，反応管を調べて見たがi型転に支障を来たす様な

遊離炭素が反応、管内に析出して閉塞される徴は認めら

れなかった。

以上の様な成績は流速の大なる為め反応管を通過す

るi出蒸汽は渦状運動をな して分解能を助ける 14) と共

に炭素を遊離さす作用のある欽ニッケル合金 15)等の

金属類の影響なし 之を抑制し熱伝導を良くされて居

る効果の為めと認められる。

経質ナフサの接触的分解も同様な結果を示したが後

報にその機会を割愛する事にした。

6.総 指

(1) 石油ナフサを分解し且つ 現状 化をせしめて

B.T.X.及びオレフィンガスを製造する方法を研究

し反応、管材料に炭素を遊離する作用のある鉄，ニッケ

ル等を避け銅系の金属材料で 18-8ステンレス管の内

面を被恋して用いて高温に長期の運転に良く耐える ~:p:

を知った。

(2) 前記の反応、管を使用して遊雌炭素を抑制し脱水

環状化作用のある充填物を用い流速を速かに して分解

を行う時は現今，我が国で行はれて居る様な多量の高

温蒸汽を用いる事なく或は，水素添加作用をかりる事

なく上記の困難を生ぜず迷統的に好収量で石油分解環

状化を行う 事が出来た。

(3) 中質ナ フサからは分解油中B溜分及びT溜分に

夫k 60%以上の芳香族炭化水素を生じ分解ガス より

エチレンを主とする60%以上のオレフィ γ炭化水素を

製造し得た。分解ガス中に CH~ 以上のパラ フ ィン炭

化水素は少なく更に後日の研究を要するけれ共アセチ

レン，プタフエンは検出されなかった。

(4) 流Eを大にして前記反応装置を用いる時は， 原

料油に他の高温蒸汽又は水索等を混入しないから，小

規模の反応管で多量の原料池を所理する事が出来且つ

運転授を低減せしめ得る結果，石油化学に主要なオレ

フィ ン及び芳香族炭化水素類の製造原価を極めて経済

的に為し得る事が推定された。
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附，工業的装置の考究

以上の総括中特に仏)の項目は工業上重要な問題で

あるから更に中規模の実験を継続すると共に工業的規

模の設計を行い之れが考究を行った。 附属装置の設計

を簡単にする為め又用途に依っては純エチレンを必要

としないので，ここに石油ナ フサを原料と して日エ

チレン(60%)20腿，プロ ピレン，プチレン等 10魁，

芳香族系ナフ サ6魁を生産する能力のある装置を，以

上の実験の数値と経験に基づき次の様なフローシート

を建て，これに要する主要機擦を設計する時は次の様

な規僕となる。

装置名及び個数

|番号|名 称 !個利番号!名 称 !個数|

1 I蒸発塔

2 I紡溜塔
!Al::|;;;:;:-11 

3 ピvチク ーラーI1 14 塔底ボイラ ー 1 

4 還流冷却機 11 15 熱交換機

5 中間冷却機 。l 16 
プロパ γ

セノfレータ ー 2 

6 熱交換機 I 1 I 17 インターアフ 2 
タークーラー

コンァーンササー 1 I 25 ランダンタン 2 

ガス溜

11 セノマーター 1 I 27 球型タンク 1 2 
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(フロ シート)

1 蒸発塔 D.1.12mxH.14.9m 段数 16

2 将j 溜搭 D.l.12mxH.15.4m H 15 

3 流冷 伝熱面積還 却器 D.570m.mx L.3.2m 26m2 

4 中間冷却器 D. 420m. m x L. 3. Om グ 15.3m2

5 熱交換器 D.420m.m x L. 2. 9m グ 13.3m2

6 経質冷却器
W . 3. Om x H. 2. Om 

xL.8.7m 
H 160m2 

7 加熱炉 D.3.0mx.15m 

8 ガス分離器 D. 9. 6m x H. 3. 5m 

9 
スタピ

ライザー
D. 750m.mx H.17 .Om段数 35

同 伝熱面積~6m2 10 
塔頂冷却君主

D.570m.mxL.3.2m 
26 

11 同塔亭 D.750m.mxL.3.0m グ 12m2 
リボイフー

12 グ熱交換器 D. 420m.m x L. 2. 9m グ 12m2 

13 グ冷却探 D.420m.m x L. 2. 9m グ 12m2 

プロピレン
14 ~，;;;.~" 

V / 

D.590m.mxL.1.5m 分離為

千ンター及

15 びアフタ- D.250m.mxL.1.8m 
冷却捺

16 2段ガス圧縮機 1501:P 

17 ポンプ 10台

伝熱、面積
2.8m2 

此の装置に要する原材料は次ぎの様に算出される。

( 1 )ナフサ 37庖

( 2 )電 力 7.200KWH 

( 3 )冷却水 550庖

( 4 )燃 料 3.0泡

第 25:fEo 68-'!手(1958)

此の装置を運転する人員は監督者を含めて 5人で充

分である。

1日の直接運転費は原料代に電力資，水道費，燃料

費，人件費，雑授を加えたもので，これに償却費，金

利， 経営費等を考慮、に入れて製造原価を算出する事が

出来る。夫々の単価はその条件で違うから差し控えた

が前記の任)の結論は優に立証する事が出来るであろ

う。

者 23発

追記 本方法は，特許登録済である。尚本研究に試

料と分析の一部に御協力を賜はった興亜石油

株式会社当局と実験装置の一部の製作， 設計

に助力を得た石井鉄工所に深甚の謝意を表し

ます。
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綜説 石油化学工業の現在と将来
(昭和33年10月30日受理)

目 次

(1) 絡 き
口

(ll) 石油精製工業と石油化学工業

(皿) 米国に於ける石油化学工業

(IV) 西欧に於ける石油化学工業

(v) 日本に於ける石油化学工業

(V1)結 言

(工) 緒言

近代に於いて『石油化学』という 言染程急、激にもて

はやされる よう になった言葉はなし、。それ程石油化学

製品は世界的に而も驚異的に普及し現在我々の身辺に

常に存在する製品である。

石油化学の工業的起源としては米国に於いて1920年

代に石油精製廃ガスよりイソプロピルアルコールを製

造し自動車の冷却液として使用されたのが最初である

といわれている。

米国の如き莫大なる天然ガス及び石油資源を有する

国に於いては当時迄化学製品には原料として石炭，油

脂，農業副産物等が使用せられ1930年頃迄は石油及び

天然ガスは化学原料としては軽視せられていた。所が

自動車の発達に伴うガソリ γの量的質的発達は分解ガ

ソリン増産と特に高オクタン価ガソ リン製造技術の発

達と を促した結果分解ガスが多量に製出するようにな

り，一方天然ガスの利用とプロパン，ブタン等のガス

分離技術発達と相侠ってこれが石油化学工業と しての

発展を導いた次第である。

第二次世界大戦中米国に於ける央大な霊の石油製品

需要と製油所施設の拡大が原因 し一方航空周目オクタ

ン価ガソリン製造技術発達とが相侠って石油化学工業

にそのまま極めて重要な基盤を与えた次第である。即

ち 100オクタン価ガソリ ン製造原料なるベンゾール，

トルオール，キシロ ール等を製造することに依り爆薬

の製造となり，天然ガスよりの水素はアムモ ニアを経

て硝酸となり，プチレンの製造は合成ゴムの製造を促

進したのであった。又独逸に於ける戦時中の石炭液化

と合成燃料製造技術は戦後直ちに石油に応用せられ石

油化学工業の今日の基礎を作ったのであった。

終戦後平和回復と共に人口の増大と民族運動の勃興

本昭和石油株式会社取締役製造部長

蓄量

藤 健沢 一

に伴う未開発国の開発即ち文明の高度化と交通の著し

き発達の結果化学製品原料の著しき不足を来し益々石

油化学工業の促進を来したのである。

石油化学工業は元来石油精製工業及び天然ガス工業

と密接な関係を有する ものであ り資金と資材と優秀な

る技術を要する装置工業であり従って綿密なる企劃を

要し，又製品需要将来の見透しを正確に計算に入れね

ばならぬ企業である。以下該工業の特殊性と米国西欧

及び我国に於ける現状と将来に就ての一端と卑見とを

述べる次第であるe

(ll) 石油精製工業と石油化学工業

近代の石油化学工業の発展は素晴ら しく， 数千種類

もの製品が生産せられ将来更に量的にも質的にも伸展

せんとしているのは前述の如くである。然しながら巨

額の資金と精微なる技術及び特殊なる資材とを必要と

する工業なるを以って経済的に工業化せんとするには

周到なる企劃が必要である。又石油精製工場又は天然

ガス生産との密接な関係なくしては企業の成立は困難

である。次に石油化学工業の特質と してその成立の基

礎条件を挙げれば次の如くである。

( 1 ) 石油化学原料の分雌

( 2 ) 石油化学原料よりの化学的処理

( 3 ) 原料の分自[t及び化学装置の工業的規模

( 4 ) 新技術と新研究

以上の 4つは石油化学工業計画の場合，その製品の

世界的販資戦に対応せんとするための要件であ り以下

各項を説明すれば次の如くである。

( 1 ) 石油化学原料の分離

石油原油及び精製生産物は無数といわれる如き主と

して炭化水素各種化合物の混合物であり現在迄に分子

式の判明せるものは二百数十種のみである。この事実

は各化合物の分離分別が困難なる結果である。原料が

不純物を多量に含む場合の化学処理は純度低くして複

雑多数なる製品となるのは当然である。従って現在石

油化学工業原料としては分子式の判明せる水素，エタ

ン，プロパン，ブタン，ベンタン，へプタン級迄の飽和

及び不飽和炭化水素並びにベンゾール， トルオール，

キシロール等一連の芳香族炭化水素，硫化水素等の極

めて限定された原料より出発するに止っている。従っ
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て現在はガス体を主としている故に原料の分離には巨 る。

額の資金と新技術とを必要とするのである。 要するに原料ガスの置の永続性の問題である。従っ

原料の純度を高めずして先ず化学処理を行い一次製 て石油化学工業は大製油所との関連性に於いて成立す

品となってから分断ーして純粋化合物を分別せんとする る所以である。

方法は化学処理に於いて反応の複雑化を倍加し失敗に ( 4 ) 新技術と新研究

終るのは当然と考えられる。天然ガス又はパラフィシ 石油化学工業は日進月歩に発達する工業である。製

の直接酸化に於ける生成物の複雑化及びその生成酸化 品商より見ても今日の合成繊維は明日は別の高級品と

物の分別困新!なることはその一例である。 変り，今日の農薬に代って明日は更に強力なる農薬製

石油化学原料を製油所に依存せずして石油溜分のク 品が生れる如き例である。製造方面より見ても装置の

ラッキングに依り取得せんとする場合はその分解に依 改良，新装置，全く異れる製法，高収率操業，新触媒

る経費を著しく増加し製油所廃ガスを原料する場合に の発見等々，日に月に進展し商品の販売競争が行われ

比し原料の原価の面で甚だしく不利となる。従って我 ている。ここに新製品製造面に装置改良函等に研究を

国の如き製油所規模小なる場合は製油所ガスを例用す 重ねなければならない必要性を生じて来る。

る点を考慮するのが得策と考えられる。 英米の石油化学工業会社は概算して商品販売高の 5

要するに原料の純度が高い程化学処理工程に於ける %の研究費を投じそれより少額の場合は事業の存続が

装置の適正，操作の容易即ち製品原価の低下と高純度 困難であると迄言われている程である。 即ちよ り良い

製品を得ることが出来る。 製品をより安価に製造するために装置改良，製法の改

( 2 )石油化学原料の化学的処理 善，新製品への変更等に研究を重ねねばならず，又装

従来の化学工業に於げる化学的処理は技術的工業的 置代回収期間 (Payoutperiod)は4ヶ年以内でなけ

に見て石油化学工業に直ちに応用出来るのは勿論であ ればならないと言われている。これは他社との競争上

る。 然しながら原料純度が低い場合には従来の化学工 旧装置及び方法に 4年以上も固執しては居られない事

業では経験しなかった結果が生れて来るのは当然であ を表わしていると考えられる。

る。 石油化学工業は精微なる技術研究を要する故に原油

プロピレンよりイソプロピル ・アルコール製造の場 産地である辺境の地に成立が困難である。即ち中東地

合の硫酸重合プロピレンの泡沫現象の如きもの又は複 区，ベネグェラ，インドネシア等の莫大なる原料ガス

雑なる重合生成物等はその例である。従って第一次製 産出地には高級技術，優秀資材，研究機関等の不足と

品の製造迄は石油精製技術と従来の化学工業技術との 不便の点に於いて発達が遅れている点は注目すべきで

合新技術であると考えることが出来る。第二次製品以 ある。

綜降は普通の化学工業の軌道に依って処理出来るもの

と考えられる次第である。 (ill) 米国に於ける石油化学工業

( 3 )原料の分離及び化学装置の工業的規模 米国に於いては1920年世界で初めて石油の廃ガスよ

石油化学工業は石油精製工業と同様に装置工業であ りイソプロピル ・アルコールを工業的に製造したのは

る。 天然ガス及び製油所ガスを主体原料とする場合は 前述の如くである。米国に於いては莫大なる天然ガス

ガス体より液体又は固体となし運搬に便ならしめねば 及び石油の資源を有し自動車工業と共にガソリンの量

ならない。従って分離，化学処理何れの場合も装置規 的生産が行われ質的には高オクタン価ガソリンの製造

模の適正が最も問題点となって来るのである。石油ガ となり 精製技術は逐年進歩を重ねた次第であった。即

ス又は天然ガスよ り水素を製造し硫安にせんとする場 ち各種分解蒸溜方法の発達改良であり更にこれより生

合を考える時，硫安製造装置の経済的規撲を先ず判断 産せられるヱチレン，プロピレン，プチレン等のガス

企画しその能力に応じた原料ガス製造又は分離装置を を原料とする重合法 (Polymerization)，アルキレ

設置しなければならない。それはガス体なるが故に巨 ーション法 (Alkylation)， イソメリゼーション法

大なるガスタンク類，圧縮機，洗機器，分離器等を必 (Isomerization)等の高オクタ γ価ガソリン製造法が

要とするからである。ヱチレン，プロピレンの場合も 進み遂に工業用イソオクタシの大量製造に成功したの

同様に能力規模の企画を正しく行うべきである。これ であった。これ等製造装置及び化学反応は石油化学工

は装置に巨額なる資金を投ずるが放に操業度従って原 業そのものなのである。続いて第二次世界大戦となり

価採算上製品価格に固定費が著しく影響するからであ 更に改良進歩せられていった即ち 100オクタン価ガソ
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リンの混合用であるベンゾール， トルオール，キシロ

ール類の大量生産，又これが誘導体である爆薬，水素

を利用せるアムモニアの製造と これが酸化誘導せられ

る硝酸の生産，ブチレンよりの合成ゴム等何れも箪需

品の大量需要に対処して益々石油化学工業の発展に拍

車をかけた次第であった。

米国に於いて第 2次大戦勃発前の1939年の石油化学

製品生産高は 113万屯であったが戦争末期にはその生

産高は 330万と約3倍に増加したのであった。終戦後

は平和回復となり これ等の研究，方法，装置，技術等

挙げて石油化学工業に転換したものと考えられ今日の

隆盛を見るに到ったのである。位界的に見て米国は過

去は勿論将来共石油化学工業の王座を確保することで

あろう。 一方更に米国の石油化学に対する資本と技術

は西欧その他各国に多大に寄与している点は見のがせ

ない事実である。

米国の原油処理量と石油化学に使用せられた原料の

比較表は第 l表の如くである。

第 l表米国の原油処恋!と原料ガス表(1 ) 

| 原油処理量 |石山B)原料 ¥! 年代 (A) I ( 一一(
(100万好/年)I (l00万好/年)I A ぎ

1930 145 0.029 0.02 

1955 412 5.64 1.35 

1957 467 6.77 1.45 

1962(推定) 572 11.45 1. 95 

1965(推定) 679 15.70 2.30 

米国に於ける石油化学工業えの投資は極めて活溌で

ある。 現在米国及びカナダに運転，建設中の工場数は

409に達し会社数は実に206に及んでいる。 これを業種

別に見れば第二表の如くである。

第 2表 米国 ・カナダの石油化学会社数表(2 ) 

! 石油会社又はその仔会社 I 66社

新しい石油化学会社 76 グ

化学工業会社 I 56 グ

石油と化学の共同会社 I 8グ

合 計 ! 川 社

米国に於ける石油化学工業に対する投資は莫大な額

であるがこれを全化学工業に対する資本投下と比較す

れば第 3表の如くである。

第 3表 米国石油化学投資額表(3 ) 

年 枠 lz油イレ時に対し 凶時王羽田;友
一一一一一一:'__l一一一一 |び関連塑並主立L

1955 1 5 (億ドル) 1 11 (億ドル)

1956 7 ( グ ) I 14 ( グ )

1957(維定)I 9 (億ドル) ! 18 (億ドル)i 

1958(グ)I 10 ( グ ) ! 19 ( グ 〉

1960( グ)I 11 ( グ) I 20 ( グ )

1965( グ)I 20 ( グ ) I 30~35( グ )

1967( グ)I 22 ( グ ) I 34~38( グ )

米国に於ける石油化学製品の生産は年々増加を重ね

て屑 り1965年には年間 850億ポンドに達するものと縦

定され℃いる。 尤も過去数年間にブーム的段階は終っ

たものの今後も化学工業の最も重要なる地位を占めつ

つ着実に発展を続けるものと考えられる。 最近に於け

る景気後退を反映して石油化学工業に於いて例えばポ

リエチレ γの如きは設備過剰の傾向が見られるが長期

的全体的に見れば石油化学工業の前途は極めて明るい

次第である。 特に石油化学工業に依る無機化'子:製品の

多量生産の事実である。即ちカーボンブラ γ ク，硫黄，

水素よりアムモニア，硫酸製造の?奇異的数字であり日午

年度既に米国に於いて全保機製品の 7%を越えている

のである。 第 4表は米国石油化学生産量及び伸張率を

示す。

第 4表米国石油化学製品生産量と伸張率表(4) 

\ R t:.r1-t-:'+'~::~lfl' I=J I~"*"H::' ~I { IJ c1 1 口 !金石油化学
年代 |脂肪族製品|芳香族製品|無機製叩 i製 品

