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はじめに
研究開発の評価は、研究開発活動の効率化・活性化、優れた成果の獲得や社会・経済への還元
等を図るとともに、
国民に対して説明責任を果たすために、極めて重要な活動であり、このため、
経済産業省では、「国の研究開発評価に関する大綱的指針」（平成２０年１０月、内閣総理大臣
決定）等に沿った適切な評価を実施すべく「経済産業省技術評価指針」（平成２１年３月改定）
を定め、これに基づいて研究開発の評価を実施している。
「高効率酸化触媒を用いた環境調和型化学プロセス技術開発プロジェクト」は、化学品製造工程
における温室効果ガスの排出抑制、省エネルギー化及び生産性向上に資するため、「Ｎ−オキシ系触
媒等の高効率酸化触媒を化学反応プロセスに適用するための技術開発」を経済産業省において平成
１７年度から平成２０年度まで実施したものである。
今回の評価は、この「高効率酸化触媒を用いた環境調和型化学プロセス技術開発プロジェクト」
の事後評価であり、実際の評価に際しては、省外の有識者からなるエネルギー使用合理化化学技
術開発評価検討会（座長：島田広道 独立行政法人産業技術総合研究所 つくばセンター次長）
を開催した。
今般、当該検討会における検討結果が評価報告書の原案として産業構造審議会産業技術分科会
評価小委員会（小委員長：平澤 泠 東京大学名誉教授）に付議され、内容を審議し、了承され
た。
本書は、これらの評価結果を取りまとめたものである。
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プロジェクト名

高効率酸化触媒を用いた環境調和型化学プロセス技術開発プロジェクト

上位施策名

省エネルギーの推進

事業担当課

製造産業局 化学課

プロジェクトの目的・概要
Ｎ−ヒドロキシフタルイミド（ＮＨＰＩ）で代表されるＮ−オキシ系触媒等の高効率酸化触媒を活用した日
本発の酸化技術（以下「NI 技術」という。）を駆使し、省エネルギー、温暖化ガスの排出削減に資すると
同時に、ﾊﾞﾙｸｹﾐｶﾙｽﾞでの実用化促進と、NI 技術の普及を進めることで生産性向上を実現し、我が国化
学産業の国際競争力強化を図る。
予算額等（補助率：１／２）

（単位：千円）

開始年度

終了年度

中間評価時期

事後評価時期

平成 17 年度

平成 20 年度

‑

平成 21 年度

H17FY 予算額

H18FY 予算額

H19FY 予算額

H20FY 予算額

総予算額

141,349

384,040

252,373

169,152

946,914

事業実施主体
高効率酸化触媒
技術研究組合

総執行額
850,924

目標・指標及び成果・達成度
(1) 全体目標に対する成果・達成度
アノン・アジピン酸製造プロセスにおけるパイロット運転を経たプロセス設計や、tert-ブチル安息香酸
製造プロセス技術等を確立し、当初設定した全体目標を概ね達成。これらの研究開発成果により、既存
法に対するコスト優位性の確認や実機プロセス導入試験における高い目的物選択率等を達成し、実用
化の見通しを得た。本事業終了後も、ライセンス展開やユーザー評価結果等を踏まえた事業化に向け
実施者において活動を継続中。
全体目標に対する成果、目標の達成度は、以下のとおり。
テーマ