(億ポン ド)I(億ポンド )I(億ポンド )I(億ポンド)
1945 I 54 I 14 I 23.5グ I91.5 

1950 1118 グ I 9.5グ I34 グ 1161 グ

1955 I 204 11 : 32 グ I95 グ :330 グ

1958 I 276 グ i 39 グ I110 グ I425 グ

|附 (363 グ I50 グ |印 グ I550 グ

1965 I 600 グ I80 グ I170 11 1 850 グ

年 間平均楠 7]口率

~9!~ I 17.0% I減 少 I 8.0% ~50 I .， .V/_ ，，~ -- I 
1950 I " /" I ~n nn/ I 11. 6グ I28.0% I 23.0グ~55 I "'v  I _V.V /_ I 

1955 I ，~~ " n ， " ~ L " I 12.2グ 9.411 I 7.6グ I 10.7グ l~60 I ._.- " ， ..V .V .. 

1960 I ，n n •. ^ ^ " ， ，，， i ^ ~ . I 10.8グ I9.9グ I4.4グ i 9.2グ |~65 I .v.v I | " .....-' 

米国に於ける最近の全化学工業製品中に占める石油

化学製品の異常なる重要性を量と販売金額及びこれ等

の割合を示せば第 5表の如 くである。

第 5表 震近の米国化学製品生産と生産金額表(5 ) 

年 代 | 附 I1957 1 1958 

比高 石油化学製品| 幻 7 403 i 425 

高利全 化 学 製品| l，450 i l ，490 1 l ，520 
民ンi ト一一一一一一 i一一一一一一一一[一一 ー一一一
且と!向上比率 259%: 26.8%1 27.9% 
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生，-.石油化学製品I 46.1 I 49.3 I 52.1 
億1:n. ~'"- ，，:.， M I n. " I "~n I 軍基.会 化 学製品I 84.3 I 87.8 ! 91.9 

金 ~I .T 一一一~I一一一一一!一一一一!一一一一
郡司向上比率 I 55例 56.0ベ 56似

第 5':l笠に於いて示す生産金額比率の石油化学製品が

米国の55%に及んだ事は篤JA¥であり石油化学製品のj単

価の高価なる点を示している。前述の如く米国の石油

精製工業は石油化学工業と不即不離の関係に於いて愈

々降盛となる事と考えらる。殊に米国の一般の軍需関

係は勿論 Eサイル，人工衛星等の新燃料製造の点に於

いても民的質的に発展を続ける ことであろう。

(IV) 西欧に於ける石油化学工業

西欧に於いては古くより石炭資源が皇官であり石油

資源は乏しかった。従って独逸英国仏国等に於いてこ

れを原料とする化学工業が著しく発達したのである。

ー方19世紀後半頃より液体燃料を利用する各種動力

機関がヨーロ γ パに於いて続々発明せられ実用化され

た結果20世紀前後より石油資源獲得のため戦争が起り

多くの石油のための条約締結せられた。第 2次大戦中

独逸に於いては石炭液化と合成燃料製造を余儀なくせ

られこれがための生産技術は著しく発達し戦後に於け

る特徴ある石油化学技術の基礎を作った次第である。

特にマーシャル計画及びその後身である欧州経済機構

(O.E.E.C)に於いては石油化学工業発達の計画を

採用したのである。

西欧に於げる戦後のエネルギー源としての石油の優

位性は石炭産地にも拘わらず重要視せられ石油精製設

備の拡張と新設が急速度に行われ石油需要の増大と共

に石油化学工業発展の現状となった次第である。

西欧に於いては原油国産を多額の政府援助を以って

奨励探索を行っているけれど現在約90%を輸入に仰い

でいる。然し会エネルギー需要中の石油の占める割合

は次の如くである。

1950年 20%

1955年 25//

1960年 (推定) 30グ

又西欧に於ける石油所要は，石炭産出の増加及び水

力，電力の精力日にも増して増大し石油化学工業発達の

基盤をなしている。石油需要置は次の如くである。

1948 

1957 

1960 (推定)

35，700，000屯

120，000，000グ

160，000，000// 

1970 (批定) 340，000，000グ

西欧に於ける石油化学原料は米国と梨り石油精製の

廃ガス，天然ガス，石油溜分の分解ガス，又石炭ガス

との共通利用を考え特に石油溜分の分解に依る原料製

造は積緩的である点は注目すべきであるが原価高のた

め将来は石油精製能力地大に切換えられるであろう。

又西欧に於ける石油重質泊分及び残澄物より 完全ガス

化即ち水性ガス製造に依る都市ガスと石油化学原料製

造の工業化の点は我国に於いても速からず実現するこ

とと想像される。

商欧に於いては石炭が111溜のため芳香紋原料は殆ん

ど石炭系より得られているが近来の西独に於ける石油

化学と共存は石炭よりの芳香族と同敷地内に於ける製

油所よりの芳香族とを合せ精製過程を同一にして生産

コストを低減しているのは注目すべきである。又アム

モニア合成原料も同機に共存混合精製しているけれど

も一般的に石川1系原料が益々増加している。

西欧に於ける最近の石油化学工業に消費せられた石

油及び天然ガスは第6表の如くである。

第6表 E咽:石油化学工業原料の消費畳表(6 ) 

1955 1956 i原料| 附

石油溜分I692，000屯I 7仏 000屯I8肌 000屯| 釧州州11恥l
天然ガス I 6ω7，00ω0// I 8剖0，0ω0ω0グ 12お8，00∞O.ググ
|合計い，114，00叫 し429，00吋1，795，000屯

第6是正に示す如く石油溜分の伸長率より製油所ガス

の榊1J日が著しく製油所能力の増大とガス有効利用の数

字が示されている。

西欧に於ける石油化学工業に対する投資額と全石油

化学製品の生産高を示せで第 7表の如くである。

第7表西欧石油化学の資金と生産高表(7) 

I 19 5 3 I 1959 (推定)

石油化学工業
への投下資金

石油化学製品
生産 高

240，000，000弗I1，070，000，000弗

200，000屯 1，200，000屯

西欧は従来化学工業に対する技術を有する上に近来

中東地区という位界第一の石油埋蔵地域を直ぐ近傍に

ひかえている。又南米ベネプエラ の石油産地も比較的

近距雌にあるために今後の石油化学工業の発達は目ざ

ましい事実となって来るであろう。 主要国の概要を示

せば次の如くである。

( 1 )英国

英国は元来石炭王国であり ながら戦後いち早く エネ

ルギー源を石油に切替え石炭は増産して輸出に注ぎ石

油の有するカロリ ーの有利性を利用した。米国の技術

第 25~会 68 号(1958) 長 27発



資本の導入もあったが現在世界第二の石油化学工業国 我国の石油化学工業は我国石油精製工業の規模と設

となったのである。資本投下は1956年には l千7百万 備等に制約せられ英米に比し著しく立遅れていた。然

弗であったのが1959年には約3倍に，生産高は20万屯 し戦後約10年我国自動車工業の発達と輸入新車の驚異

であったのが，約6倍にも増加せんとするという事で 的進歩に伴い高オクタン価カ'ソリンの国産化製造が要

ある。 求せられこれ等の装置即ち接触分解，接触改質装置が

( 2 )ブラシス 相次いで建設せられ石油化学原料ガスが多量生産され

フランスの石油政策は大戦前より合理的統制が模範 ることとなり略々工業化規模に迄成長したのである。

的であり国家の要請に従って順調なる方向に向ってい 政府に於いては昭和30年7月通産省々議に於げる『石

る。石油化学工業もその一環として発達し1959年には 油化学工業の育成対策』の線に従い第 1期計画が立案

投下資本24万弗が見込まれ生産高は次の如くである。 推進せられ本34年を以って略々完成に近い状態に迄立

1955年

1956グ

1957// 

( 3 )西独

37，000屯

50，000グ

56，0001/ 

至ったのである。

我国の事情としてこれが促進せられた原因として化

学繊維工業や合成樹脂工業の急速なる発達の結果芳香

族，石炭酸，アセトン等の原料の供給確保を図る必要

独逸の石炭とそれを原料とした化学工業の発達は言 があったこと ，昭和32年に於ける輸入金額が年間4，600

を倹たず，これを基盤とし更に戦時中の石炭液化技術 万ドルに及んだエチレン系その他製品は遂年増大する

が戦後石油に適用せられたのと相まって西欧第二の石 一方でありこの点より エチレン系石油化学製品の国産

油化学工業国となっている。 1959年の投下資本額は30 化に依る輸入防過の必要があったこと，主要化学工業

万弗であり石油化学製品生産高は次の如くである。 原料の供給価格を国際水準まで引下げを図る必要があ

1955グ

1956グ

110，000屯

134，0001/ 

ったこと等の理由があったのである。

通産省発表に依る第 l期計画の生産能力及び所要外

貨，所要資金は第 8表の如くである。1957グ 165，000グ

( 4 )伊太利

伊太利は西欧諸国の中最も中東

地域に近く石油運輸に便にして，

人口の割合に石油精製能力の増大

を誇っている国であり，又ポー河

地域の天然ガスに;恵まれている国

である。 現在は石油化学工業とし

て天然ガスを主に利用している。

投下資本と生産高は，次の如くで

ある。

1955 44，000弗 26，000屯

1956 51，000グ 38，00011

1959(推定)280，000グ 50，000グ

以上西欧に於いては19批紀石炭

王国であった英国が現在石油化学

工業の首位を占め，石炭よりの有

機化学製品製造に於いて世界に覇

を唱えた独逸は石油化学において

は英国に次いで第 2位となった。

第8表我国石油化学第 1期計画表

[生 | |技術料 |聖人別委外
産屯能/年力 所(百要万資円金) 関(千ドル係)I (千関ドル)iC千ドル〉

6，132 9，059 

ポリエチレン 52，000 I 22，790 I 12，737 6，679 20，416 

エチレンオキサイド 6，900 I 3，244 

l lm )1岬) 2，499 

スチレンモノマー 3叩 o! 3，957 I 2，626 495 3，121 

ポリスチレン 17，000 1，218 

ベンゾール

ト ル オ ー ル 18，320 1，744 

キ シ ロ ール 18，320 

イソプロパノ ール 2，000 

フ コニ ノ ー ル 3，150 

ア セ ン 10，340 
3，698 . 

合成 ゴム 49，800 I 17，411 6，587 4，312 10，899 

テレフタ ー ル酸lh500 i 山 5，596 1，010 6，606 

止口為 言十 l-「… |… |ー ド7，494
(百万円)1C千ドル)1C千ドル):C千ドル〉

注目すべき点は石炭化学工業の発展と競合する ことな

く，石油化学工業発達の可能性を有する点である。

以上概数として生産能力35万2千余屯，所要資金820

億円余，外貨支払額はその約25%なる 5千7百50万弗

即ち約 200余億円である。次に装置建設状況は略々次

の如くである。
(V) 日本に於ける石油化学工業
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昭和32年度 ーアルコール ・ケトン装置

(イソプロピルアルコール，アセトン ，プタノ

ール〉

昭和33年度 ーエチレン系装置

(ポリエチレ γ，エチレンオキサイド，エチレ

ングリコール)

・・ー芳香族装置

(ベン ゾール， トルオール，キシロール)

昭和34年 … …・・・プチレン系装置

(プタヂエγ，合成ゴム)

以上の装置は続いて運転には入り製品生産を開始し

ている現状である。第 9表は昭和33年半年間の生産量目

と外貨節約額を示す。

第9表 昭和33年上期我国石油化学製品

生産高と外貨節約額表(8 ) 

ロ仁3ロ 名 I生産実績(屯)1外貨(千節弗約)額

イソプロ パノール 710 197 

ア セ ト ン 1，340 335 

第2級プタノール 1，540 600 

メチル ・エチル ・ケトン 880 245 

ベンゾール 3，070 427 

ルオール 4，060 773 

キ シ ロ ール 4，200 832 

ポリエチレン 5，930 4，777 

エチレシオキサイド 440 318 

エチレングリコール 1，250 520 

フエノ ール 280 92 

ポリスチレ γ 4，950 3，575 

5十 28，470 12，602 

第10表 日米化学製品価絡比較表(9 ) 

仁3
IJ口 名 |米国内価格!目稿!倍 数

円1Ji1; I円/l在l

エチレンオキサ イド 「 寸五丁 250I 1. 5 

エチレングリコール !1 28~ 135 I 180 i 1.4~1. 3 
ポリエチレン 320 350 ¥ 1.1 

ブタノー ル I11 5~ 1 43 I 250 I 2.2~ 1. 6 

ベンゾ ー ル I 39 I 60 I 1.5 
合 成 フ エノ ー ル 11小川 1210!lN21

業そのものの変動を当然考慮しなければならない。 将

来製油所能力増大の期待に於し、て豊'庁sにして低廉なる

原料を得ることに依り 安定せる石油化学工業の発達が

望まれる次第である。

(Vl) 結 言

石油化学工業は約40年の歴史を経過したのであるが

実質的にいって今次世界大戦中及びそれ以後著しき進

展をなしつつある新興重化学工業であるということが

出来る。 そして遠い将来迄も繁栄する産業であると予

想される次第である。以上技術的，経済的その他に就

いて石油化学工業の特質の一端を述べ，米国，西欧そ

して近時の我国に於ける現状を述べた次第である。

将来世界各国の人口増大と大事件の継続と未開発国

援助とは英大なる化学原料の不足を来すことは明白で

あり，従来の化学原料の増加率にては到底充足出来な

いのは明らかである。この不足は当面石油に頼らなけ

ればならないであろう。 原綿羊毛に於いてさえ将来不

足を来すことが考えられる。又元来あまり考えられな

かった食料品に就いても米国に於いては既に石油化学

以上生産高は 1カ年として大約前記生産計画の20% 製品の2%以ヒ生産されている即ち米国に於けるその

には到達し，外貨節約額は 100億円以上となるものと lつである合成味の素の工業化は既に完成されている

推定される。 ものと想像されるが， 木昭和34年6月米国に閥備され

我国化学工業製品の価格は米国に比し約 1.5倍より る第 5回世界石油会議提出の論文中にもソ連より もシ

2倍高価であると言われているが将来戎国石油化学工 クロベンダデイエン即ち合成味の素原料その他の原料

業の発達に依り 国際価格に競争可能となり輸入の防過 としての論文が予定されている。

と輸出伸張に役立つことであろう。 第10表は昭和33年 人工衛星， 月ロケヲト，ミサイ ル等の新燃料は石油

10月現在に於げる日米化学製品価格の比較を示してい 中に最も豊富に存在する水素を主原料と し軽金属と化

る。 合させる国体又は液体有毒物質が主体であるけれど現

かくして我国石油化学工業は漸 く緒につき軌道に乗 在米国石油化学工場で製造中のヒドラテン，ニトロプ

りつつあるが一方我国の当日ijする不安定要素即ち原料 ロパン等と共に化学工業技術との合体のもとに将来更

入手の不足，製品需要の変動，新技術の登場，金融状 に超高カロリーを有する新合成燃料が製造されること

態の変化等々の原因に依り今後企業の変化が現われる は明らかであり宇宙時代の新燃料と して重要な使命を

のは当然である。かつて悶独，英国でさえ初期の石油 荷負う こととなろう。

化学工業育成時代の数年聞は苦難の道を経て来たので 我国に於いても製油所能力規模の関係上遅れていた

ある。我国は於いても今後数年間苦難の悶じ道と，企 次第であるが 2. 3年以前より漸く 治手の運びとなり
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( 2 ) 
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(3) Pet. Processing， Vol.，12， No.9p.107，1957 

(4) Oil & Gas Ioumal， Sept.l， 1958，p.124 

(5) Oil & Gas Joumal， Sept. 1， 1958， p.127 
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(9 )石油文化昭和34年1月号 16頁

参考資料

Oil & Gas Joumal， Vol.， 56， No.9， 158 

Ind. Eng. Chen.， Vol.， 50， No.1， 1958， 

石油化学工業の第 1期計画が略々完成に近ずきつつあ

るのは喜ぶべき次第である。石油化学工業の特質とし

て原料ガス及び原料成分の量的問題，製造設備の莫大

なる資金の必要，将来需要の変化，技術資材の問題等

あるを以って企業の場合は充分の準備が必要である。

将来は新技術の発明と発見建設資材の低廉と優秀化に

依り，より 安価なるものも， 又新触媒の発見，原子力

の利用等々の技術進歩に依り 我々が考え及ばないよう

な各種石油化学製品が出現することと想像される次第

である。

。
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綜説
パラフ ィンガスの脱水素による

不飽和炭化水素ガスの製造
(昭和33年10月 1日受理)

1.まえがき

近年の石油化学工業の発展は誠にめざましいばかり

である。石油化学工業の最も重要な原料はいうまでも

なくガス状不飽和炭化水素である。これらは石油類を

クラッキングしたり，あるし、はアルコール類を脱水し

ても製造される。石油のクラ vキングはふつうガソリ

γや都市ガスの製造を主目的とするもので，オレフィ

ンガスは副生的な場合が多し、。また，アルコール類の

脱水は経済的に非常に不利で，現在では工業的な価値

はほとんどない。しかし，ここに純粋に石油化学工業

原料としての不飽和炭化水素ガスの製造を目的とした

パラフィンガスの脱水素法がある。最近 LPG.(主と

して C3，C4の石油系ガスで容易に液化できるもの。

Liquified Petroleum Gas)の大量輸入が計画され，

石油ガスとくにブタンのコストの低下が予想されるよ

うになり， この脱水素法はわが国でも無視できないよ

うになった。パラフィンガスの脱水素により 生成され

るガスは通常オレフィン，テオレフィン，アセチレン写ー

である。芳香族炭化水素の製造を目的とするときは C6

以上の高級炭化水素を原料に選ばなければならない。

ここでは原料をパラフィンガスに限定してあるため芳

香族炭化水素の製造については無視することにする。

2. パラフィンの脱水素

炭化水素を熱分解する際， C-H結合よりも C-C結

表 1 結 合 エネル ギー

森 義 良日田

合の方が切断され易い。C-Cの結合エネルギーはC-H

の結合エネルギーよりも弱いからである。表 1は数名

の研究者により得られた炭化水素の結合エネルギーを
(17) 

示したものである。

表から分るよう に C-H結合は C-C結合より切断さ

れにくいのであるから，これを優先的に裂断するため

図 l

脱水素卒後U'!'ラフィユーオレフィン

三60
0 

F ，0 

紛

S40 

/00 

90 

80 

70 

30 

0 
JOO 400 s<ω 御 700 800 900 7000 1700 

う 星 度 ('C)