目標・指標

成果

達成度

１．アノン・アジピ

アノン・アジピン酸併産プロセスの実

パイロットプラント建設・技術実

達成

ン酸併産プロセス

用化

証を経て、プロセスデザインパ

の開発

ッケージを完成させた。

２．シクロペンタノ

シクロペンタノン連続製造プロセス

シクロペンタノン連続製造プロ

ン製造プロセスの

の実証

セスの実証ができた。
ii

達成

開発
３．テレフタル酸

NI 技術を用いたテレフタル酸製造プ

170℃での NI 触媒条件を明ら

製造プロセスの開

ロセス可能性の確認

かにし、TPA 目標収率を達成

発

一部達成

し、かつ燃焼による CO2 発生の
抑制を確認した。

４ ． n- ブ タ ン の 酸

n-ブタンの酸化によるメチルエチル

最適反応条件と精製方法によ

化によるメチルエ

ケトン（MEK）製造プロセスの確認

り、既存製品と同じ純度の MEK

チルケトン（MEK）

を得ることができた。また、バッ

製造プロセスの開

チ反応で、目標である製造直接

発

費 20%削減の見通しを得た。

５ ． tert- ブ チ ル 安

tert-ブチル安息香酸既存実機製造

実機プラントの改造試験によ

息香酸製造プロ

プロセスへの NI 技術の導入

り、実用化のめどが立った。

一部達成

達成

セスの開発

各テーマの個別要素技術の成果、目標の達成度は、以下のとおり。
１．アノン・アジピン酸併産プロセスの開発
要素技術

目標・指標

成果

達成度

達成

アジピン酸製造プ

晶析工程確立

・平均粒径を 50μm まで結晶成

ロセス確立

アジピン酸結晶径

長させることができた。

30μm 以上

・分離機の選定が出来た。

（工業的に連続分離できる結晶径）

・金属助触媒回収工程が不要
になることが判明した。

既存法品と同等

既存法製品で定められている品質

・溶融色 APHA10 を達成

の製品品質の達

スペックの達成。

・その他スペックも全てクリアー

成

溶融色 APHA 色 50 以下

新規製造技術に

実機設備のＰＤＰ（プロセスデザイン

・エンジニアリングメーカーの協

よる製造設備のド

パッケージ）として纏め上げ、既存

力を得て、パイロット研究とテス

キュメントパッケ

法に対するコスト優位性を確認す

ト機試験データを基に１５万 t/y

ージ化

る。

規模のアジピン酸製造設備設

・総原価で 5 円/Kg 以上のコスト優

計を行い、ＰＤＰにまとめた。

位性

・総原価で、8.4 円/Kg の既存法

達成

達成

に対する優位性を確認した。

２．シクロペンタノン製造プロセスの開発
要素技術

目標・指標

成果
iii

達成度

反応プロセスの構

シクロペンチルヒドロペルオキシド

弱塩基を用いることでシクロペ

築

の効率的なシクロペンタノールへの

ンチルヒドロペルオキシドを定

変換法の構築。

量的にシクロペンタノールへ変

達成

換できることを見出した。
精製プロセスの構

想定精製プロセスのバッチでの検

想定精製プロセスによる反応生

築

証。

成物の精製をバッチ形式で行っ

達成

たところ、目標スペック内のシク
ロペンタノンを得ることが出来
た。そして想定精製プロセスの
妥当性を確認できた。
連続プロセスの検

反応条件および精製プロセスの、連

反応を連続形式で行う際の最

討

続プロセスによる再現

大の課題であった NI 触媒の連

達成

続供給法を確立できた。また連
続形式で反応検討で、反応温
度の再設定でバッチ形式と同等
の反応成績が得られる見込み
を得た。

３．テレフタル酸製造プロセスの開発
要素技術

目標・指標

成果

THICA の高温酸

酸化生成熱の有効利用と燃焼によ

高温でのＮＩ触媒酸化技術では

化反応技術

る CO2 発生の抑制を両立するテレ

ＮＩ触媒の分解抑制が重要であ

フタル酸（以下 TPA）の高温酸化反

り、１７０℃でのＮＩ触媒条件を明

応技術の確立

らかにし、ＴＰＡ収率で目標収率

目標性能

９０％を達成し、かつ燃焼による

・ＴＰＡ収率：≧90%

ＣＯ２発生の抑制を確認した。

達成度

一部達成

課題は経済性の向上（生産性
の向上）で、これを改善するに
は溶存酸素量を増加させる（酸
素冨化条件）必要があることを
明らかにした。
酸素冨化条件での検討は継続
課題である。

４．n‑ブタンの酸化によるメチルエチルケトン（MEK）製造プロセスの開発
要素技術

目標・指標

成果
iv

達成度

n-ブタンを原料と

n-ブタンを原料として、純度 99.9%

反応工程では、反応中に NI 触

して、既存製品と

の MEK を得る。

媒が分解することが判り、触媒

同じ純度の MEK

使いきりとして最適反応条件を

を生産する技術

見出した。

達成

精製工程では、沸点が近接す
る不純物の分離に取り組み結
果として既存製品と同じ純度
99.9％の MEK を得ることがで
きた。
経済性に優れる

製造直接費を既存法より 20％削減

供給酸素濃度 21%のバッチ反

上記技術

する。

応で経済性を評価した結果、目

一部達成

標である製造直接費 20%削減
の見通しを得た。
引き続き、連続かつスケールア
ップした実験に進んだが、安全
確保のため供給酸素濃度を
4%に自主規制したことによる反
応成績の低下を、他の反応条
件では補償するには至っていな
い。供給酸素濃度は重要なファ
クターなので、エンジニアリング
会社と協力し、十分な安全管理
の下で上昇させれば、連続実
験においても、MEK 収率の向
上とそれに伴うコスト削減を確
認できると考える。