研 究 '者
結 三に〉1 

Po!anyi I Stevenson I Kis帥 ow叫 Szwarc

CH3-H 101.4 102 

C2H5-H 97.5 96.8 98 96 I 
n-C3H7-H 95.0 99 100 

n-C.H9-H 94 101 

iso-C3H7-H 89 93.5 94 

tert-C4H9-H 86 89 

CH3-CH3 87 83.4 85.6 

CHrC，H5 85 81.1 83.8 

C2H5-C2H5 79.1 82.4 

には特殊な条件とか，適当な触媒とかが

要求される。今日 ，この反応、に最も よい

結果を与えている触媒は後述のよう にク

ロ Eア系のものである。

パラ フィン類の脱水素率は温度を上げ

るとか，圧を下げるかすると増加する。

パラ フィシガスの脱水素と温度との関係

は図 1および図 2に示す。

図 1はパラフィンよりオレフィンを製

造する場合で，ラオレフィンの製造は考

慮、に入れていない。分子量が増加すると

転化率は増し， イソブタ γは 5400Cで

50%脱水素するが， エタγは 7250C の

温度を要する。正パラ フィンから直鎖状 a-オレフィ焚早稲田大学理工学部応用化学科助教授

策 25谷 68号(1958) * 31 * 
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ンの平衡収率は C3以上になると分子量が増しでもほ

とんど変化ないが，会直鎖オレフィンの収率は増加す

る。 しかし逆に分子量が増すとパラフィンは分解し~J

くなり， Ce以上では芳香放炭化水素も生成して，か

えって高収率でオレフィンを得総くなってしまう 。

図2はノfラフィンよりオレフィンおよびテオレフィ

ン生成の場合で， 正プタシを原料に してその平術転化

率と温度との関係を示したものである。図より 明らか

なように全プテン収率は常圧では 6600C，0.167気圧

では 5700C にピークが存在し，これを過ると著しく

減少するが，逆にプタジエン収率はti可加する。とくに

ブタタエγを目的とした場合には減圧の効果がかなり

大きい。

3.触媒

パラフィシの脱水素は1919年ごろから多数の研究が

なされているが，初期には適当な触煤は得られなかっ

た。 1933年に至って初めて Freyと Huppke(1)によ

りク ロミア触媒が見出された。担体としてはアルミナ

が最も多く用いられているが，画変化亜鉛もよいといわ

れている。 (2)クロミアゲル自体の寿命はあまり 長くな

いが，アルミナを担体とすると耐久力は相当に長くな

る。触媒組成はオレフィンを目的とするか，ジオレフ

インを目的とするかによって若干異るが，クロ 1アが

活性の主体をなしていることには遠いはない。 酸化ク

ロムの含量は特許によりいろいろであるが， 3 ~30% 

程度のかなり 広範に亘っている。しかし，文献による

と8~12%の Cr203 含量で担体に活性アル E ナを用

いたと きが最もよいと述べられている。(14)炭素析出を

減少させるためアルカリまたはアルカリ土類金属を促
(3)(4)(5)(6) -1L 

ill;剤として添加すると さらに効果が挙 り 多

くは l前後の K20が加えられている。触媒は浸漬法

か共沈i宏で製造されるが，共沈法がとくによいようで

ある。脱水素!loJ.:媒は使用中にコ ー クを沈積するが，

その霊は 5~10% (重量)をこえてはならない。そこ

で触媒は適当に再生するが，これには空気または酸素

を含んだ怨気を用い，温度は 900'C を応えないよう

に注意する必要がある。

プタジエン製造用触媒としては工業的にいろいろつ

くられているが，その代表的なものの比較を表 2に示

す。(17)

表 2 各触媒の比較

1707 . Shell 105 I Dow B型
触 媒 | 日~Q-~匂9J i FeργCrρ31 燐酸 NiCa

!CuO-Kρ i Kzo 1 Cr203 

脱水素過程¥ 1.0 I連 続¥0.5 継問 I時間 .L.V I X:1:: '1'.11.> I 
温度。F(Oc511165(629.5)1 1164 (629)11171 (633) 
ブテン 空 間| 刊今 ~OA 1 ~Il ll 
速度 vlv/hrl 山台 V/τ I v .......... 

水蒸気 グ 1 ~Oμ A(Il1 6000 

27.5 

92 

グ vlv!hrl v7υυ マUムム

転 化率矧 27.7 28.2 

選択率%173 72 

沈積炭素質%1 0.2 

生成ガス

Hz 26.7 

CO ! ¥ <う

COz I f U.v 

C1 

C。

C3 

C4HlO 

cr 
C4H6 

C4Hg 

0.7原 料1

2.2 (0.4)， 
1.6 (1.8)1 

1.0 (1.1)1 

12.8(0} 

46l(961〕[

29.6 

6.8 

0.2 

23.3 

0.5 

0.7原 料10.1原料

2.3 1 1.7 (0.3) 

1.0 (1.8)1 1.8 (2.3) 

1.0 (1.1)1 1.4 (1.4) 

12.3 ( 0 )117.6 (0.6) 

43.5(96.7)150.4(95.4) 

表中 1707触媒は StandardOil Dev. Co.の銅系

統の触媒で， 72.4MgO-18.4FeP3-4.6K20 の組成を

もっている。
(7)

Shell 105は ShellDev. Co.のも

ので， 90Fe20r4Cr20r6K2C03である。(8)(9)Dow 

B型触媒は DowChemical Co. のもので， CagNi 

(P04)6なる組成に Cr203を約 2%含宿するもので
(10)(11) 

あるといわれる。
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アセチレン製造の場合は今までのと ころ有効な触媒

は全然見出されていなし、。 結局， iAli触媒が最もよい結

果を示している。

早稲悶応用化学会報



4. オレフィンガスの製造

パラフィン炭化水素を 7500C 程度で熱処理すると

エチレンが多量に生成される。これは熱分解により生

成された遊雌基 (FreeRadical)が原料炭化水素を分

解させたり，あるいはラジカル自身が βのf立置で切れ
(12)(13) 

エチレンを生成するためであるとされている。

このような C-C裂断によるオレフィンガスの製造に

は触媒を用いない方がよい。せいぜい充頃物と して耐

熱煉瓦が使用される程度である。も っとも Catarole

法という銅系統の触媒を用いる方法もあるが，これは

各種のオレフィンガスのほかに芳香族炭化水素を同時

に得られるもので，液状炭化水素の分解に用いられ，

気状炭化水素には不適当である。そこで，ブタンやプ

テンからエチレンを製造する場合も同様に無触媒がよ

い。し油、し，ブタンよりプテンをプロパンよりプロペ

ンを，またエタンよりエチレンを製造するには前述の

クロ Eア系触媒を使用するのが最も有利である。もっ

とも接触時間を短くして高温，無触媒でパラフィンガ

スよりオレフィンガスを製造する方法もあるが(例え

ば Phillips石油社の PebbleHeater法)，これは炭

化水素の脱水素よりもむしろふつうの熱裂断やラジカ

ル機構により生成されるものである。

パラフィンガスの脱水素は理想的に反応が進めば次

式に示されるようにオレ フィ ンガス 1モルに対して水

素 2モルが生成されるべきである。

CnH2n+2→CnH2n+H2 

最もすぐれた実験結果ではリサイクルにより 最終的

には理論値の90%のオレフィンが得られている。この

場合，水素は全ガスの90%に達しでいるが，水素はあ

くまで副生的なものであって，脱水素法による水素製

造を主目的と した工業は成立し難い。

この反応の接触温度は 540~6000C，圧は 1 気圧あ

るいはそれ以下で操作される。接触時間の影響はかな

り大きしあまり長過ると脱メチル反応がおこりオ レ

フィンEがへる。 Grossおよび Ipatieffにより示さ

れた 600~C におけるプロパン脱水素の例を示すと表

表 3 プロパンの脱水素に対する

接触時間の影響 (6000C) 

ガス分析値 (vol%)

(秒)

2.9 50 20 20.5 0.0 0.0 0.5 

8.9 41 21 24 0.3 5 3 

17.5 32 14 27 .5 0.2 7.5 13.5 

36 9 I 29 29 19 
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(14) 
3のようになる。

最適の接触時間は触媒や反応、温度により奥るもの

で，一例として正プタシよりプテンの生成には 600
0
C

で 2 秒の後I~!時間が最適であるものが， 500
0
Cでは 5

秒が長もよくなる。触媒は適当に再生すれば1000時間

程度使用できるといわれる。

パラフィンガス脱水素装置にはいろいろあるが，一

例として Houdry 式ブタン脱水素装置のフロ ーシー

トを図 3に掲げる。(18) これは条件を変えることによ

りプタテエン製造用としても共用できるもので，四日

市の日本合成ゴムK.K.で採用した。

図3 フードリ ・ブタン脱水素法
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フードリ ・プタ γ脱水素法では原料に主と して正ブ

タンを用いる。 原料ガスは加熱炉で 620
0
C に予熱さ

れ反応塔に入り，クロ 1ア系触媒と接触する。反応、生

成ガスは急冷され，圧縮器でー部液化し，油吸収法で

軽質ガスを分離する。液状部分はストリッパ ーに入

り，ここで組プタテエンやプテンが採取され，不必要

な C4ガスは再循環する。反応、器を通過する時間はふ

つう 8~ 1 0分で，原料ガスの通過が終るとパージの過

程に入り，減圧パー?をする。その後空気を送って触

媒再生をおこなう。

5. ジオレフィンガスの製造

ジオレフィンガスのうちで工業的に最も重要なもの

はいうまでもなく合成ゴム原料と して重要なプタジエ

γである。正ブタンおよびプテンよりプタジエンを製

造するにもやはりクロム触媒が用いられるが，オレフ

ィンガス製造の場合とは接触条件を異にする。ふつう

1 30~200mmHg 程度の減圧を用い， 空間速度を小に

するとジオレフィンができ易い。表 4はこの関係を示
(15) 

したものである。

表より分るように圧が低く接触時間が長いと，つま

り空間速度が小さいときはプタジエンができ，一方圧
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表 4 正ブ タンよりブタジエンと

正ブテン生成の最適条件

反応条件 Eプテシ | プタジエン

平均温度 CF) 11，25 1，125 

圧 カ 101 bl in2 6吋(水銀柱〕

1回操作時間(分) 8 ~ 1 0 8 ~1 0 

空 間 速 度 1. 5~2.0 1. 0~ 1. 5 

力を 5~1 0 1b/in2の高圧にすると正プテンが多く生

成される。

脱水素によ るブタジエγ生成反応は吸熱反応なの

で，過熱水蒸気を共存させて不足持者畳を補給させてい

る。また，原料にはパラフィンガスよりもオレフィン

ガスを用いた方がジオレフィンは生成され易い。例え

ば，常圧においては正ブタンからプタジエンへの転化

率は 14%であるが，正プテンからは47~57%になる。

パラフィンガスよりテオレフィンガスを製造するに

は 1段階で反応を完了させる方法と，まずオレフィン

ガスを生成しさらに脱水素してテオレフィンガスを製

造する 2段階の方法とがあるが，従来は 2段法の方が

結果はよいとされていた。この場合，前段反応は前述

のクロ Eア ・アル Eナ触媒に.よる脱水素であり ，後段

反応、はさらに減圧下で接触脱水素するのであって，工

業的には Phillips法などが知られている。

プタジエンの分開iーには抽出法あるいは拙出蒸留法が

用いられる。溶剤抽出法ではプタジエ γをブタン類や

プテン類と分離するため選択的にブタジエンを溶解す

る溶剤が用いられ，これには極基性酢酸第一銅が広く

使用されている。 表 5はこの溶剤lの組成を示し， 表 6

は炭化水素の溶解度を示したものである。

表 5 寝基性酢重量銅溶液の組成

モル/立 重w: % 

会銅イオン 3.3 17.5 

第 一 銅イオン 3.0 

アセテート (聞酸) 4.0 20.0 

アンモニア 11.0 15.5 

オt 31.3 46.9 
100.0 

表 6 耳~~在性酢酸銅中の炭化水素の溶解度

イソプテン |プテン 1I _，. .，}，} ~" Iプテンー2
，/ / ./ ~ 1プタジエン |

002 I 0.07 i 0.7 I 0.04 

次にプタテエン抽出蒸留法は溶剤としてフルフラー

ルを用い，これを添加して蒸留するものでフルフラ ー
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ルの添加により揮発度が表 7のように変化することを

利用している。つまり， 溶剤抽出によりブタジエγ と

プテンー 2が塔頂より出てくる。 これをプタジエン蒸

留塔に送り分離するのである。

表 7 フルフラールの存在による揮発度の変化

務Il 点 フルフラ ールが存在す
通常の郷発度順位 CC) る場合の揮発度順位

イソブタンー1173 ィソブタン拍

イソ プテン -6.6ン正ブタン出

プテシー 1 -6.5妥イソプテン言

ブタジエンー4.7でプテンー 1t塔

正ブタ γ-0.5分
際プテンー2(低沸点〉↓分

でT/' -2('色町別 +0.3↑ プテン引高沸点) 離

プテンー2(高沸点) +3.7↓ 〔プタジエン〕

米国における 2/3はこの抽出蒸留法により得られて

いる。

5. アセチレンの製造

従来アセチレンはもっぱらカ ーバイドより製造して

いたが最近は低級炭化水素からの製造法が発達し，に

わかに注目を浴びるようになった。原料的には最も低

廉豊富なメタン系ガス以外にアセチレン収率のよい

C3， C4炭化水素ガスも期待できる。分解機構はかな

り複雑でいろいろな説があるが，脱水素が最も重要な

過程となっている。そこで，パラ フィンガス中最も低

級なメタンガスと最も高級なブタンガスについてアセ

チレン生成機携を簡単に説明してみる。

メタンを 1200
0

C以上の高温で処理した場合，アセ

チレンを生成するが，この中間生成物としてエタンおー

よびエチレンの存在が一般に認められている。

2CH4→C2H6+H2→C2H4+2H2→C2H2+3H2 

アセチレンの脱水素がもう一段進めばついに炭素と

水素となって しまう。さらに，メタンより エタンを生

成する過程においては中間的にララカルが存在するも

のと考えられているが，この遊隊基についてはメチレ

ン基 CH2 とメチル基 CH3 の二つが主に論ぜられ，

未だ確定した結論は得られていなし、。

ブタンよりアセチレンを生成する反応は非常に複雑

である。正ブタンが分解した際一次生成物と しては1-

プテン， 2-プテン，水素，メタン，プロピレン， エタ

ン，エチレン等が生成される。さらにこれらが二次的ー

に分解し，エタンまたはエチレンを経て脱水素により

アセチレンを生成するものと解釈されている。

アセチレシはふつうの炭化水素と異った性質をもっ

ていて，温度の高いほど安定である。 したがって接触

温度は高温ほどよい。混度が下ってくると反応性は著
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:しくなるので，高温で分解して得たアセチレンは急、冷

して取り出さなければならない。 ここに技術的な困難

が一つある。またアセチレン収率に悪影響を及ぼすも

のとしては， Fe， Ni， Co， Cu， Pt， Pd等がある。

これらは水素と炭素を多量に生成してアセチレンの収

率を下げる。それ故分解炉にはこれら金属やその酸化

物が存在しではならない。非常に高温で反応し，しか

も著しい還元気流をときには酸化気流も受けるので，

炉材はこれらの条件に耐えるものでなければならな

い。 このためにはアルミナ系の耐火物が多く用いられ

ている。

前述のようにアセチレンを生成するためには，どう

しても lOOOOC以上の高温が必要である。アセチレ ン

生成の自由エネルギーが他の炭化水素生成の自由エネ

ルギーよりも小さく なるためにはこれだけの温度が必

要とされる。そ して，炭化水素分解過程の活性化エネ

ルギーは高分子のものほど小さく ，温度もメタンよ り

L. P. G.の方が低温で同様な結果を得ることができ

る。理論的には反応温度は高し、ほどよいわけである

が，炉材や経済収率などの関係上ある限界値がある。

しかし，それは原料炭化水素の種類や他の因子により

影響され康適条件は未だ確立されていなし、。アセチレ

γ生成反応を支配する温度以外の主要因子は圧，按19出

時間，稀釈斉IJなどがある。 この反応は分子数が増加す

る反応なので，ル ・シャテリエの法則の示すよう に圧

の低い方がよい。稀釈剤は原料炭化水素の分圧を下げ

るとともにアセチレ ン自身の分解あるいは重介速度を

減退させ，結果と してアセチレン収率を明加させるも

ので，窒素のような不活性ガスがしばしばj刊いられて

いる。接触時間が長過ぎると分解が進みすぎてコ ーク

と水素を多量に生成する。そこで接触時間を極めて短

くする必要がある。一例として図 4に1400Cヘ50mm
(16) Hgにおけるエ タンの分解を掲げる。

図より分るよう にアセチレンを得るための抜，触時間

は極めて短いが，エチレンを得るにはさらに短くする

必要があり，事実上このような丙温度では 1~:5収率でエ

チレンを得ることはかなりな困難を伴うことを示して

いる。

アセチレン製造法にはメタン系ガスの場合も石油系

原料ガスの場合も同様に，電弧分解法，部分燃焼法，

熱分解法等に三大別されるが，その代表的なものと し

てそれぞれシヨッホ法，ザクセ法，ウルツ法がある。

これらは何れも広く紹介されているので，単に特徴を

述べるだけにとどめ詳細は省的する。

電弧法は直流または交流アークにより炭化水素を分

第 25~き 68 号 (1 958)