５．tert‑ブチル安息香酸製造プロセスの開発
要素技術

目標・指標

成果

達成度

tert-ブチル安息香

既存実機プロセスへ NI 技術を導入

現行の選択率を８％向上するこ

達成

酸製造酸化反応

し、目的物の選択率を現行に対し

とが出来た。

工程改良

５％以上向上する。

副次効果として、反応温度を数
１０℃下げられたにも係わらず
反応時間が１/２となった。
現行法と異なる不純物が確認さ
れたが、母液の一部を新液に
v

置換することで、不純物含量を
一定値に収束する ことが出来
た。
廃棄テレフタル酸の６０％低減
と排ガス中の VOC の４０％低
下を確認し、工業化の目処が立
った。

(2) 目標及び計画の変更の有無
変更は特になし。目的を達成するために効率的かつ機動的な計画運営を行い、概ね計画どおりの研
究開発を実施できた。
＜共通指標＞
論文数等
26

論文の

特許等件数

被引用度数

（出願を含む）

152
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評価概要
１．事業の目的及び政策的位置付けの妥当性
本研究開発は、NI触媒を活用した新規酸化プロセスを開発するもので、省エネルギー・環境負荷低
減の観点から有効な重要技術である。バルク品製造をターゲットとしており、基礎実験から工業プロセス
への実用化までのリードタイムや大きな費用が必要となることを考慮すると、民間企業単独で実施する
にはハードルが高く、国が 関与する事業として妥当である。
ただし、ファインで成功した技術をバルクへ適用する側面があり、新規性、革新性という点でややイン
パクトを欠いたきらいがある。
２．研究開発等の目標の妥当性
対象技術の難易度に応じて、異なる目標が設定されており、また、要素技術の目標も細かく設定され
ており、達成度判断が容易となっていることから、目標の設定は妥当である。さらに、研究開発全体とし
て、ユニークな触媒をシード技術として多様なプロセスへ展開させるという観点からも適当である。
ただし、CO2 排出量や省エネルギー効果を反映した目標値や、触媒周辺分野に限らずプロセス全体と
しての目標（熱効率、環境調和性など）が設定されていたほうがよかったと思われる。
３．成果、目標の達成度の妥当性
個々のテーマについては到達度に多少の違いはあるものの、ほとんどすべての項目で概ね目標が
達成されており、成果、目標の達成度は妥当である。研究開発全体として、中核となる触媒技術が多様
な選択酸化プロセスへ適用可能であるというメッセージを発することに成功しており、さらに、学会発表、
論文発表に加えて成果報告会を公開している点も高く評価できる。
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しかしながら、アノン・アジピン酸プロセスの成果には晶析技術の寄与もあると思われるが、触媒技術
による寄与との切り分けがよくわからない。また、知的財産の取得や化学工学的なもの（特許を含む）の
対外発表が少ないように思われる。また、テレフタル酸や 2‑ブタノン、シクロペンタノンの研究について
は、実用化という面で、製造プロセスへの適用、連続運転の実証などの課題が残されている。
４．事業化、波及効果についての妥当性
事業化については、具体的な見通しが立っており、１つのシード技術から全体として省エネルギー、G
HGガス削減などの十分な波及効果も期待できることから、事業化、波及効果については妥当である。
ただし、事業化見通しについては、すべてのテーマにつきプロセス全体の見通しが提示されていたほ
うがよかったと考えられる。
５．研究開発マネジメント・体制・資金・費用対効果等の妥当性
研究組合を設立し、プロジェクトリーダーの石井教授の的確な指導のもと、技術者との交流を行いな
がら効率的なプロジェクトの運営がなされており、また、途中から加わったtertブチル安息香酸プロセス
についても、研究開発全体の枠組みの中にうまく位置づけられていたことから、マネジメント・体制は妥
当である。また、資金配分については、実施者が実用化を推進するということから、妥当である。
ただし、費用対効果については、各製品により異なり、生産数量の大きいテレフタル酸やＭＥＫ等への
導入が鍵と考える。
６．総合評価
省エネルギーおよびGHG削減に寄与する日本発プロセスの設計を行ったことは意義がある。よい意味
での研究体制が構築できており、独創的なシード技術から出発して応用へ結びつける、日本型の研究
開発がうまく行った事例であると判断される。すべてのテーマで触媒化学的な研究開発は相当に進み、
将来的には化学プロセスの抜本見直しにいたる可能性のある課題も含めて順調に成果を伸ばした成功
プロジェクトと判断される。
ただし、失敗事例などから本触媒技術の限界を抽出して、その適用範囲や今後の方向性を明らかに
する過程などがあってもよかったと思われる。また、一部の製品については、事業期間内での目標はク
リアしているものの、実用化を見すえた際に現状プロセスの置き換えに必要な条件がそろっていないも
のもあり、今後の更なる開発を期待する。
７．今後の研究開発の方向等に関する提言
これまでの研究開発を背景に適切な事業の実施が行われたものと判断できる。ラジカル反応である
が故の選択率の限界、触媒分解によるロスが製品コストに及ぼす影響等を明確にし、どのような化学品
に対して NI 触媒の応用が適当であるか、大凡のガイドラインが示されるよう学問的、技術的整理が進
展することを期待する。
また、本研究開発では全体的に触媒科学的側面が中心であったが、今後化学工学的な検討が進
み、晶析技術などの化学工学的成果の活用や、ヒアリングでの指摘にもあった反応熱の制御や選択性
の向上などを通じて、本研究開発による事業化が進むことを期待する。
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評点結果
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第１章 評価の実施方法