図4
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解するものであるが，カーバイト法以上の屯力を消費

する。 しかし，副生物としカーポンプラックを得る長

所もあるが，同時に遊雌炭素は放電障害を生ずる欠点

もある。

部分燃焼法はドイツに始り各国で採用し，現在最も

広く実施されている。これは炭化水木を一定型の鮫素

で部分燃焼するもので同時に COとH2 を含むガスを

副生する。 この方法は酸素を必要とするので，設備費

が高くつく。

熱分解法は燃焼ガスで加熱した予言熱炉に炭化水素を

通じて然分解するもので，炭素の生成を防ぐため水蒸

気を添加する。アセチレン収率はやや低いが，エチレ

ンを副生し，しかも製造貨が安く ，工業規模の小さい

わが国には適しているものと考ーえられる。

そのほか阪大堤教授による1走法があるが，これは非

常な減圧で水蒸気を通しながら部分酸化するもので，

未だ工業化には至っていない。

6.むすび

以上のことよりパラフィンガスの脱水素は石油化学

では非常に重要な反応であることを理解して頂けたと

思うが，わが悶においてこれらの工業を発展させるた

めには，安価な L.P. G.の輸入や天然ガス資源の開

発などが切実に要望される。また，現状では一つのガ

スだけを日的と してお収率でそれを得る ことは技術的

に不十分で，今後これらの研究に力を入れねばなら

ず，と くにアセチレンを選択的に生成する触奴ーの発見

などは強く要望される問題である。
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墨書し縮写を考慮して特に図中の文字{才大き

〈記入の司王。

(6) 其の他投稿規約上の詳細は日本化学会投稿規

定Jて i~主すぎ る 。

(7) 原稿の1反拾，掲載区分，掲載順序は編集委員

会に一任の事。又編集委員は原稿中の文字に

就いで力fI除，修1Eナる事あるを承認された

k、。

(8) 錦戦平fl.文，鈴義等に対しでは別刷 30部を熔

曇ナる。 I

(9) 原稿会先 東京都新宿区戸塚町早稲同大 |

学修一政工学部応用化学科教室内 早稲閃応 |

川化学会編集宛 | 

早稲田応用化学会報



綜説 アリ クノレ系合成繊維工業の現状
(昭和33年10月30日受理)

1.序 言

最初の合成繊維ナイロンの企業的成功以来，合成繊

維工業の発展は世界的に 目比ま しいものがある。第二

次大戦翌年 (1946年)5.800万封度の世界合成繊維の

生産高は3ヶ年毎に略々倍増のテンポで増大し， 10年

後の1956年には10倍強の 661百万封皮に達している。

この素晴しい成長率の要因としては，戦後の米国を中

心とする石油化学工業の著しい発展，合成化学技術の

面白一新をあげねばならないと思はれる。ナイロンを

例に取るならば，初期のタール系のフェノールから漸

次石油化学系のプタジエン，ベンゾ ールなどが使用さ

れるに至り，其結果量産とコス トダウンが可能となり

その発展に拍車がかけられた。

ナイロンに次ぎ最近非常な発展を示しつつあるアク

リル系，ポリエステル系合成繊維もその原料面で天然

ガスよりの青酸及びアセチレン，石油化学に依るテレ

フタル酸，エチレングリコ ール等の大量廉価な供給が

可能となった事がその発展の契機となっている点は注

目すべき事実である。ヌナイロシに依って創始された

熔融紡糸の技術はポリエステル系，ポリ エ チレン系

(近くはポリプロピレン繊維〕等の新合成繊維の製造

を可能ならしめた。

石油化学工業と合成繊維工業とはかくの如く表裏不

可分のものであり ，後者の確立には前者の発展が先行

しなければならない。

第一表 世界合成繊維系統別生産実績

(単位百万封度〕

区 分 1953 1954 1955 1956 

ポリアミド系 249 297 384 444 

ポリアクリル系 19 37 66 93 

ポリエステル系 11 25 36 54 

塩化ピニリデン系 29 21 23 28 
ポリピニル

12 8 14 24 アルコール系
ポリ塩化ピニル系 6 8 12 

ポリエチレン系 2 4 5 

ノEコ包 言1" 321 396 540 660 

持千代田化工建設株式会社技術部

策 25谷 68 号 (1958)

中曽根荘

第一表に明治、な如く現在世界の合成繊維の生産の7

割はポリア Eド系に依って占められ，これに次ぐもの

はアクリル系であるがその生長率の高い点は注目すべ

きである。

第二表 我国の合成繊維生産実績

(単位千封度)

区 分 1954 1955 1956 1957 
(概算〕

ポリピニル
8，141 16，340 23，635 34，300 アルコール系

ポリアミド系 11，750 21，256 33，806 53，800 

塩化ビニリデン系 3，258 3，520 5，183 7，700 

ポリアクリル系 47 155 4，000 

ポリ塩化ピニル系 411 1，220 5，500 

ノIコL 23，149 41，574 63，999 105，300 

一方主主国の合成繊維工業の成長率も著しく ，1956年

度には米国に次いで世界第二位の合成繊維生産国とな

っている。第二表から明かな如く(昭和31年度は前年

度に対しビニロン74%，ナイロン90%，ピニリデン54

%土礼全体と して83%，昭和32年度はビニロン45%，

ナイロシ60%，ピニリデン48%，アクリル26倍増，全

体として65%の増加率を示し合成繊維の総生産量は遂

に 1億封度を超すに至った。本年度以降は更にアクリ

ル系，ポリエステル系等の本格的生産が加はるので総

生足在日は 1億封皮の大台を遥かに突破するものとなろ

う。

* 37養

今や 「我国の合成繊維工業は第二の発展期を迎えつ

つある」と判定されるのである。

2. アクリル系合成繊維企業化の現状

合成繊維工業に於ける最近の設備拡張傾向は著しい

ものがあるが，中でも羊毛の分野に進出を企図するア

クリル系に各社の計画が集中してEに繊維界にアグリ

ルラ γシユの到来を忠はしめるものがあるのは注目す

べき事実である。その理由としては

( i) ナイロン，ビニロンの如き既成の合成繊維え

の進出は事実上不可能であること。

( ii) 尚将来性ある合成繊維と してはポリエステル

系，アクリル系のこつであるが，前者については

既に東洋レーヨンと帝国人絹の二社が 1C 1社よ



り共同で特許を導入して居り当面の市場からみて

最早割込の余地がなし、。

(iii) アクリル系繊維は共重合物如何で製品のパラ

エティーに富み，且今後の研究の余地も多く名社

独自の特徴を発揮し得る。

これらの事実は各社のアグリル系繊維の企業化計画

によく 反映されている。

第三表 我国の合成繊縦製造設備能力推移

各年度末数字 (34年以降は計画)単位/屯日

昭和30年 31年 32年 33年 1:4年 35年

ビニロン 27 39 45 65 75 90 

ナ イロ ン 23 47 70 72 80 80 

ピニリテ'ン 10 10 10 15 15 20 

塩 化ピニル 7 7 10 15 20 

ポリ エンテル 5 25 45 

アグリノレ 5 11 30 60 

註 :34年以降は繊維審議会系に依る

ルニトリルの確保，共重合体の決定が ilu・提条件であ

り，この観点から見ると袷具体性を欠く計画もな しと

しなし、。

アグリル系繊維工業の成長速度を論ずる場合よく守|

合に出されるのはナイロンの発展経過である。ナイロ

ンの工業生産は昭和27年日産 5屯を以て始められた

が，爾来 7年を経て日産 100屯の計画が立てられてい

る。 これに比してアグリル系の計画は余りに急速な成

長を期待 したものであり，石油化学や合成繊維繊維工

業が如何に成長率の高い産業であるにしろこの予測は

甘過ぎはしないか，換言すればこのまま設備投資が行

はれるならばアグリルラッシュはそのままアクリル不

景気に通ずるのではないかとの見方も一方では行はれ

ているのである。

3 アクリル系合成繊維の由来

米!過に於てアグリルトリルの重合体が初めて繊維化

アクリル系繊維の製造に当っては後述の如く共重合 されたのは1934年でナイロンの企業化に数年先行して

物，溶剤，原料アグリルニ トリ ル，青酸の製造には高 いる。しかし乍らこれが FiherAとして試験生産され

度の合成化学の技術を要するので，海外技術との提携 たのは1944年，本格的生産に入ったのは更に数年後の

の外に，繊維会ネ上と化学会社の提携(原料供給)，吏 事であって米国に於けるアクリル系繊維の発展はァ イ

に両者の合弁に依る新会社設立等の傾向が見られる。 ロンの如く担々たる道でなく幾多の曲折を経たもので

各社の企業計画の現状を総括したのが第四表であ あった。此事実は我国の企業者に取っても忘れてはな

る。この表に依ると業界の設備能力は昭和 35年 130 らない所である。

屯/日となり， 第三表の繊維審議会案60屯/日に比して ポリアグ リルニトリ ルは融点が高く，且熔融状態で

著しく大きし一躍合成繊維中第一位の生産能力をも は重合度が低下するので，アイロンに依って確立され

つ事となる。 た熔融紡糸の技術は適則する事が出来なかったので浴

このような集中傾向の現われはこの繊維に寄せる業 解紡糸法が採用された。その研究には二つの方向があ

界の期待が如何に大なるものであるかを如実に物語る り， 一つは溶剤の探求に，一つは一般の浴剤に溶解可

ものである。しかし乍ら期待と現実とは別個のもので 能な組成をもっ共重合物を発見することであった。

あり， アクリル系繊維の企業化にはその主原料アグ リ 前者は DuPont社の研究による新溶剤UDimethyl 

第四表 国内各社のアグ リル繊維企業計画一覧表

設備能力
企 業 名技術導入先合弁企業名原料供給者商 標共重合体 33年 34年 T35/年D 

鎚 化， 鐘紡 T/D TjD 
カネカロンKK 東l司東洋 化高 差山 東日東洋 化高庄学 カヰカロン 温ピニー 化 7 20 30 

American メチルピニ
日本エクスラン Cyanamid 集5語道住友化学 エクスランルピリジン 7.5 15 30 

(米) 十第三物質

旭 イヒ 月比 lii 1止{ 電ニ気変 化化 学成 カご 、 明 10 40 

コ菱 ボ ネル Chemstrand 三菱レイヨンコ変 化成ボル ネ メチルピニ
ー ン (米) Chemstrand ー ン ルピリジン 3 10 10 

Zlm置mのeみr(輸独入) 東邦 レイヨン (装 )単
日本

~I 瓦期 化 学べス ロン 不 明 10 

Goodrich 主体シアノ

日本ゼオン hemical(氷) lit 独日本ゼオン ダ ーラン ピニリデン 10 
+第二物質

発 38焚 早稲岡応Jlj化学会平j.{



Foma-mideを溶剤とする Orlonの発見であ り， 後

者は，Union Carbide 社の研究によるア セトンに溶

解する共重合体(塩化ビニ ール+ア クリルトリル〉 即

ち Dynelの誕生となった。

其後染色性の改善を候ってオーロ ンは1948年，ダ イ

ネル，アク リランは1951年と相次いで本格的生産に入

った。特に Orlonの如きは華々 しいキャ γチフレ ー

ズ“そのフィラメントは絹より も絹らしく，そのステ

ープルは羊毛よりも羊毛ら しし、"と共に市場に出た。

しかるに染色及び染着保持性が未だ充分でなく ，フイ

プリル化現象等もあって市場の不評を貿し、， 商品の回

収， 遂には生産の全面的休止に追い込まれたの であ

る。 Acrylanも亦同じ様な理由で年産能力 2，000万

封度の大工場を約 2ヶ年間閉鎖するとゅう苦杯をなめ

たのである。然し乍らこれらの失敗も引続 く徹底的な

改良研究と市場調査の結果次第にその類勢を挽回し，

American Cyanamid社のク レスラン(X-54)，Dow

Chemical社のゼフラン， Eastman Kodak社のベ

レル，Goodrich Chemical社のダーラ ン等が|注統と

して市場に登場し，現在の全米合成繊維生産の20，%強

を占めるに至っている。

一方吾国のアグ リル系繊維研究の歴史もかなり 古い

もので，東京工大神原教授等は昭和13年に研究を開始

し硫酸を溶媒とする湿式紡糸に成功し，昭和16年「シ

ンセン」 の名称で試作品が発表されているが第二次大

戦に禍いされて企業化に至らず終戦を迎えた。戦後旭

化成に於ては浴媒として li~í酸を用い， 風合のよい独自

のアクリル系繊維「カシiロン」を創始し最近工業生

産に乗り出 しつつある。

これは海外技術導入の例の多い我国合成繊維工業界

に在っては純国厳の合成繊維と して幾多の苦難の道を

切開し、て今日をな したビニロンや，自社独自の研究に

依 りダイネルと全く同等のア クリル系繊維として一昨

年逸早く市場に出たカ ネカロン等と共に注目に値する

ものである。

米国，日本以外も英国，西独，東独，カナダ， フラ

ンス等に於てアグリル系繊維は企業化されて居 り今や

開花期を迎えつつある。

第五表に世界のア クリル系合成繊維のメ ーカー及び

その商標名を渇げる。

4. アクリル系繊維の製造法

アクリル系繊維はアクリルニ トルモノマ ー CH2= 

CH-CNを基本体として その 単独重合物又はメチル
CH3 

ピニピリデン CH2=CH(←ー)N 或は他の物質
¥一一/

(多 くは公表されない)との共重合物よ り溶解紡糸

(湿式又は乾式)に依り製造されるものである。次に

アグリルニトリル及びその主要原料たる青酸の製造法

次で繊維の製法に就てその概要を述べる。

第五表世界に於けるアクリル系合成繊維
4-1. アクリルこトリルの製

造法国名製造会社名商標名

米国 AmericanCyanamid Creslan 

グ UnionCarbide & Carbon Dynel 

グ TheChemstrand Corp Acrylan 

グ E.1. dn Pont de Nemours & Co. Orlon 

グ EastmanKodak Verel 

グ DowChemical Co. Zefran 

// B. F. Goodrich Chemicsl Co. Darlan 

英 国 CourtauldsLtd. Courtelle 

スエーデン

オランダ

フ ランス

西 独

// 

// 

東 独

// 

ソ 連

Stockholm Superfofat Fabriks 

N. V. Kunstzijdespinnerij Nyma 

Societ'e Crylor 

Farbenfabriken Bayer A. G. 

Phrix Werke A. G. 

Siitdeutsche Zellwolle A. G. 

VEB Filmtabrik Agfa Wollen 

VEB Kunstseiden werke“Friedlich 

Engcls" 

Textil¥institut Kirow 

策 25~ 68 号 (1958) .. 39発

Akryl 

Nymerylon 

Crylor 

F Dan 
S Dralon 

Redon 

Dolan 

Woicrylon 

Prelana 

Nitrilon 

アクリルニ トリルは化学的活

性に富む重合し易い無色透明な

液体で合成繊維の外にも合成ゴ

ム(GR-A)，スチ レンとの共重

合樹脂，ポリアグリル酸(土質

改良剤)，最近ではグルタミン

酸の原料等の広い用途をもっ重

要な有機合成中間体である。現

在工業的に行はれている製造法

は次のこつである。

( i ) エチレンオキサイド法

(ii) アセチレン法

(iii) アセトアルデ ヒド法

(クアップザック法)

これらのプロセス系統図で示

したものが第一図である。

米国に於ては1953年頃迄はア

クリルニトリルの約90，%は(i ) 

に依り製造されていたがその後



第一図 アグリルニトリル製造系統図

天然ガスの1¥11分酸化法に依る比較的日正価なアセチレン

の出現やその工程の単純さ等の故に(ii )のプロセス

が大巾に伸長し現在では両者略々相半ばするに至っ

た。しかし乍らアセチレン法では副反応の抑制lが困難

でピニルアセチレン，アセトアルデヒド，シアノプタ

ジエ ン等分離困難な副生物がil'B在し，これらを水溶液

としてアクリルニトリルを蒸溜精製するが微Eの不純

物も合成繊維の製造には悪影響があるので如何にして

高純度，高収率でアクリルニトリルを収得するかが技

術的には大きな問題である。

又最近の ChemicalWeek (Sept. 27， 1958)の伝

える所では米関では比較的原価の向いエチレンオキサ

イドの代りにアセトアルデヒドを原料とする(iii)の

Knapsack法(独逸の Knapsack-Griesheim社に依

って開発された)が紹介され注臼されている。この方

式では先ずアセトアルデセドに青般を作刈せしめてオ

キシプロピオニトリルとなし

(イ) CH3・CHO+HCN→CH3・CH(OH)・CN

これを脱水してアグリルニトリルとする。

(P) CH3・CH(OH)・CN→CH2=CH・CN+HP

(イ)の反応は四分連続何れでも行い得るが辿続法では

青酸を料集lせずに青酸含有ガス，例えば後述のアンド

ルッソ一法のガスをそのまま使用 し得るので便利であ

る。(ロ)の脱水反応、はオキシプロオニトリルを燐自主と共

に高温の燃焼ガスに短時間接触させると600。でアクリ

ルエ トリルと水とに分解する。此際オキシプロピオニ

トリルの 3分の 2がアクリルニトリルとなり残余は青

酸とアセトアルデヒドとに分解する。生成熱ガスは30

%燐酸で冷却し反応に利用された燐般を30%濃度で回

収し， i令ガスは洗糠埼で青酸とアセ トアルデヒドを洗

機除去し，ア クリルニトリルを水洗j-~で水溶液と して

捕集する。青酸，アセトアルデヒドは洗機液から再生

して反応系にリサイクルする。Knapsack法ではピニ

ルアセチレン， メチルピニルケ トン等の不飽和不純物

を含まないので重合原料として特に優れている。 又ア

クリルニトリルの収率はアセトアルデヒド及び青酸に

対して90~92%で，アセチレン法の80~85%に対し遥

かに優位に立っている。従ってアセトアルデヒドはア

セチレンから製造しでも尚原料費は安くなると云はれ

る。尚設備費，逆転貸等はアセチレン法と略同様であ

る。

叉青酸を使用しないアクリルニトリルの製造法とし

てプロピレン，アンモニア， zk'気又は酸素より直接ア

グリルニトリルを製造する方法も米国特許等には見ら

れるが未だ工業化の段階にはないようである。

我国では既に日東化学がアセチレン法を液相法で量

産化して居る。又注目すべき研究としては酸化亜鉛触

媒を則い流9tiJ未，気相法にてアセチレンと青酸よりア

クリルニトリルを製造せんとするもので阪大理学部中

川研究室にて BεnchScale Testが行はれている。

4-2. 青酸の製造法

青酸は従来青化ソーダに硫酸を作用せしめる方法で

製造されたが戦後欧米で発展した後述の方法に比しコ

スト的に 2 ~ 3 倍高く到底アグリルニ ト リルの原料と

しては使用し得ないものと恩はれる。現在工業的に実

施されている合成法と してはフォルムアマイ ド法，ア

ンドルッソ一法，ブラックシアナイ ド法等がある。

4-2-1 フォルムアマイド法

この方法は米国では DuPont，独速では BASF，

否問では日東化学，住友化学等で工学的に実施されて

いるものである。製造系統図を第二図に示す。
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この方法は原料が一酸化炭素とアンモニアであるか