第１章

評価の実施方法

本プロジェクト評価は、
「経済産業省技術評価指針」
（平成 21 年 3 月 31 日改定、
以下「評価指針」という。）に基づき、以下のとおり行われた。

１．評価目的
評価指針においては、評価の基本的考え方として、評価実施する目的として
(1)よりよい政策・施策への反映
(2)より効率的・効果的な研究開発の実施
(3)国民への技術に関する施策・事業の開示
(4)資源の重点的・効率的配分への反映
を定めるとともに、評価の実施にあたっては、
(1)透明性の確保
(2)中立性の確保
(3)継続性の確保
(4)実効性の確保
を基本理念としている。
プロジェクト評価とは、評価指針における評価類型の一つとして位置付け
られ、プロジェクトそのものについて、同評価指針に基づき、事業の目的・
政策的位置付けの妥当性、研究開発等の目標の妥当性、成果、目標の達成度
の妥当性、事業化、波及効果についての妥当性、研究開発マネジメント・体
制・資金・費用対効果等の妥当性の評価項目について、評価を実施するもの
である。
その評価結果は、本プロジェクトの実施、運営等の改善や技術開発の効果、
効率性の改善、更には予算等の資源配分に反映させることになるものである。
２．評価者
評価を実施するにあたり、評価指針に定められた「評価を行う場合には、
被評価者に直接利害を有しない中立的な者である外部評価者の導入等によ
り、中立性の確保に努めること」との規定に基づき、外部の有識者・専門家
で構成する検討会を設置し、評価を行うこととした。
これに基づき、評価検討会を設置し、プロジェクトの目的や研究内容に即
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した専門家や経済・社会ニーズについて指摘できる有識者等から評価検討会
委員名簿にある５名が選任された。
なお、本評価検討会の事務局については、指針に基づき経済産業省化学課
が担当した。
３．評価対象
高効率酸化触媒を用いた環境調和型化学プロセス技術開発プロジェクト
（実施期間：平成１７年度から平成２０年度）を評価対象として、研究開発実
施者（高効率酸化触媒技術研究組合）から提出されたプロジェクトの内容・成
果等に関する資料及び説明に基づき評価した。
４．評価方法
第１回評価検討会においては、研究開発実施者からの資料提供、説明及び質
疑応答、並びに委員による意見交換が行われた。
第２回評価検討会においては、それらを踏まえて「プロジェクト評価におけ
る標準的評価項目・評価基準」、今後の研究開発の方向等に関する提言等及び要
素技術について評価を実施し、併せて４段階評点法による評価を行い、評価報
告書(案)を審議、確定した。
また、本評価検討会は、知的財産保護等の観点から、非公開として実施した。
５．プロジェクト評価における標準的な評価項目・評価基準
評価検討会においては、経済産業省産業技術環境局技術評価調査課において
平成２１年６月に策定した「経済産業省技術評価指針に基づく標準的評価項
目・評価基準について」のプロジェクト評価（事後評価）に沿った評価項目・
評価基準とした。
１．事業の目的・政策的位置付けの妥当性
（１）事業目的は妥当で、政策的位置付けは明確か。
・事業の政策的意義（上位の施策との関連付け等）
・事業の科学的・技術的意義（新規性・先進性・独創性・革新性・先導
性等）
・社会的・経済的意義（実用性等）
（２）国の事業として妥当であるか、国の関与が必要とされる事業か。
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・国民や社会のニーズに合っているか。
・官民の役割分担は適切か。
２．研究開発等の目標の妥当性
（１）研究開発等の目標は適切かつ妥当か。
・目的達成のために具体的かつ明確な研究開発等の目標及び目標水準を設
定しているか。特に、中間評価の場合、中間評価時点で、達成すべき水
準（基準値）が設定されているか。
・目標達成度を測定・判断するための適切な指標が設定されているか。
３．成果、目標の達成度の妥当性
（１）成果は妥当か。
・得られた成果は何か。
・設定された目標以外に得られた成果はあるか。
・共通指標である、論文の発表、特許の出願、国際標準の形成、プロトタ
イプの作製等があったか。
（２）目標の達成度は妥当か。
・設定された目標の達成度（指標により測定し、中間及び事後評価時点の