らアンモニア合成を行っている工場に過した方法であ
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る。叉中間体の蟻酸メチルはジメチルア Eンと反応さ

せるとオーロシ紡糸用の溶剤ジメチルフォルムアマイ

ドが出来る。

H. COOCH3+ NH(CH3)2→H・CO・N(CH3)2

+CHoOH 

4-2-2 アンドルツソ一法 AndrussowProcess 

j タンとアンモニアを主原料とする方法で Mon

santo， Rohm & Haas， Du Pont， Union Carbide， 

American Cyanamid (以上米国)， Montecatini 

(伊)等で工業化されている。我国に於ても天然ガス

或は炭抗ガスからの メタンを利用して本法を企業化せ

んとしている会社が目立っている。即ち第洋高圧，白

木ガス化学，日本ゼオン (以上天然ガス)，三菱化成

(jjf抗ガス)等である。この合成法の主反応は

CH4 + NH3 + 3/202→HCN+3H20 

凶jちメタンとアシモニア及び空気の混合ガスを白金

触媒に依り 1，OOOoC附近で反応せしめ青酸を得るが，

空気の代りに酸素を使用して自己燃焼せしめる方法も

ある。

Andrussow法と フォルムアマイド法との優劣は原

料を入手する価格に依って定まり涼質的なものではな

い。米国に於ては安価な天然ガスの入手が可能なこと

から天然ガスのメタンに依る本法を採用するものがrlU

記の如く甚だ多い。

今後尚一段と発展の期待される天然ガス化学で注目

すべき事実は天然ガスを出発原料としてアクリルニト

リル合成に必要な中間原料がすべて製造し得る点であ

る。即ち天然ガスからはアセチレンの製造，同時にア

ンモニアの副生が可能であり従ってメタン，アンモニ

アより 青酸が合成され，更にアセチレンとの反応でア

クリルニトリルが合成し得るのである。しかし乍らこ

れら各種の生成物を企業目的に対してどう調整する

か， 又天然ガス価格の如何に依り このプロセスのメリ

ットが定まるものと考えられる。

4-2-3 ブラ ックサイアナイド

石以窒素と工業塩を原料とする製法で， 現在 Ame-

rican Cyanamid 社がこの方法に依っている。反応

式は次の如くである。

CaCN2+C→Ca(CN)2 

Ca(CN)2+C+ NaCl→2NaCN+CaCI2 

このこつの反応が同時に起り 育化石灰， 育化ソ ー

ダ，塩化カルシウムの混合物が BlackCyanamidと

称せられ，これに酸素加えると青酸が得られる。

4-2-4 青化ソーダ法

この方法は従来から我国で実施されていたものであ

第 25谷 68 号 (1958)

る。 金属ソーダとアンモ ニアと木炭から製造される青

化ソーダにfvt.酸を加えて青酸が得られるが， 青酸 1屯

当り 青化ソーダ1. 9 屯を要し， 前記諸法に比し 2 ~3

倍のコスト高となると云はれている。

4-3. 繊維の製造

4-3-1.重 合

アグリルニ トリルモ ノマーは共重合体と共に通常水

を溶媒として溶液重合法に依り ポリマーとなる。初期

のオ ーロンはアグリルニトリル単独の重合体であった

が，現在のアグリル系繊維は殆んど数%から数十%に

及ぶ他のそノマーとの共重合体である。その理由と し

てはアグリルニトリル単独のポリマーは著しい疎水性

と化学的不活性の放に染治性が悪いのでその改善の為

と， 又一方では溶媒に対する難i容性を緩和せしめ一般

の溶剤lにも浴解 しうるものにする為とのこつが考えら

れる。

共重合体及び溶媒は特許の中心旦技術競争の中心で

もある為，手キネ土共公表する例が少し、。

共重合体として推定されるものは国内のものについ

ては既に第四表に掲げてあるが，米国の主要アクリル

系繊維について推定すれば第六表のようになる。

第六表 主要アクリル系繊維の共重合物

商品名企 業 名 共 重合 体

オーロン42 Du Pont 
メチルピニルピ
リジ ン

アクリラン Chemstrand Corp. ピニル ピリジ ン

クレスラン American Cvanmid ピニルピリジン
(x-54) 町lencan¥.-yanml +第三物質

ダイネル UnionCarbide 塩 化ビニ ール

.-..: レル EastmanKodak 塩化ピニリデン

ゼフラン DowChemical 

主体シアン化ピ
ダー ラ ン GoodrichChemical ニリデン+第二

物質

4-3-2. 紡 糸

アグリルニ トルポリマーは既述の如く溶馳紡糸に適切

さない。従って乾式又は湿式紡糸に依らねばならな

い。 溶剤として前者にはデメチルフォルムアマイド，

ヂメチルアセトアマイド， エチレンカーネート，アセ

トン等，後者には硫酸， liI'i酸及びその忠類等の水溶液

が用いられる。この内最も優秀な溶剤jはオーロン用の

デメチルフォルムアマイ ドであると云はれている。 こ

れらの溶剤lはが1;点が高いに不拘紡糸温度は重合度の低

下を避ける為に低温で行はねばならねとゅう技術上の

難点があるので湿式紡糸法も可成り採用されている。
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間隙が多く紡績性は良いが強度が劣る由である。

紡糸後は泊予~J処理，延伸等一般合成繊維と同じ後処

理を必要とする。

4-3-4.染色

染着性の悪いのは合成繊維全般の通性であるが，ア

クリル系繊維は特に不良て、ある。その市場開拓に当っ

て幾多の苦杯をなめた要因の多くはこの点に在った。

アクリル系繊維は従来の染色法では容易に染着されな

いので，次のような特別な染色法が開発されて来た。

( i ) 高温染色法 .染色温度を100
0
C以上にし，染

色後の乾燥にも染着を堅牢にする為200
0C以上の

高温にて行ふ。

(ii) キャリヤー染色法:染料としては主として酸

性染料が用いられるがf染料の浸透及び吸収を促

進する為水溶性の助斉IJをキアリアーとして用い染

着性を向上せしめる。

この外，顕色アゾ併用染色法，顔料に依る原液諸色

(紡糸液に添加〉法等の特殊染色法，捺染樹脂加工法

等が発展している。しかるにこれらの方法は従来の染

色法に比較して高度の技術を要するから，我国の染色

業の零細性，繊維のメーカ ーに対するf.x術的低位を思

い合せるとアグリル系繊維の市場開妬に当っては大き

な問題を内蔵していると云はねばならない。

5. アクリル系繊維の性質及び用途

この繊維の特長は弾性回復率高く且パルキーである

為羊毛の風合を有し同時に合成繊維の通性である強

度，保温，耐薬品性を併有している事である。比重は

合成繊維中最も続く羊毛より遥かに軽い。強度は(オ

ーロンで 2g/d) 羊毛よりは大きいが，テリレン，ナ

イロンに比較すると可成劣る。 伸長弾性は羊毛と同程

度で羊毛風繊維と しての秀でた性質を示している。 又

高温度に於ける弾性も高く水に濡らしても折目が消失

しない。耐熱性も 羊毛よ りよし、。 又あらゆる合成繊維

中日光に対する抵抗性が最も高い事もこの繊維の著し

い特性である。

しかるに羊毛の特性の一つである適度の吸湿性と綴

水性との兼備とゅう点に於ては劣って居り未だ羊毛風

の域を出ない。従って衣料用としては羊毛との混紡に

依って羊毛の欠点、を補うか，レイヨンとの混紡に依っ

て羊毛の風合を出す等の混紡周に向いている。純アグ

リル系繊維は寧ろ工業用にその利用分野が多い。

A.純アクリル系

(工業用)テン ト，作業衣， コンベアーベルト， 自

動車のカバー，フィルタークロス

(衣料用)セータ ー，スポ ーツ着，レインコ ート，

海水着

(その他〉ブラインド，カーテン

B.混紡糸

紳士服(羊毛との混紡)，婦人服(レ ーヨンスフ，

アセテートスフ，羊毛との混紡)メリヤス肌着，羊皮

類似の織物

最近のアグリル系繊維の著しい発展の原動力となっ

たものとして新しい加工方法一一向嵩性紡績糸加工法

一一ーの発明をあげねばならない。 これは丁度ナイロン

がストレッチャーシ(伸縮加工糸)の発明に依り?を異

的発展の契機なったのによく似ている。高J母性紡績糸

加工法とは， トウをステープルに切断する直前に熱延

伸にかけ，熱延伸ステ ープルと冷延伸ステ ープルを半

々に混紡し，次の染色工程又は仕上工程で熱処理を行

い熱延伸ステープルを収縮させ高慣性を発揮させる方

法で，収縮率は20%に及びノぐルキーな糸が得られるも

のである。現在米国に於てはこの BulkyYarnに依

る100%オーロン製のセタ ーは完全に羊毛製を抑えて

いるとイ云えられる。

6. 原料事情及び価格

アグリル系繊維の主な原料としては青酸とアセチレ

シであるが，我国の青酸の昭和31年度の生産実績は僅

か400屯にすぎない。従ってアクリル系繊維工業の発

展はーに青酸製造能力の拡充にかかっている。昭和35

年のアグリル系繊維の生産規模で日産60屯(繊維審議

会案)とすれば青酸所要量は大きく見積っても日産37

屯であるが，一方現在青酸を増新設計画中のものは日

東化学その他数字土あり夫々アクリル繊維の生産計画iと

結びついて居るので先ず問題はあるまい。

アセチレン源に関してはカーバイド産業研究会によ

ると昭和35年のカーバイド消費推定量は約 105万屯で

この内アクリルニトリル用としては 5万屯(アグリル

ニトリルモノマ-60屯/日として)であるから，昨今

の塩化ビニ ール，石灰窒素等の市況からみてその調達

には殆んど問題がないものと考えられる。

次に価格面からみると，青酸については米国の 7万

円/屯に対し我国では20万円/屯で，約三倍の開きがあ

る。しかし我国に於てもアンドル γ ソ一法に依れば将

来5万円/屯前後迄下げる事も可能であり， ー方 7万

円/屯のアセチレンを使えば 300円/kg前後のアク リル

ニトリルを製造する事が出来る。又新方法の工業化に

よりアセチレン価格が更に低減し得れば 200円jkg以

下のアグリルニトリルが得られる見透しもある。 現在
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米国ではアクリルニトリルモノマーは200円Ikg(27セ

ント/封度)で繊維の平均価格は500円/封度(1.30弗)

であるが近い将来 1ドル繊維 (360円/封度)になると

云はれている。我国に於ても一応コストダウンの目標

をこの辺において将来の国際競争に備えるべぎであろ

う。

7. その将 来

前章に述べた如くアクリル系繊維はその特徴を生か

し得る可成巾広い用途を持っている。テリレンとの競

合関係については，テリレンは寧 うナイロ γ似て居 り

薄子の製品に主要分野があるのに対しアクリ ルはパル

キーな去に特色があるから一応、両者の競合は問題とな

らないものと考えられる。通産省絹化繊諜の推定に依

ると昭和35年度に於てはア クリル系繊維が大巾に進

出し特に衣料用に於てはビニロン短繊維を凌ぐばかり

ではなく昭和31年度のナイロン短繊維以上の需要量が

見込まれている。其結果アクリル系，ポリエステル系

合計で約67百万封度の羊毛製品を代替することとな

る。

ナイロ γ，ビニ ロン等の合成繊維が既に広く 持及し

ているとは云え，新しい合成繊維に就ては常に消費慣

習の形成期間を見込む必要があるし，又一方消費者の

純毛製品えの愛着も依然根強いものがあるから メーカ

ー， 販売業者等が市場開拓に相当の努力を傾注 しない

限りこの様な大巾な進出は不可能と考えられる。 加え

て各社の増新設計画の進展如何では合成繊維聞及びア

グリル同志の激しい競合が必然的に到来しよう。

最後に長期的な見透しに就て述べよう 。以上の如き

問題はあるが，アクリルはナイロン，テリレン等と共

に将来一層の発展を遂げる事は疑いのない所である。

その論拠として著者は米国のペリ ー報告をあげよう。

これは1952年に発表されたもので当時1960年及び1975

年の米国合成繊維及び化学繊維の生産見透しに就て述

べたものである。(第七表)

第七表米国合成繊維生産見透 (単位百万封度)

(ベ 1)一報告 1952年)

1953 1960 1975 

ポリアグリル系 97 315 1，200 

ポリエステル系 35 150 1，000 

ポリアミド系 240 315 800 

そ の f也 115 150 1，000 

合計 487 930 4，000 

レーヨンアセテート 1，200 1，140 3，000 

この表に依れば1975年には合成繊維はレーヨン，ア

セテ ー ト等の再生セルローズ繊維を 凌潟する事とな

る。 又合成繊維に於ては1960年にはアグリル系とナイ

ロンの現産量は略等しくなり(この事は昨今のアグリ

ル系の大発展の模様からみて無理ではあるまい)，ポ

リエステルが続し、て居るが， 1975年にはアグリル系ポ

リエステル，ポリア Eドの順序となりアクリル系が合

成繊tH!の主流になるものと予想されている。我国に於

ても恐らく この予想の如き順位となる事は確実視され

る。

放射性同位元素の許容濃度

National Bureau of Standard の許容限界に関する評価を廃棄物処理で特に重要な若干の同位元素

に就て次表に示す。

元素 11水について (mc) 1立方米空気について (mc)

Sr90 y90 8 x 10-7 2 x 10-7 

pu239 1.5x 10-6 2 x 10-9 

Am
241 1 x 10-4 3 x 10-8 

1 131 3 x 10-5 3 x 10-6 

cJ37 _ B，， 137 1.5x 10-3 2 x 10-4 

Nb
95 4 x 10-3 4 x 10-4 

Tc99 3 x 10-2 3 x 10-3 

C
e 
144 _ Pr644 4 x 10-2 7 x 10-6 

R}06 - R、11106 0.1 3 x 10-6 

Pm147 2 x 10-4 

第 25~会 68 号(1 958) 長 43餐



|綜説 コークス焼ガスの利用にかかわるこ三の問題
(昭和33年11月10日受理)

1.緒 言

最近の肥料業界の話題は肥料二法の存続問題と製鉄

メーカーのアンモニア進出問題であろう。この問題に

就いては種々の角度から又立場の違った多く の人々に

依って論ぜられて来たに拘らず未だに統ーされた見解

が示されていない。肥料二法の存続問題はさて措いて

コークス炉ガス利用に依るアンモニアの製造は硫安工

業のガスi原転換問題と複雑にからんでいる。従ってそ

の技術的評価及び経済的評価を誤らないことが双方に

とってこの際特に必要であろうと思われる。

2. コークス炉ガス利用の経緯

コークス炉ガス(以下 C.O.G)は石炭を乾飽してコ

ークスを製造する際に得られる副生ガスであるが，ガ

ス会社では寧ろこのガスが主製品である。製鉄会社で

は各社夫々月に10万屯乃至20万屯の石炭を消費してお

りガス発生置は約 350m3/屯である。 従って C.O.G

の発生霊は日に 100万m3乃至 200万m勺こ達する。その

車E成及びカロリ ーは

水素

メタン類

約50vol，%

約31vol，% 

エチレン類 約 4vol，%

一酸化炭素 約7.5vol，%

炭酸ガス 約2.5vol，%

画変索 約0.2vol，%

笠素 約4.8vol，%

発熱置 (N.H.V) 約4，700kcal /m3 

現在このガスは製鉄工場の燃料淑と して欠くべから

ざるものであるが，その大口の消費先である平炉が酸

素製鋼法(転炉)に漸次切り換へられつつあり，そのた

めに余剰窒素と同時に余刺 C.O.Gの問題が大をくと

りあげられるに至った。即ち製鉄メーカ ーのアンモニ

ア進出問見直の発端がこの辺りにあったようである。然

しながら C.O.Gはコークス炉と共に古くからあった

もので， C.O.G利用に依るアンモニアの製造も 今に

始ま った問題ではなし、。淡冷分離法を例にとれば欧洲

鋳鋼管化学工業株式会社技術部長

州 グ 技術部企画課主任

* ** 
μ』 本 明 正，田原 弘

では1930年代に既に大規模に工業化されて今日に至っ

ているし最近ではアメリカにおいても U.Sスチールの

ユタ工場及びケ トナケミカルの両社が生産を開始して

いる。斯様に技術的には既に確立された方法ではある

がC.O.Gが水素源としてこれまで主流に位置しなか

ったし，又現在でも位置していない原因が那辺にある

か? これが一つの問題である。従来C.O.Gを水素

源として利用する場合は石炭の綜合的利用に直接結び

ついていたように思われる。即ち山元における石炭の

乾飽工業がこれに外ならない。この際得られたコーク

スは一部市販し一部は水性ガスにして C.O.Gと混合

し深冷分雌法に依って水素を得る方式である。この方

式に依れば得られる水素のコストは石炭のコストに直

接比例し且莫大な建設費を要するコ ークス炉の償却を

丸々抱え込む不利をまねかれない。然も炭質と炭価の

面で炭鉱事業を背景にせざるを得ない宿命にあったと

見られよう。寧ろ製鉄会社の余乗Ijコ ークス及び主とし

てガス会社の副産コークスを原料とする水性ガス法が

電力費の安い電解法と並んで従来否国では最も大ぎな

水素i原であった。石炭の利用法として従来の乾綴方式

は決して効率の良い方法とは言へないであろう。斯く

して炭価の極めて安い劣質炭或いは重油，原油等を原

料とする完全ガス化方式が相ついで工業ー化されるに至

った。更に安価な水紫源と して天然ガスがこれに加わ

りガスi原が困休原料から流体原料に移り変りつつある

のが吾国の現状である。然るにこの時期に水紫源と

して C.O.Gの再評価が行われているのは端的に言っ

て問題の発端が曽つての炭鉱から資本のパックの強大

な製鉄所に移ったからに外ならない。即ち製鉄所内に

おいて C.O.Gの占める比重とそのコストの評価に帰

着する。製鉄所の C.O.Gは作るべくして作られたも

のではない。コークス炉の主製lR1は製鉄用コークスに

在る。副生する C.O.Gは平炉用の購入重油価絡にリ

ンクされて評価されているのが従来の姿であった。然

し余剰 C.O.Gの評価は又別であろう。この点が山元

における石炭の乾鰯工業と大きく奥る点である。更に

1fI要なことは製鉄会社が相ついでコークス炉の副産

物即ち芳香}j長部門を切 り雌し別会社と しC.O.Gを含

めこれの利用を真剣に取り上げていることである。
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C.O.Gの中に含まれる芳香族，及びメタン，エチレ

ンの高度利用がこれ等新しい化学会社の任務である。

かかる観点に立ってアンモニアは既に C.O.G利用の

主目的ではないと筆者は判断する。し、うなれば C.O.

G利用の過程の副産物であるり廃物利用の一つの形態

に過ぎなし、。

3. コークス炉ガス利用の二つの方向

水素源として C.O.Gを見る場合， C.O.Gの利用方

法としてメタン分解法と深冷液体窒素洗機法の二つが

ある。勿論 C.O.Gの中に含まれるメタン，エチレン

等を利用する点から言えばメタン分解法は対象になら

ないが，後述するように C.O.Gメタンは天然ガスと，

C.O.Gエチレンは石油系エチレンと競合する。その

ために競合可能なコストでメタン及びエチレンの供給

が可能な程度にその精製費を水素コストにしわ寄せす

る必要がある。斯くして得られた水素コストは一方で

は又天然ガス法及びテキサコ炉法(原油)の水素コス

トと競合する結果になる。水素コス トにおけるこの競

合関係で C.O.Gが割高の場合はメタン溜分(場合に

依つてはエチレン溜分も同時に)を製鉄所へ生のまま

クレヂ γ トガスとして戻さざるを得ないであろう。寧

ろ現在は製鉄所の燃料パラ γ ス上 C.O.Gのカロリ ー

の約 6.5%を占めるメタンは製鉄所に戻す必要があり

そうである。そこでメタ γ溜分及びエチレン溜分をク

レデ γ トガスとした場合の水素コストの算定が先ず必

要になって来る訳である。

さてメタン分解法と言っても旧式のカゥパー炉法か

ら現在のファウザ一法に至るまで幾多の変遷を経て今

日に至ったものである。 又深冷分離法もC.O.G処理量

が高々5，000m'/時位から始ま って現在は40，000m'/時

程度まで大型化して来ておりコンプレッサーの能力拡

大に比例して今日に至っている。又 C.O.G精製法の

進歩特にNO，アセチレン等の除去が完全に行われる

ようになったため従来とかく難点のあった連続運転が

現在では長期に亘って支障なく行われるようになっ

た。即ちスペアーの顧J琶を必要としなくなったことは

大きな進歩と言わねばなるまい。

この二つの方法に依る水素コストの比較を原料面に

就いて計算してみると次のごとくなる。

①深冷分隊法に依って水素2，100m3を 得るため

のC.O.G相当量

窒素バランス ;

Rm = __l_(_l_.OQ_()_) m=一一一 1-一 一一 1=4.43
0.56 ¥ 0.403 / 

.. 操作還流比 5.3~6.6 take 5.5 

C.O.G中の空素量

エチレ y溜分中の窒素量

1000m3 

119.5m3 

銀 251& 68号 (1958)

H2 ; 9792 乱~ (827.) 
N2; 850作 (8'/.) 
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H.; 60mJ 

N2 : (1540+280)-850 = 970 mJ 

CO ; 409TIV 

液窒洗機塔前で落ちる窒素量 600.5m3 

洗i!1床塔に入る窒素量 280m3 

即ち 残ガス中に入る窒素量は

720m3 + 970m3 = 1690m3 

であり，又水素と窒素の比率が 3:1のアンモニア

合成用ガスにするために添加すべき窒素量は

3 ，264m3-850m3 = 2， 414m3 

従って 所要窒素量は 3，945m3/時

C.O.G パラ γ ス ;

l iur| コークス炉 (エチレン)1(エチレ ン) 合成ガス
ガス を利用し利l口〉 用の場

ない時
m3/H I m3/H I m3/H 1 m3/H 
20，8331 1l，m l llJ751 ω56  

%1 m3/H 日 /HI % ~m3/H 
H2 50110，417 

3…lω75  
CH4 311 6，458 出 116ヤ316.4日 |
CnHm 41 833 7.11 8331 1. 6， 1771 一一

CO 7.51 1，562 

CO， 2.51 521 4.441 5211 4.7， 521 一一

O2 0.21 42 

N， 
kg/H 

H，S -193.75 
i I 1 

l M l/m3l kc山
4，735 1 6，255 1 5，800 1 1 ，935 

(エチレン 656m3/H) 

この表では C.O.Gの精製工程の損失は見込んで

いない。

C.O.Gノぐランスより

(20，833) (2，100) 完

一一一一一一一=4，468m3 この際同時に
9792 

(11，731) (2，100) 
一一一一一一一一一=2，516m3 の残ガスが出来

9792 

てその発熱量は 6，255kcal/m3である故，これ

をC.O.Gと同じ熱冠を有するガスに換算する

6，255 
と (2，516) 一一三=3，323.6m3 と等価値にな

4，735 
る。
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2，100m3の水素の原料費は

(4，468m3-3，323.6m3) (4.5円1m3)= 

5，150円 即ち水素 1m3 約 2円45銭

の原料費になる。

① メタン分解法に依って水素2，100m3を得るため

のC.O.G相当量

三菱化成の Fauser法の実績(燃料協会誌

1956年 p449)より

(5，630) (2，100) 究

一一一一一一 = 1.456m' 
(12，870) (0.603+0.028) .， 

但 し有効水素として計算

:. 2，100m3の水素の原料費は 6，550円

即ち 水素 1m' 約 3円12銭 の原料費に

Tよる。

以上のごとし 原料費を比較してみると深冷分離法

の方がメタン分解法に比べてコス ト安である。 これに

分離費を夫々の場合どの位に見込むかであるが， 筆者

の手元にある資料は公表出来ないので一般に言われて

いのるように 4 円~ 5 円に見込れば

深冷分離法 6 円 45銭~ 7 円 45銭

メタン分解法 7 円 1 2銭~ 8 円 1 2銭

分離費 4 円~5 円の大半が償却費，金利，補修費で

ある故結論と して深冷分断法の方が水素コストが安い

と考へて差支へなかろ う。従って C.O.Gを原料とし

て単に水素乃至アンモ ニアを作る場合でも深冷分隊法

が有利である。特に製鉄所では余剰窒素が全部廃棄さ

れているのでこれの有効利用という面からも製鉄メ ー

カー側の怠見は深冷分離法に大体一致しているようで

ある。 最近ド イツのザルツギ γ ターで開発されたプロ

セス，即ち C.O.G と B.F.G (熔鉱炉廃ガス)をコ

ンパインして部分酸化法に依 りアンモニア合成用ガス

を得るプロセスに就いては触れない。

4. 深;令分離法に依るアンモニアのコスト

C.O.Gからアンモニアを作った場合果してどの位

のコストになるのか ? 叉現在硫安業界で進められて

いるガス源の転換，特に天然ガス及び原油からのア

ンモニアに比べて安いのか向いのか? といった問題

が一般の関心を呼んでいるようである。当社の場合は

御答へする訳には行かないが前に述べたような水素価

格即ち 6 円45銭~ 7 円 4.5~_Qから出発するとこれに太万

打ち出来る工場は極めて数が少いことに異存はなかろ

うと思われる。7円1m3前後の天然ガス或いは7，000円

~8 ， 000円 I kl の原油を使j目する合理化された 一部の

工場を除き一般に水素のコストは10円前後，アンモニ

アに して 30，000万円/屯前後であろうから八幡化学の

後46張

入江氏が試算されたように C.O.Gからの アンモ ニア

が 22，000円/屯前後になるとすれば硫安業界にとって

も観過できない問題であろ う。 尤もこれは 120屯/日

のアシモニアの場合 C.O.Gの評価を 1m3当り4円20

銭乃至4円50銭水素コ γテント 50%電力費を lkw当

り2円50銭乃至3円に考へての話で現状に即したベー

スではじいた結果である。所がf[に問題になっている

余剰 C .O . G を 4 円 20銭~ 4 円 50銭 の評価にする訳に

は行かぬであろう し水素コンテントも Max55%に考

えて差支えない。製鉄メ ーカーが 20，000円/屯以下の

アンモニアを作ることをさして苦にしていないのはこ

の辺の事情にも依るものと恩われる。アメリカにおい

てC.O.Gの深冷分離法に依るアンモニアの製造コス

トが，どの程度に評価されているかは Flour.Corp. 

の Mr. Duff の報告 (Pet.Process.195.5年 NO.2

p224)からその一端を覗い知ることが出来る。

衆知のようにアメリカにおいて C.O.Gからアンモ

ニアを作っている工場は世界最大の製鉄メーカーであ

るU.Sスチール(ユタ工場)とケトナケ Eカルの二

社であるが， 前者はベトラコーク法 (C.O.G精製)リ

シデ法 (深冷液窒洗機)，ニューファゥザ一法(アシモ

ニア合成)を組み合せて Blow.Knox がエγ ヂニヤ

リγ グを行ったものであり， 後者は一貫してクロード

法を採用し Flour.Corp，がエシデニヤリシグを行

ったものである。原報では 0.43円11，000kcal，天然

ガス 3円18銭1m3，石油 4，350円IKL，C.O.G 1円

77銭1m3，電力安3円jKWH，アンモニア生産量はシ

ョート屯をベースにして

アメリカの場合であるから これを 日本の現状にあては

めて筆者が計算し直した結果は次のごとくである。即

ち，天然ガス 7円1m九石油 7，200円IKL，C.O.G 

4円50銭，燃料 1I-g 11 ，000kcal，電力費 3円jKWH，

アンモニア生産置をロング屯とした場合，償却饗，金

利，人工備管想費等を除いた外の一切即ち原料費，補

助材料費 (触媒，潤滑油，燃料， 電力， 水，スチーム

等)の合計は

|天然ガス|石油!cO Gl改質ガス|

l |円|円( 円|円(アンモニア屯 !約ll，5001約12，600|約lo，ooo|約 B，900|(ロングトン) 1 /1' .:J J. J.，，Jvv lll' .:JJ.~， U V V ( /I' .:JJ. V ， vvvl/I' .:J v'7vvl 
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になる。天然ガスと石油に就いては新日本窒素，服部

氏(硫安技術 vol.10 No. 4 p.8) の試算と大差が

ない。

以上のごとしアメリカの場合でも日本の場合でも

C.O.Gからのアシモニアは 最も安いとは 言へないま

でもトヮプレベルにあることには間違いなさそうであ

る。

5. コークス炉ガスの精製 (特IこCO~

除去に就いて)

O 脱硫→加圧水洗→苛性ソ ーダ洗機。ガム formate除去→脱硫→炭酸カリ洗機→苛

性ソ ーダ洗糠。ガム formate除去→脱硫→ア Eン洗糠→苛性

ソーダ洗~I康。ガム formate除去→脱硫→安水洗機→苛性ソ

ーダ洗糠

以上4法の利害得失が問題になるが一般的に言・へば

深冷分離装置にかける前の C.O.Gの精製は技術的に

は勿論完成されているとは言へ左程簡単なものではな

い。即ちガス会社で行っている中圧精製よりはかなり

グレ ードの高い精製度を要求される。 これは深冷分離

装置の連続運転に直接影響するからである。 加圧水洗

に依る場合 C.O.G50万m3/日を処理するに必要な圧

3 ，""'--r. 4-_ M TD  _ 'YQH 
洗水量は約 3，500m3 /時であり lP=一一ーで計算し

4.5マ
て約 2，000馬力のモータ ーが必要になる。勿論これだ

けの電力が全部消費される訳ではなく約40%は回収ポ

ンプで回復されるが溶解ガスの除去を常圧放散→エ ァ

ープローで行うのでコンプレ γサー(空気量約15，000

m3/時，圧力数 kgicm3) の消費電力をこれに加へる

と多大な電力費を必要とする。 加圧水洗塔のもう一つ

の大きな欠点は有効ガスの損失量が意外に大きいこと

である。即ち文献に依ればC.O.Gに対してJ次のよう

な実績が示されている。

PBレポ ート 87893 p36 

H2 4850mg→ 4700m2 損失 3% 

C2H4 249m3→ 202m2 損失 19% 

CH4 2372m3→ 2270m3 損失 4% 

CO2 272m3→ trace 

C2H2 4.7m3→ trace 

M工場

損失分は全くのロスでは

なく回収塔で回収し燃料に

なる。然もこれは製鉄所へ

のクレデ γ トガスの総カロ

リーの8%約を占める。

第 25巻 68号(1958)

次にア ミン洗糠であるが C.O.G の場合は HCN，

COS， C2N2， O2 の存在が許容範囲を超える恐れが

充分あるので腐蝕と アEγ老化の両面からアミシ液

使用は好ま しく ないようである。又炭酸カリ洗糠は

C.O.G中の CO2量が 2.5vol%程度に過ぎない放不

利である。現在 C.O.Gの脱炭方法として最も広く用

いられているものは安水洗糠法である。

力日圧水洗法は旧い方法ではあるが今も使われている

ようである。 M.E.A法，K2 C03法等に就いては筆者

は寡聞にして知らない。安水洗糠はアミン洗機と略々

同様に扱へるので以下工学的に少し詳しく触れてみる

ことにする。

( i) CO2 '"アシモ ニア水平衡データ

Coke and Gas ; 1956年 No.4p139 

使用液 2.35N (4 %Sol)の場合は

CO2 30. 4mmHg→0.6モルCO2/モルNH3

CO2 380mmHg→O.白モノ"COdモルNH3

14.2m3C02fm3NH3 (4 %Sol) 

化学工学; 1956年 No.1p42 

J. Applied Chem (U.S.S.R) 1954年の紹

介。溶液中の CO2 濃度(当量)と NH3濃度

(当量)の比を %で表したものを炭酸化度甲

としているが， これを(モルC02/モルNH3)に

直すには当量比を 1/2とすれば良い。

吸収速度と始発溶液中の NH3濃度

(400C) 

m
m抑

制

W

切

ω

M

M

M

M

S

吸

収
速
度

司 COz=615mmHi"; 7l=60χ 

NH.. i."-ーー+

吸収速度 ; m3/min 100 m3 sol 

NH3濃度 ; N

グラ フで分るように

守 = 100% 以上では吸収速度の増加が止る。

NH3 の始発濃度が大になると CO2溶解度が減

少する。当然のことながら CO2 分圧が低い程

吸収速度が小さい。

G.W.F; 1958年99.Jahrgang， Heft 21. Mai 

(Gas p253) 
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(ii) 安水洗淑塔における安水循還量の決定。

@合(-;.-)μ0.2す J干
入ロガスの平均分子量 12.138 

20 atm OOCの C.O.G密度 10.8kg/m3

S: リシグ表面積 C'/d C' =不規則充填 4.8

4.8/3.75=1.28 即ち 128m'/m3 

Vd:乾燥時空間率 Perry ; Hand book参照

Vd=I-Nv， N=c/d3， C=0.8， 

d=cm v= 1個の充境物の占める容積

(磁製リ γグ 35mmで実演1]値 71.%位一…

化学工学1957No.l p38) 

@ ローディ ング速度及び foulingfactor (高圧

下)

化学工学 ;1954年 No.10p496 

作業圧 300atm 銅液

@液量

a / at~L より a /a乙 =50.% L=20m3/m'Hr 

として液量は 60m3/Hr~65m3 !Hr 

(iii) 安水洗機の原単位

@ アンモニ ア消費量

CO2+2NH3+H_0 → (NH4)2 C03 

:. CO，Iモルに対し NH3 2モル

CO2吸収量 (NA) = _1l>旦旦
22.4 

〔M975，om
一一一一 一 一 i=23.2kgモル/Hr
100 99.97' 100 J 

:. NH3 (100.%) 所要量 46.4kgモル!Hr

即ち 788.8kg /Hr. ・・・〔理論値)

炭安の分解に依るアンモニアの回収率を

95.% (消費スチーム量と関連している)と

すれば

lH工場10工場Iy工場IN工場IB工場IS工場IK工場

ガス空純度 u!。0叫例附ω0山 0叫 0刈附

:. 39.4kg/Hr (100.%NH3)・…・・アンモニ

ア消耗量

@ 所要スチーム量及び電力

溢蹴涯速度 Ufぺ|い0附
65m3/Hr→30

0
Cより炭安分解温度迄加熱

再生塔々底液と吸収塔々底液(再生塔入口)

Uf /u 4 . 7 3 . 8 3 . 9 4 . 5 3 . 5 2 . 8 3. 6 の熱交換の際の湿度差を 10oC~150C とす

uf/u>2.5に抑える必要がある。 れば

即ち 溢tf.速度の 40.%以下 顕熱¥.....，812， 500kcal /Hr 即ち 1，600kg/Hr

化学工学 ;1957年 No.lp38 潜熱…・ CO，Iモルに同伴するスチームを1.5

UgL/UgL=0.74 

リングの汚れ及びクラッシュを考慮して実際

の操業デー夕方、ら設計係数

"， =0.74 ( 0.7~0.9) 

f1fJち 0 .51 8~0 . 665

N.G工場 ;熱炭酸カリ溶液に依る CO，吸収塔

20kg/cm2の加圧吸収， ガス量15，000Nm3/H

循還液量 140~1 50T /H C0217.% 

ガス速度 0.0925m/sec 

T.G工場 ;C.O.Gの中庄 purification

10 atmの加圧精製， ガス量 41，600Nm3 /H 

(一系列)

ガス速度 0.145m/sec 

の Sherwoodの f100dingcurve 

L=35m3 (理論液量)

(L) (0.00000913)←→(ur') (0.365) 

0.323→0.05 

Uf = O. 37m/sec 

u/ur=0.3 従って u=O.llm/sec 

@ 塔径

モルとすれば 635kg/Hr

CO，脱離 ....800kcal/CO，m3(計算値)として

780kg/Hr 

合計 3，015kg/Hr 

所要電力 65m3/Hr (latmご20atm)

83.7W (マ=0，7)従って 62.5KWHI時

(iv) 苛性ソーダ洗i際

化学工学 ;1954年 No.10p502 

充填高の計算方法及び結果を工業的装置と対比

している。

化学工学 ;1954年 No.5p216 

Trans. Am  Inst Chem. Eng ; 1946年 p827

I.E.C; 1952年 p2969

入口 NaoH0.08.%， 0.27.%， 0.38.%のデータ

から Koa; 0 . 8~ 1. 0 [lbモル/ft3Hratm) 