達成すべき水準（基準値）との比較）はどうか。
４．事業化、波及効果についての妥当性
（１）事業化については妥当か。
・事業化の見通し（事業化に向けてのシナリオ、事業化に関する問題点及
び解決方策の明確化等）は立っているか。
（２）波及効果は妥当か。
・成果に基づいた波及効果を生じたか、期待できるか。
・当初想定していなかった波及効果を生じたか、期待できるか。
５．研究開発マネジメント・体制・資金・費用対効果等の妥当性
（１）研究開発計画は適切かつ妥当か。
・事業の目標を達成するために本計画は適切であったか（想定された課題
への対応の妥当性）。
・採択スケジュール等は妥当であったか。
・選別過程は適切であったか。
・採択された実施者は妥当であったか。
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（２）研究開発実施者の実施体制・運営は適切かつ妥当か。
・適切な研究開発チーム構成での実施体制になっているか、いたか。
・全体を統括するプロジェクトリーダー等が選任され、十分に活躍できる
環境が整備されているか、いたか。
・目標達成及び効率的実施のために必要な、実施者間の連携／競争が十分
に行われる体制となっているか、いたか。
・成果の利用主体に対して、成果を普及し関与を求める取組を積極的に実
施しているか、いたか。
（３）資金配分は妥当か。
・資金の過不足はなかったか。
・資金の内部配分は妥当か。
（４）費用対効果等は妥当か。
・投入された資源量に見合った効果が生じたか、期待できるか。
・必要な効果がより少ない資源量で得られるものが他にないか。
（５）変化への対応は妥当か。
・社会経済情勢等周辺の状況変化に柔軟に対応しているか（新たな課題へ
の対応の妥当性）。
・代替手段との比較を適切に行ったか。
６．総合評価
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第２章 プロジェクトの概要

１．事業の目的・政策的位置付け
１−１

事業の目的

我が国は、石油ショック以降、約３０年間で約３７％のエネルギー利用効率
の改善を達成し、世界的にも高水準の省エネルギー型社会経済システムを実現
した。しかしながら、化石燃料の資源的制約や地球温暖化問題などを背景とし
て、省エネルギーの更なる推進への要請はますます強まっている。
化学工業における酸化反応プロセスは、幅広く工業的に実施されており、工
業生産に必須な基本プロセスである。しかし、酸化反応は他の反応に比して大
きな発熱を伴うため、選択的に目的物を得るための制御が困難な場合が多い。
このため、目的物以外に多種類の副生成物が生産されたり、目的物が一旦出来
ても更に酸化反応が起こり、逐次副生成物が生成してしまう等、結果として
多くのエネルギーを消費している。
関西大学石井康敬教授の開発による N-ヒドロキシフタルイミド（NHPI）で代
表される N-オキシ系触媒等の高効率酸化触媒を活用した酸化技術（以下 NI 技術
という）は、化学関係２５団体で構成されるグリーン・サステイナブルケミス
トリーネットワークによる平成 15 年度の第 3 回グリーン・サステイナブル ケ
ミストリー賞文部科学大臣賞を受賞するなど、日本発の革新的化学技術として
広く世界に普及されることが期待されており、併せて我が国化学業界の国際競
争力の強化が期待されているものである。とりわけ、年産 10 万トンを超えるよ
うなバルク製品への NI 技術の適用は、炭酸ガス（CO2）や亜酸化窒素（N2O）
等の温暖化ガスの排出削減効果が大きいこと、また、従来法の酸化反応プロセ
スで使用する臭素や硝酸によるプラントの腐食を回避し、副生物の生成を抑え
ること等、生産性向上の効果も大きい。
このため、合成樹脂や合成繊維の原料となるカルボン酸、ケトンなどの含酸
素化合物製造プロセスなど、これまで、これ以上のプロセス改善がもはや困難
であると考えられてきた空気酸化反応において、ＮＩ技術を駆使した高効率酸
化触媒を適用することにより、各種含酸素化合物を製造するための酸化反応プ
ロセスを穏和な条件で実現し、生成物収率と選択率の飛躍的向上が可能となる。
このような革新的な優れたシーズである NI 技術を化学工学におけるプロセスで
の利活用を推進することにより、省エネルギー、温暖化ガスの排出削減に資す
ると同時に生産性向上を実現し我が国化学産業の国際競争力強化を図るもので
ある。
１−２

政策的位置付け

「エネルギー基本計画」（平成 19 年 3 月閣議決定）、「新・国家エネルギー戦
5

略」（平成 18 年 5 月）、「第 3 期科学技術基本計画」（平成 18 年 3 月閣議決定）、
「経済成長戦略大綱」（平成 18 年 7 月財政・経済一体改革会議）、「京都議定書
目標達成計画」（平成 17 年 4 月閣議決定）において、推進すべき技術開発とし
て、エネルギーにかかわる分野が示されている。
経済産業省では、革新的技術の研究開発を通じて、我が国産業の国際競争力
の強化と、我が国を巡る経済・社会的課題の解決を実現すべく、研究開発政策
を戦略的に実施するための技術戦略マップと７つの「イノベーションプログラ
ム」を策定している。技術戦略マップは、新産業を創造していくために必要な
技術目標や製品・サービス・コンテンツの需要を創造するための方策を示し、
経済産業省の研究開発マネジメントに活用するとともに、幅広く産学官に提供
し、ビジョンや技術的課題の共有、異分野・異業種の連携、技術の融合の促進
に寄与するものとして提供されている。本事業は、
「技術戦略マップ 2008」にお
いて、エネルギー分野の「総合エネルギー効率の向上」に位置づけられ、
「超燃
焼システム技術」の「省エネ型素材産業プロセス 化学素材プロセス」に該当
する。また、部材分野の技術戦略マップにおいて、共通基盤技術分野のうち、
「材
料製造技術−液相プロセス」における「反応強化用技術（高効率・高選択反応
用技術）」に位置付けられるものである。
一方、イノベーションプログラムとは、政策目標を定め、これを達成するた
めに必要な研究開発と、成果の市場化に必要な関連施策（規制改革、標準化等）
を一体にした総合的な施策パッケージである。経済産業省は、技術戦略マップ
に従い、全ての研究開発プロジェクトを７つの「イノベーションプログラム」
の下で実施しており、本事業は、総合エネルギー効率の向上を目的として経済
産業省が取りまとめた「省エネルギー技術開発プログラム基本計画（平成１９・
０３・２６産局第１号）」の「II．超燃焼システム」のひとつとして実施された
ものである。
以上のように、本事業の政策的位置づけは明確である。
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図１．
「総合エネルギー効率の向上」に寄与する技術の技術マップ（技術リスト）
（出所：技術戦略マップ 2008）
2010

2015

2020

2025

2030〜
化学産業のエネルギー
使用量を2005年レベル
の2/3に削減を目指す

省エネ型産業プロセス
プロセス最適化技術（低温・低圧・高選択化、プロセス数削減、マイクロ波利用）

化学素材プロセス
触媒技術
ガス分離技術
エネルギー回収
マテリアル再利用

バイオ技術

バイオリファイナリー
分子状酸素の利用
製鉄とのコプロダクション
SC3の高度利用

図２．エネルギー分野の視点からの技術ロードマップ
（出所：技術戦略マップ 2008）
中項目

小項目
複合反応場・協奏的反応場用技術（マイクロ空間（ナノ反応場）／マイクロリアクタ複合化、MW/
超臨界流体、イオン性液体・マイクロリアクタ複合化、集積反応場、並列多重方式集積及び直列
シーケンス方式集積構造）
反応剤（反応開始剤）（環境負荷の低い酸化剤を活用できる新触媒の開発）