L ; 150lbモル/ft'Hr即ち約30m3/m'Hr

Pozin ; J. applied. Chem (U.S.S.R) 

1947年 20p345~p352 ， p353~p359 ， p963~ 

p975 

Pozin & Smimova ; ibid p754~p761 

1.95m主 2.0m 以上の文献の紹介は I.E.C 1 949年 p12~p15 参
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照のこと

拡散速度に比べて化学反応速度が速い場合の解を

求め(八回理に一論類似)液膜吸収係数はρLまlA-5

に比例する筈だと述べている。かかる観点から

NaOH， KOH 水溶液に依る空気中からの CO，

の吸収を行い 1~23% の間のアルカリ波度によ

る吸収係数の変化を本式で整理している。

八回:工業化学会雑誌昭和 3年 p869"-'p879

KOHor NOHによる CO，の吸収に関する実験

を行い次のような結果を得ている。即ち最初アル

カリ濃度の強い聞は吸収速度 (kgモル/hrm')は

ガス中の CO，%に比例しアルカル濃度に無関係

である。叉この場合の Ka(kgモル/hrm'atm)

の値はガスの撹持度及び温度と共に増加する。

次第に K2C03 or Na， C03の量が増加しアル

カリ濃度が小さくなるにつれて吸収速度は液の撹

祥度及びアルカリ波度に支配されガスの撹持度及

び温度には余り影響されない。実際の条件によ っ

て Kaの値は勿論変ってくるが KOH+C02 の

際の Kaの値は大路 0.15(kgモル/m'hratm)前

後にある。但し アルカリ濃度 1~4N ガス中の

CO，分圧 O.03~0. 4atm 

Jenny ; Thesis in Chem Engr. M. 1. T1936年

Sherwood and Pigford : Abs and Extra 

p339~p342 に紹介されている。

1N以上の NaOHによる CO，吸収の場合の

Koの値は大体一定していて 0.136(kgモル/m'

hr atm)である。

Tepe and Dodge Trans Am  Inst Chem 

-Engrs 1943年 p255

6inゆx36inL (充填高)0.5inのカーボンのラ

ッシヒリングを充J員。

NaOH溶液による CO，の吸収を研究した。

NaOHの濃度が約 2N になるまでは濃度の地

加と共に急速に Koaの値も増加する。

しかし濃度が非常に高くなると逆に Kaaの値

は減少する。これは高粘度と低拡散性のためであ

ろう。又 Kaaの値は Na，C03の生成量が大に

なる(濃度が大になる)につれて直線的に減少す

る。又ガス速度が Kaaに及ぼす影響は殆んど無

視できる。

ということは吸収の支配的な抵抗が液相にある

ことを示している。しかしながら通常'液中におけ

る吸収が拡散によって行われる場合 LO・6~LO・7 に

害事 25谷 68 号 (1958) 

比例するがこの場合では LO・28に比例している。

尚，他の変数が一定であるならば Koaの値はガ

ス中の C03波度には本質的に影響されない。

Na OH溶液による CO，の吸収は吸収の律速

的段階が液膜内の拡散を同時に含む所の緩やかな

化学反応にあると考えた方がより合理的であると

忠、われる。

ガス中に 師団)門 L jG
Kaa 

CおOけzのる% 
NaOHIも3υC)也記"I(グ〉h(krgrI1モ3ル/

atm) 

入口4.251.736 0.024 24.5 3720 910 35 

出口0.420.931 0.830 33.0 

平均2.47 1.333 0.427 28.5 

0.376 25.5 7470 940 40 

出口0.65i1. 296 0.491 25.0 

平均1.28i 1. 353 0.433 25.0 

勺

4

臣官向
R
H

求
む

。 ， 
4 

院I C土7=亡4す9U0U~1800 -トー

止ち
j/2f‘ンTヰユ71lsd， 

11 /6 l 
0./ 

NaOHの濃度 (Nl
/。

Spector& Dodge ; Trans. Am. Inst. 

Chem Eng. 1946年 p827~p848 Koa の追跡

としては非常によくまとま っていて，工業的ス

ケールの装置設計例が記載されている。

log kG a =0.201ogL-K 

o N工場 ;6，500 Nm/3Hr (0.2% CO2) に対

して8~10% NaOH循還ID25m3/Hr (16atm) 

o M工場 ;21，000 Nm3fHrC.O.G(0.2%C02) 

に対し 8~10% NaOH循還量 100m3/Hr

(13atm) 

o C社資料;20，000 Nm3/Hr合成ガス (0.05

%CO，)に対し 8~10% NaOH循iQ:量 80m3

/Hr，浴、正速度 0.55m/src，設計速度 O.Sft/sec 

塔径 5ft(20atm) 

0 化学工学 ;1954年 NO.10p502 

設計資料 2，500 Nm3/Hr (0.03%C02) 

10% NaOH 35m3fHr，塔径 1.2m (3atm) 

O ガス速度

ur (溢在速度) = O. 27m/sec 

u/ur=0.3 従って u = O. 081m/sec 
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6. エチレン溜分の分離

C.O.G.のごとき多成分ガスを圧縮冷却してその

一部を液化せしめる場合液とガスの組成は次式で表

される。

V+L=100 

VYi+Lxi= 100xcl 

Yi=K IXl 

おi= 100忽C1

L+ (lOO-L)Ki 

平衡フラッシュの場合

Xci'…・原料液中の任意成分のモル分率

平衡凝縮の場合

Xct...・・原料ガス中の任意成分のそル分率

O 化工便(新); p412 炭化水素の平衡係数

低温部のデータが不足している。

o I.E.C; 1951年 NO.1p185 

H2~n ブタン系における水素の平衡係数

15atrn I 20atna I 25atrn 

140 

110 

80 

62 

メタン及び他の炭化水素系に対する補正係数(F)

K=KBXF KB: H2~n ブタン系

2.4 
2.2 

2.0 

1.8 

1.6 

14 

F 1，.2 

1.0 

0.8 

0.8 

04 

0.2 

004050607  08 仰 1.0

市(下fc)

o Equibriurn Ratio Data Book ; (National 

Gasoline Association ofArnerica) 

convergence-pressureの概念を導入

Pet Ref ; 1953年 No.12p11 5~p11 8 . 

o A.I.ch.E. Journal ; 1957年 vo13NO.l 

p33~p36 

水素~軽炭化水素系 (Low Ternp) 

o C.E.P; 1949年 No.2p1 42~p1 48 

窒素~炭化水素系の平衡係数

15atrn 20atrn I 25atrn 

-1900C 

-1700C 

-1500C 1.4 1.0 

-1300C 3.8 3.2 2.5 

-1000C 8.0 6.5 5.0 

- 500C 21.0 17.0 15.0 

N2 の平衡係数

o I.E.C; 1954年 NO.12p2512~p2520 

水素~炭化水素系

特に Fig21…..Trをパラメターにした水素

の K~P 相関- …-が有用

( i ) 平衡凝縮計算

O 化学機械 ;昭17年 p169

o Chern Met Eng ; 1940年 p234

化工便(旧)p257にQ図表として 紹介されて

いる。新版には削除

O 化学機械 ;昭16.vo15 NO.3 p119 

低沸点炭化水素の分離

50kg/crn勺 10oC，の条件下の平衡凝縮計算と

実績値の比較

o Pet Ref ; 1948年 No.7 p1 36~p1 37 

l = _ f -t平 f ，各成分のモル

~ ASSLLme 

K 

o C.E.P : 1948年 NO.1p38~p54 0 Pet. Ref. ; 1947年 No.12p128~p13 1 
低温部のデータが豊富である。

平衡係数 Ki.原料中の成分組成劣e，← …..既知
温度 CF)，圧力 (p.s.i.g)平衡係数をノモグ 液の割合(モル%)を仮定して液組成れをグ

ラムの形にまとめていて水素及び各炭化水素の ラフから求め };Xi= 100になるまで trialを続
値が directに求まる。 ける。
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方法の異ったこつのノモグラ フが提示されてい

る。

o Pet. Ref ; 1953年 No.3pl19"'p122 

one tria1 又は twotria1で解を求めること

が出来る。

Kし Xci (既知〉→Wi，Vi， fromノモグラフ(1)

~Wi ， ~V→P fromノモグラ フ (2)

Zr (原料組成)
Xr (液組成)= P+K(1-P) 

P の補正を行へば twotria1になる。

“Tab1e 2はミスプ リント ，Wr→Vr，Vr→Wr" 

0 平衡凝縮計算に必要な C.O.Gの仮定組成

CO2 2.5vo1.% 
Cn Hm 

O2 0.2 グ

CO 7.5グ

CnHm 4.0 グ

CH. 31. 0 1/ 

N2 4.8 1/ 
CH4 

H2 50.0 // 

H2S 4.5g/Nm3 

(ii) 計算結果

CO2，及び H2Sが除去されて Co1dBoxに入る

ものとする。

20，atm，一140
0

C を例にとれば

H2 

CH盆

C2Ha 
C2H金

C3H6 

CO 

O2 

N2 

|凝縮液組成 (xi)I残溜ガス組成ω
1.6 64.4 

63.8 21.4 

7.35 0.022 

16.6 0.115 P =0.21 

2.65 

5.0 8.433 

0.2 0.2 

2.8 5.43 

エチレン溜分 ;

20 ， 330m2/Hr x 0.21 = 4 ，269m3 /Hr 

この内 63.8.%がメタン.....・2，724m3/Hr

16.6.%がエチレン・・・・・・709m3/Hr

従って C.O.G に対するメタン収率 44.3.% 

C.O.Gに対するエチレン収率 97.0.%

-llOOC"，ー140
0

Cの温度範囲の平衡凝縮計算か

らエチレン溜分組成は次のごとくなる。

第 25谷 68号 (1958) 義 51議

I -llOoC I -120oC I -130
o
C I 

vo1.% vo1.% 
H2 0.9 1.06 1.29 

CH. 31.6 40.35 50.04 

C2H6 18.7 15.75 12.22 

C2H. 35.2 32.39 26.46 

C3Hl 10.7 6.81 4.58 

CO 1.6 2.25 3.45 

O2 0.06 0.08 0.13 

N~ 1.15 1.33 1.84 

1，015m3/Hr 1，625m3/Hr 2，437m3/Hr 

混縮温度~工チしン牧率

100 

90 

80 

70 

60 
50 
40 

収 30
率 20
χlof/ 

a 

， ， ， ， 

， ， ， 

， ， ， ， 

イ々ノ

1l0.C -120"c斗記官 -1401:;

一一一ー一ー;温度。c

7. ヱチレン溜分の精製

0 化学工学 ;1957年 No.11p41 

• 20 K:r/cm' 
・25K:r/c肌2

o 25 K:r/c肌2

x 12 K%/cm2 

メタン塔→エタン塔→エチレン塔→

ディメタナイザー ，a (比揮発度)主 5

N=30投以下

操作圧 35kg/cm勺 -90'C (35kg/αd以上

ではスチル圧が臨界圧に近くなる)

ディメタナイザーの塔頂蒸気はその露点でなけ

ればならないので若し多量の H2を含有する時

はエチレン損失が大になる。

エチレン冷媒使用

エチレン塔 ;邸主1.4(エチレンとエタンの分離)

N =60段(エチレン 98モル.%)

19k9/cm2， -290
C 

プロピレン冷媒使用

日本におけるエチレン原価の推定値;

生産量 22， 700T /年 330日稼動として

製油所廃ガス→ 31円/kg

C2. C3 etc 35"'40モル.%… ー熱分解

エチレン 6"'9 グ



アラビア原油 (36度~37度API ) ，→ 38円/kg

但 し原油 7，000円/T，廃ガス l円/1，OOOkcal

として計算し副産物控除を行へば純原料費とし

て

製油所廃ガス → 5.3円/エチレンkgの原料費

につく 。

o Trans. Inst. Chem. Eng ; 1958年 vol36 

pl71~p1 78 

ディメタナイザー ，aキ 5， R.R=0.9， 

N = 30~40段

エチレン搭;R . R = 3.5~5 . 0 ， N=60段

(98モル% エチレン)

o The oil and Gas Journal ; 1956年 41，48， 

54， 60， 65 

ディ メタナイザー ;Top ー 1 30~ー 140
0

F

Bottom 650F以下 Feed-70 F 

425~500psig R.Rキ 0.5，N =30段

ディ エタ ナイザー;C2~C3 以上の分雌

Top 1 0 ~15 0F Bottom 1 55~1 650F 

390psig， R.R =0 .8~ 1. 0 

N =30~40段 プロパン冷媒

エチレン塔 ;R.R =3 . 5~5.0 ， N=60段

290psig 

o Am  Inst. chem. Eng; 1 946年 p149~p163

ディメタナイザー ，aキ 5，N=20段 orそれ以下

エチ レン塔 ;aキ1.4， N =50~60段

原料ガス ム540m3/1守・ ・メタン 16.5%，エチ

レン 19.4%エタン 17.7%，プロピレン 8.9%

プロパン24%，水素 11.5% その他

エチレン 6，800TI年 (20.6T/日) に就いての必

要冷凍馬力

|蒸発温度|除去熱量1572-
。CI kcal/HI ili由lP

エチ レン冷媒
-101 165，000 281 

メタン搭コンデンサー

アンモニアorプロ パン | 
冷媒

エチレン冷凍コンデン1-26.2 240，000 171 
サー
エチレン塔コンデンサ -26.2 368，000 262 

メタン土谷 feedカ'スク
一26.2 257，000 184 

ーフー

feedガスサブクーラー - 1.1 118，500 

エタン士会コンデンサー - 1.1 138，500 

一 一一一

除去熱量 ;1，287，000 kcal/H 

コンプレッサー;1，000 BlP 

575 psig， -90oC， H2 11.5% の条件下のメタ

ン塔の Topのエチレ γ・・・・・・O.H.100として

4モル%

H2 11.5%→ O.H 40% 

CH. 16.5%→グ 56グ

C2H. 19.4%→グ 4グ

“Kellog社 King の質問では C2H.O.H. 

13%になる筈"

o Trans. Inst. chem， Eng ; 1958年 vol36 

p1 63~p170 エチレン/メ タン(含H2) の比率及

びエチレン/エタンの比率が高い程分離のコスト

が小。

テールヵス (メタ)~杏Top) 中 (こ Loss する工子レン量

Hz 30モル%

CH4 70モル%

メタン~エチレンの比揮発度

(ディメタナイザー)

700 
80 

n
u
h
u
n
u

nv 

ξ
M
a
a
守
、
d

ァ‘

'
'
Q
o
r
d
v
 

比
揮
発
度

3 

2 

0.7 L4 21 2.83.5 5.6 7 14 21 2835 
一一一一一ー圧力 (K怖の
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工チレン~エタンの比揮発度

ザl 1 11 1 1 __  --'---'---'----' 

翠|千十十ト寸千三:::LI I I 
雇|乞l r I I I I _-'下吋〕

， ~~!1 1 1 I I 1 1 1 1 
ドl.4 2.1 2.83.5 '5;6 7 H 21 23 35 

一一一一+圧力(j(~c前

液組成 エテレシ 50 % 

エ タシ 50 % 

0 高圧ガス協会誌 ;1958年 voI22.No.10

p1 5~p23 

原料ガス組成

予4 Nm3/H 
15 1，500 

CH4 35 3，500 
C2H6 15 1，500 
C金HlO 3 300 

C2H4 20.7 2，070 
C3H6 9 900 

N2 2 200 

C2H， 0.3 30 

M
F
 。。戸、υ

、，le
E
t〉
s
a'EE

，
}29.7% 

100% 10，000Nm3/H 

分隊ガス組成

Restガス メ タ ン エチレン l 
Nm3/H 

H2 44.5 I 1，462 2.0 1 38 ー

CH4 50.1 I 1，647 96.5 I 1， 852iO. 05 1 
C2H6 l ← 0.15 3 
C4HlO 

C2H4 0.2 6 一-199.8 2，000 
C3H6 

N， 5.2 1 28 

C2H， 

エチレン 6，800T/年 (20.6T/日，0.858Tf時)に

就いての所要原単位: ー“原報では 2，000m3fH

に就いてである"

策 25~き 68 号 (1958)

|電力 |冷却|スチーム

KWH m3/H 
原料コンプレッサー 585 45.3 

NH3冷凍 240.3 84.1 

エチレ/' circ (冷媒) 189 14.8 

メタン circ(冷媒) 137.3 10.6 

アセトンポンプ 1.1 

Cト 2~ン回C3収加熱及びアセ
kg/H 
583.7 

アセトン冷却回収 3.4 
(kg!H) 

アセトン消費 2.4 

1，153KWH 158.2m3fH 583.7kgfH 

エチレン純度 98% 基準

(99.8%ならば電力増 27.4KWH)
( i ) メタン絡におけるメタン回収率と エチレ

ン純度(理論値)

100 

-一1... 
Z80 

一~ I 1111 JJど
純産80 

lj 
jO 
80'J. 90% '00% 

一一+ メタン団収率

メタン回収率 エチレン純度

80% 56.6% 

90グ ーーーー..，・ 72.5// 

95// ーーーーー砂 84.0// 

98グ 93 // 

99// 96.5// 

(ii) メタン塔の蒸溜計算

I Feed 1 O.H I B~tto~ 
H2 1.6 2.5 

CH4 (メタン) 63.8 97.5 1.81 

CaH6 7.35 

C，Hd(エチ レン) 16.6 - 1 47.1 

C3H6 2.65 - ! 7.52 

CO 5.0 - ! 14.18 

O2 0.2 

N2 2.8 

1100.0 1100.0 .1100.0 

...Recov 
99% 

ーメタ γ

~エチ
レシli
完全分
離
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Feed 100モルニ対して 64.762モル 35.238モル

O 最小選流比

XD : 0.975 Xf: 0.638 比揮発度(a:); 5 

Rm =0.296 

0 最小理論段数

Chem. Eng 1955年 No.2 p182......Fenske 

Equationノモク・ラ フ

ND; 2.4 NB ; 2.5 従って N=4.9

0 操作還流比及び理論段数

操作還流比は最小理論段数とのかね合いにも依る

が通常最小還流比の 1. 2~ 1. 5倍'

R= 0 . 355~0.444 take 0.4 

Gillilandの相関より;