精密
化学
物質
製造
プロセ
ス

反応強
化・分
離用技
術（製
造経路
最適化
段階用
装置技
術）

触媒（分子触媒、固体触媒、酵素(生化学触媒））
反応強
化用技
術（高効
率・高選
択反応
用技術）

ナノ・マイクロ空間技術
（メソポーラス材料、ゼオライト、シリカゲル、CNT、層状化合物等）
外部場による化学反応強化用技術（マイクロ波（MW)利用反応強化技術、超音波利用反応強化
技術、光・レーザー利用反応強化技術、高圧利用反応強化技術、電気利用反応強化技術）
マイクロ流体回路利用反応強化技術（反応温度精密制御技術、流れ（物質輸送）を精密制御可
能な流体回路、滞留時間の制御技術、マイクロ空間を利用した新反応場技術、界面利用構造
（液液・気液）利用技術、機能壁技術）
新溶媒（非環境汚染溶媒・無溶媒、超臨界流体、イオン性流体、水溶媒、インテリジェント溶媒）

図３．部材分野（共通基盤技術分野／製造技術）の視点からの技術マップ
（出所：技術戦略マップ 2008）
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図４．部材分野の視点からの技術ロードマップ
（出所：技術戦略マップ 2008）
４．研究開発内容

Ⅱ.超燃焼システム技術

図５．プロジェクト概要
（出所：省エネルギー技術開発プログラム基本計画（平成１９・０３・２６産
局第１号））
１−３

国の関与の必要性

2005 年 2 月に発行した京都議定書において、我が国は 2008 年から 2012 年の
温室効果ガス排出量を 1990 年比で６％削減することとされているが、現時点に
おいてもこの目標の達成は極めて困難な状況となっている。京都議定書後の枠
組み決定に先立ち、我が国では 2009 年 9 月の国連の気候変動サミットで、2020
年における温室効果ガス排出量を条件付きで 25%削減することを表明している。
我が国の産業部門での省エネルギーや生産性の向上に関する取り組みはこれ
まで長年にわたり積極的に進められてきた結果、世界的にも高いレベルに達し
ており、このような目標を達成していくためには、革新的な技術のブレークス
ルーとその導入普及が必要であり、官民一体となって取り組むことが不可欠と
なっている。
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NI 技術は前述のとおり高い省エネルギーの実現や副生成物の削減し、かつ、
化学産業の多くの酸化反応工程に適用の可能性がある、波及効果の高い革新的
な技術であり、その研究開発や導入普及が期待されるところである。
しかし、実際に個々のバルク製品のプロセス・反応工程に NI 技術を導入する
ためには、単に NI 触媒を採用するだけでは不十分で実現は不可能であり、個別
のプロセスに応じた技術開発が必要であるなど技術ハードルが高く、民間企業
のみではバルク製品へのＮＩ技術の適用などの研究開発が進まない恐れがある。
この結果、我が国で開発された優れたシーズが普及されずに埋もれてしまうこ
とも想定された。
このため、経済産業省では NI 技術を化学産業のプロセスに導入するための技
術開発に積極的に関与することが必要と判断し、当該技術に関する補助金の交
付による技術開発支援を行い効果的な実用化を推進することとし、本事業を実
施したものである。
想定される個別プロセスにはその技術開発課題には基礎的なもの、応用分野
であるものなどの差が見られたが、NI 技術の導入・実用化という視点から、補
助率は１／２として開発実施者にも応分の負担を求めることとし、官民の役割
分担を図った。

9

２．研究開発目標
２−１

研究開発目標

本事業は、アジピン酸やテレフタル酸やメチルエチルケトンなどの各種含酸
素化合物を製造するための酸化反応プロセスを穏和な条件で実現するために、
省エネルギー、温暖化ガスの排出削減を可能とする NI 技術を用いた新しい製造
プロセスを確立し、実用化を行ったもので、以下の５つのテーマごとに目標を
設定し研究開発を行った。
（１）アノン・アジピン酸併産プロセスの開発
（２）シクロペンタノン製造プロセスの開発
（３）テレフタル酸製造プロセスの開発
（４）n-ブタンの酸化によるメチルエチルケトン（MEK）製造プロセスの開発
（５）tert-ブチル安息香酸製造プロセスの開発
２−１−１