R-Rm n n_.n  S-Sm 
一一一一二二 =0.0743・・・・・ー→一一一一二二=0.55R+1 v .v . 'v S+1 

S=12.1 即ち理論段数は 11.1段

(iii) エチレン塔の蒸溜計算

Feed O.H 

CH4 1.81 

C2H4 (エチレン〉 47.10 95.0 

C2H6 (エタ ン) 20.86 1.27 

C3H6 7.52 

CO 14.18 

O2 0.57 

N2 7.95 

100 100 

1.83 

39.40 

14.60 

27.60 

1.1 

15.47 

100 

Feed 100モルに対して 48.587モル 51.403モル

エチレン収率 98.% エタン loss (エチレンに混

入)約 3.%

0 最小還流比

a: ; 1.4 XD; 9.95 XF; 0.471 

Rm=4.72 

0 最小理論段数

using XD and a: ; ND=9.0 

using X!I and a: ; NB=12.0 

N =21 Total 

O 操作還流比及び理論段数

R =5.66~7.08 taka 6 

R-Rm ^ . ̂ ^ S-Sm 
一宮ーーー=0 .183・・・→ 一一一一一=0.44R+1 _ . ~VV S-1 

S=38.3 即ち理論段数は 37.3段

e_=7の場合は 34.7段 ) 

XD=0.9の場合は Rm=4.1'

(iv) エチレン分離の所要エネルギ ー

0 原料エテレン溜分を圧縮するに要する動力。

器 5.4鵠

4，269m3/H→ 30kg/cm2 

')'-1 

WA= RT，~f ( ~f 1五子一 1~ 
且 ')'-1i¥ P1J • J 

平均分子量 20.5 :. R=41.4 

即ち 512KWH (48，125kgm/kg) 

0 エチレン塔コンデンサーにおける冷凍動力。

NH3冷媒， 蒸発温度 一260C， コンプ レヅサー

吸入ガスは乾燥飽和(冷媒)凝縮温度 300C，膨

脹弁前(受液器出口の液温度)250C 

NH3モリ エ線図より

エチレン塔除去熱量 ;

(4 ，385.3m3 /H) X (97. 25kcal/m3) = 

426，470kcal/H 

熱侵入 ;化工便(新)p467 

2.5kcal/m3 ・・…→10，960kcal /H 

顕熱 ;(1504.3)(55.5
0
C)(0.503kcal/m30C) = 

41，995kcal/H 

所要冷媒量 ;

479，425/266 = 1 ，802. 3kg/H 

(1，802.3 X 0.82 = 1 ，477 .9m3/Hr) 

所要冷凍動力 ;

理論馬力…… (75)(1，802.32_=210.8
641 

圧縮効率 75.% ， 機械効率 85.% 

所要軸馬力… "330BW

O メタン塔コンデンサーにおける冷凍動力

エチレ ン冷媒，蒸発温度一101oC，コンプレッサ

ー吸入ガスは乾燥飽和(冷媒)蒸気，凝縮温度

-21
0
C 膨脹弁前(受液務出口の液温度)ー260C

エチレンコンプ レッサー出口ガスの冷却は水

及び NH3

エチレンのそリエft.;{図 (Pet.Ref vo1.37 No.6 

1958年 p198)メタン塔除去熱量 ;

(1 ，105. 8m3/H) X (50kcal 1m3) = 55， 290kcal/H 

熱侵入 ;2.5kcal/m3...一2，765kcal/H

顕熱 ; (4，269m3/H)(72.20C) 

(0.366kcal/m30C) = 112，809kcal/H 

OOF(ー17.80C)→ー1300F(-900C) 

feed OH 

比熱のデータは

“Data Book on Hydrocarbons" p89 

所要冷媒量 ;170，864/66.73 = 2，560kg/H 

(2，560 X 0 .1873 = 480m3/H) 

所要冷凍動力 ;エチレン 1kgを圧縮するに要す

る仕事の熱当量 55kcal/kg

早稲問応用化学会報
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(121.74) (2，560) = 311 ，654kcal/H 

この内 (740C-30'C)(0.355kcal/kg)(2，560) 

= 40， OOOkcal /H は冷却水に依って除去され

る。残り 271，654kcal/H は NH3冷媒に依っ

て除去する。

所要 NH3冷凍馬力…・・188BlP 

(理論馬力 119.5)

(NH3所要量 1021.2 kg/H) 

8. コークス炉ガスエチレンの経済性

C.O.Gよりエチレン 溜分を平衡凝縮に依って分離

する場合の収率及び組成に就いては既に述べた通りで

ある。併しながら此処で注意しなければならない点は

実際の分縮には微分々縮の効果も若干加味されており

設計上の安全サイドとして平衡分縮計算が通常行われ

ていることである。微分々縮の効果は採用する装置に

依って勿論異るが理想的な効果は実際的に不可能であ

る。 C.O.G エチレンを石油系エチレシに比べると生

成の過程に大きな差異がある。即ち C.O.G中のエチ

レ γは非常に薄く 3 ~ 4 %に過ぎないため凝縮するエ

チレン溜分のエチレン組成が悪いということである。

そこでエチレン溜分中のエチレ γを濃くするためには

エチレン収率を落さざるを得ない結果になるのでエチ

レン溜分から分縦したエタンをクラ γキングしてエチ

レンにし，混合処理する方法が効果的である と言われ

ている。しかし何れにしても斯様な組成のエチレン溜

分から低温蒸溜に依り エチレンを抜き出し残ガスは燃

料にするやり方では常識的にみて石油系エチレンに太

万打ちすることは困難である ように思われる。然も既

に計算した如くエチレ ンの分離エネルギーの面でも決

して有利ではない。特に量的な問題が重要で石油系エ

チレンの生産量はー単位で年間数万屯の規模であり ，

しかも副生する残油， プロ ピレ ン，プチレン等のガス

の利用度が高いのに反しC.O.G エチレシは 吾国で

はー単位数千屯高々l万屯の規模で且残ガス(主成分

メタン)の利用が現在の所燃料以外にない現況では既

に勝負はついていると言われるも致し方のない所であ

ろう。現実にエチレンの主原料は各国共石油系であ り

又石油系に移りつつある。 しかしながら此処で観過し

ではならないことはエチレ ンの消費はポリ エチレン，

エチレンオキサイド，スチレンの三つの柱に支へられ

ておりしかもこの三つの製品に必要なエチレン純度が

策 25i:き 68号(1958)

各々奥っているということである。即ち吾々 はポリ

エチレ γ用に必要な純度 99.8モル%をベースにして

C.O.Gエチレンを石油系エチレンと比較する意図は

ない。極端な言い方をすれば平衡分縮で落ちた組成の

エチレンが何等手を加へないでそのまま使へるかどう

か? 又手を加へるにしてもほんの僅かで済むような

目的とプロセスを前提にして C.O.Gエチレンを評価

しているのである。この場合更に重要なことはかかる

エチ レγ溜分の生成費(凝縮過程)は当然のことなが

ら水素の分際費に含まれて仕舞う ことである。従って

石油系エチレンと，コスト的な比較という意味では

C.O.Gエチレγの場合はエチレンの生成費をみなく

てよいという有利性がある。且叉エチレンの溜分の委

託加工が可能な条件にある当社の場合は C.O.Gエチ

レンと石油系エチレンのコスト比較は無意味であら

う。

9. 結論

C.O.G を利用してアンモニア (若しくは合成ガス)

を作る場合そのコストが吾国における他の合理化装置

即ち天然ガス乃至は石油をガス源とする方法に比して

決して見劣りの しないものであることをはっきりさせ

るこ とが筆者の目的でもあった訳である。従来この面

でC.O.G問題を過少評価する向きも少くない。例へ

ば 20 ， 000円/屯~22 ， OOO円/屯の総原価〔金利を含ま

ず)を達成するための条件として C.O.G利用の場合

0.28円 ~O.55円 / 1 ， OOOkcal の評価をガスに与へる必

要があるとし寸 意見である。筆者の検討の結果からは

j肝機な答へは生れて来ない。ともあれエチレγ溜分の

利用或いはメタン溜分の利用を考え合せる時 C.O.G

の利用が国家的にも 又企業的にも如何程重要なもので

あるかが御分り と思う。即ちエチレンが低濃度で使用

出来るということ或いはエチ レン溜分の委託加工が可

能である事実は如何なる他のアンモニ ア製造方式に対

してもC.O.Gが決定的な優位性を確保できることに外

ならないし， 又これに依って従来鍋け声だけに終って

いた国際価格での生産(アンモニア及びスチレン)が

初めて可能になるからに外ならなし、。

(以上)
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会務報告

〔役員会〕

11月30日(木〉午後5時より役員50名出席の下に役

員会が関かれ，富井六造教授停年返事まに関する件に就

き種々懇談の結果「富井先生退職記念会」として発足

した。応募範囲は応用化学会を中心に約30万円位を集

める事を決定した。これに就いて会の評議員はすべて

同会実行委員となり，世話人の選衝は教室側に一任さ

れた。

〔常会〕

講演「今日のアフリカJ(スライド)(講師関根吉郎

氏)が行われ，折からの秋日より も宰して近来になく

盛況で出席者 130名であった。大坪教授の司会により

本年の学内外の様子ならびに昇格等の紹介があり，こ

れに対し夫々紹介者より答辞があった。学位授与者畑

山三郎氏，本大学常務理事就任村井資長氏，応用化学

科専任講師就任佐藤匡氏。

〔卒業生送別会〕

昭和34年 2月11日 (火)午後4時半よ り9号館 409

教室に於て恒例の卒業生送別会が催さた。教室側全員

と先輩の肝付兼英，水野敏行，青山国，知l山三郎の諸

氏も出席され，卒業生を囲んで和ごやかの中に激励と

抱負の交歓があった。肝付氏の祝辞と得怠の手品の余

興も入り， 青山，畑山先輩の祝辞と激励に新卒業生の

感激も深いものがあった。

その後大限会館にて応用化学会の臨時の役員会を開

き肝付，畑山両先放を岡み教室側山本， 宇野，石川，

大坪，鈴木，中村の役員の出席の下に懇談があった。

追悼

会員 加藤賢治氏(第 3回卒)昭和 34年 1月

28日急逝されま した。ここに謹んで哀悼の意

を表します。 猶御遺族より小林奨学基金と して

金拾万円の御寄附があった。

昭和33年11月20日 印刷

編集後記

今回の68号の発刊に際しては全員の皆様及び会員外

からも一方ならざる声援があり ，予想外に多くの原稿

が集まりまして編暢上大いて益する所がありましたこ

とを先づ感謝致します。併し発刊諸経費にも一定の予

算がありますためその 2，3のものを今回に限り割愛

させて戴きましたことを大変残念に思って居る次第で

す。併し又この68号の発刊が多少予定よ り遅れて居り

ますので追いかけて次の69号を 4 ~ 5 月頃刊行する積

りで居り ましてこれに掲載発表致し度いと思って居り

ますので何卒御諒承下さる様御願致します。

今回の68号は突は研究報告をやめて進歩綜説ばかり

を石油化学の進歩特集と して発刊する予定であ りまし

が実の所 2，3依頼した執筆者が御都合あ りまして中

止の己むなきになりましたので遂に予定を変更し研究

報告を入れて編緑したのでありまして多少なりともこ

の特集の臭いだけでも表し度いと思いました。

尚最後に本会の為め会員諸賢におかれては何卒ふる

って意見でもニ ュースでも結構ですから御投稿下さる

様御願致します。(昭.34.10.1.石川1)

(掲示板)

O本年度小林賞受賞者は次の両君に決定しました。

高松越

田島 喜 助

O本年度卒業式は 3月29日午後 1時より記念会堂で行

われます。

昭和33年11月30日発行

発行 人

編集 人

印刷 所

大坪義雄

石川平七

1事興社村井印刷所

東京都新宿区戸塚町 1丁目 647署地

発行所 早稲田大学理工学部応用化学科内早稲田応用化学会
電話 (34)2140-9 4140-9 振替貯金口座東京 629z1 

養 56養 早稲岡応用化学会報
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べンソ‘ーI~系製品
タール系製品
タール酸系製品
をの他の化学製品

化学繊維機械

セメント機械

製 紙 パ ル プ 機 械

石油精製機械

その他化学機械一般

三葉港総株さと曾鮭本社
東京都千代田区丸の内2の4(三菱本館)

電話東京 (28)5111・3111・0331
(機械第二部産業機械課)



興洋化学

国産

漂白

食

セ フ ツ ク

セ フ 、y ク

染料

合成甘味料シグロン

用

テトラクロールフタル酸

本社 ・第一工場足立区本木町三丁目 26 5 4 Tel. (88) 1 2 4 5 ~ 7 

第二工場足立区下沼田町 52 1 Tel. (88) 1 1 9 4 ~ 5 

取締役社長 高 橋 重 博

，、，、，、，、，、，、，、州、州、，、倒、，、戸、戸、州、州、例W

ポ リ ゴン
(ポリ燐酸塩を主体と した金属イオン封鎖性を有する無機界面活性剤)

① カオリン，炭酸カノレシウム等の無機粉体の水中へ懸濁，難溶性染料の可溶化，

蛋自の膨潤化等，一般の有機界面活性剤より透かに優れております。

② 鉄，銅，カルシウム等の金属イオンを錯化し， 不活性としますので，漂白剤の

安定剤，洗浮助剤，食品の安定剤，染色の正常化，化粧品助剤等として総ゆる

工業に大なる効果を示します。

ダックロイド
(アルギン酸フ.ロピレング リコ ールエステJレ)

一般のアルギン酸ソーダやCMCと異り ，エステルですから酸やカルシウムイ

オンにも安定であり ，乳化性もあるので食品方面を始め種A の用途に適した増

粘剤です。

株式会社千代田化学工業所
東京都千 代田 区神田 北乗 物町 7

Tel. (25) 3 1 4 7， 3 1 4 8， 7 0 7 1 

s -



4主〉輝ぐsEJをの
危学機械、メーカー

主製畠

力"ヌタンク
オイルタンク
豆期発 生袈畳
石油精製装置
化学工業用諸機械

警霊石井鉄工 所
取締役社長石井太吉

京社東京都千代田区有楽町 1-5
嘗業所 大阪市北区堂島中 1-27(堂島芳一ピル1
工 場 月 島 ・ 蒲 田・亀戸・高演

フラスチvクス製畠の

射出成型友加工

東烹都港区面芝う南四丁目二番地

電話三日 (45)5513・3468.2955・6919番

大阪-名古屋-福岡，礼申晃・青争岡広島高松・豊田

このマークが保証する製呂吟、J



営業 品目

航空機用電縁

自動車用パーツ

航空機用パーツ

矢崎電線工業株式会社
取締役社長 矢 崎 貞 美

本社 東京都港区芝田村町5ノ2

TEL. (43) 7171-7179 

支底 東京 ・名古屋 ・大阪 ・福岡

仙台・札幌・高松・広島・富山

工場 沼津 ・島 田 ・鷲津

鉱山機械・建設機械・化学工業機械

(特に粗砕 より微粉砕まで一式〉

盟大塚工場
取締役社長 大 塚 肇

東京都港区芝三田 豊 岡町六六

電話三回 (45)1161 --4 
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LTD 

産業機 械 の 先端を行く !!
合成樹 脂連 続混合装置

コツトレノレ式電気集塵装置
ステンレス製品

エ ッシャ 一分離機 (月 島機械製〉
ノレイピノレドライヤー( グ

KUROIT A CO. 

所業市反黒 ヱ
長

ネ土

出張所

株式会社

会
本

場工

第二工場

ン
ノレ

(現月島機械KK社長〕 黒板駿策
東京都中央区銀座東 1 の 8
電話 (56) 8 4 4 1 ~ 5， 8 1 2 4 
福岡市高畑新町 24
電話福岡商 (2) 7 2 7 7 
第一工場東京都江東区南砂町8の2335

電話 (64) 1 2 3 6 
東京都江東区南砂町 7の50
電話 (64) 4 7 1 0 

製業品目
一般化学工業製造用機械 精製糖用機械
硫安尿素製造用機械 荷役， 輸送機械
鉱山，土建機械 プ ラスチックス用機械

イ

ターオイ
エンヂン ・オイノレ

油， 絶縁油

滑油全般

フフ
ノレ・モ

匂

ノ、

イ
デイ ー ゼノレ ・

冷凍機
特殊潤

動
コ

流
コ

ニオン油脂工 業 株式 会 社
取締役社長 佐藤 英 三
東京都千代田区丸ノ内 2 ノ 14 (三菱仲 9 号館〕電話(28)7826~ 9 
横浜市鶴見区 小野町 40 電話鶴見(5 )2876・6787・7208

ユ

本社

工場
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油
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東京也日万7〉紙撤式室it
銀座営業所・煎京都申R区銀座 3の3(巴川ピjレ)

電話京橋(56) I q 4 3. 2374. 3573 .7582 
工場・煎京・ 3只松・喜震均



近代建築の工場にも・ビルにも・住宅にも

(新製品・耐火建築板)

耐火建築恨のスー パーデラックスですO 軽

くて耐火性が高く (J1 S耐火 2級合格)

すぐれた遮音性をもち‘保温、保冷に最適

で結露も致しませんu 又膨張収縮がほとん

どなく、木材同様に釘打ち、鋸引き、錦か

けが符易に/:1¥来る優れた建築材料です。

(力タロゲ進呈)

マミ>
浅野スレート株式会社

東京都千代田区大手町 2の9電(20)2241(代〉

支庖:東京・名古屋・大阪・門司・札幌



耳障 をt東京舗中失区八蜜洲 1の3
'単叫 ~l:1) 7000. ，，4ω~b 

東京工場裏京鄭荒川区ー若久間Toの101
及告書業所電話 (807)代リ 1O 1-5 

大阪工場大1反1甘責特川宍明上通り3の3!!
及営 業所電話三 国 (39)0924-:' 

2045・2079

買流れ出ない、冬硬くなり ζわれない

包ンイタイプの白地板と.目地充甥材
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ベアリング周: W.N.グリース・ S，S.M.グリ ースS.

S.Y.グり ース リチウムグリース (L.A.

L.M.L.T.)ル ミナイトグリー ス

自動車用 :F.M.N.グリ ース ・S.S.V.グリース

接 抗 用: 炭 車グリース ・ワイヤーロ ープ油

耐 熱 用 :シンネァクグリ ース・ H.D.グリース

D 昭和石油