全体の目標設定

研究開発を開始するにあたっては、酸化反応プロセスを低環境負荷・省エネ
ルギーの穏和な条件で実現し、生成物収率と選択率の飛躍的向上を可能とする
高効率酸化触媒を用いた NI 技術のバルクケミカルズでの実用化を促進し、NI
技術の普及を進めることを目標とした。
対象となるプロセスは、これまで存在しなかった全く新規なものもあれば、
既存プロセスの改良もあり、また本事業開始以前の各プロセス毎の知見にも差
異があるため、テーマ単位で下記の目標を設定し、研究開発を推進した。
表１．全体の目標
テーマ

目標・指標

設定理由・根拠等

アノン・アジピン酸併 アノン・アジピン酸併産プ 本事業開始前の蓄積があるた
産プロセスの開発
ロセスの実用化
め、パイロットプラント検証
により、ただちに実用化のめ
どがたつ。
シクロペンタノン製 シクロペンタノン連続製造 従来のアジピン酸を原料とす
造プロセスの開発
プロセスの実証
る酸性高温環化法に比べ、よ
りクリーンな原料であるシク
ロペンタンを活用できる。
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テレフタル酸製造プ NI 技術を用いた、酸化生成 NI 技術を適用することで、溶
ロセスの開発
熱の有効利用と原料燃焼に 剤燃焼による CO2 の発生を抑
よる CO2 発生抑制を両立す 制した、過去前例のないプロ
るテレフタル酸製造プロセ セスが見込める。
スの可能性確認
n- ブ タ ン の酸 化 に よ n-ブタンの酸化によるメチ 化学原料としての高度利用の
るメチルエチルケト ルエチルケトン（MEK）製 少ない n-ブタンを原料とし
ン（MEK）製造プロ 造プロセスの確認
セスの開発

て、これまで前例のないプロ
セスが見込める。

tert-ブチル安息香酸製 tert-ブチル安息香酸の既存 既存プロセスへの NI 技術導
造プロセスの開発
設備を用いた NI 触媒技術 入により、少ない設備投資で
の実用化
短期間での実用化が見込め
る。
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２−１−２

個別要素技術の目標設定

本事業では、各テーマの要素技術ごとに更に詳細目標を設定して、効率的に
研究開発を推進し、着実な全体目標達成を目指した。
個別要素技術ごとの目標・指標等は以下の表２−１〜表２−５のとおりであ
る。
（１）アノン・アジピン酸併産プロセスの開発
表２−１．個別要素技術の目標
要素技術

目標・指標

設定理由・根拠等

アジピン酸製造プロセ 酢酸晶析工程の確立
ス確立
アジピン酸結晶径
30μm 以上の達成

酢酸晶析・分離工程は既存
製造技術にはないため、そ
の確立が必要である。また
この工程が確立出来なけ
れば、この工程以降に続
く、精製、溶媒回収工程の
確定も出来ないため、工業
的に連続分離できる結晶
径を設定。

既存法品と同等の製品 既存法製品で定められて
品質の達成
いる品質スペックの達
成。
溶融色 APHA 色 50 以下

空気酸化一段によるアジ
ピン酸製造技術は、世界で
実用化された例はない。そ
の障害項目として、酸化中
間体が除去仕切れない事
に由来する品質悪化が挙
げられる。品質として実用
的な溶融色を用いること
とし、製品品質規格に厳し
いナイロン原料として、使
用に耐えうる APHA 色 50 以
下の微量不純物除去法を
構築することが重要項目
である。

新規製造技術による製 実機設備の PDP（プロセ

完成した製造プロセスの
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造設備のドキュメント スデザインパッケージ）
パッケージ化
として纏め上げ、既存法
に対するコスト優位性を
確認する。
・総原価で 5 円/Kg 以上
のコスト優位性

実用工業規模（１５万 t/y）
での建設実現性、経済性、
環境調和性などの詳細評
価には、エンジニアリング
メーカーが実機製造設備
を建設可能な形態で一括
見積り発注できる状態に
パッケージ化（ＰＤＰ）す
ることが不可欠である。
実用化を想定すると 5 円
/Kg 程度であることの確認
が必要である。

（２）シクロペンタノン製造プロセスの開発
表２−２．個別要素技術の目標
要素技術

目標・指標

設定理由・根拠等

反応プロセスの構築

ｼｸﾛﾍﾟﾝﾁﾙﾋﾄﾞﾛﾍﾟﾙｵｷｼﾄﾞの
ｼｸﾛﾍﾟﾝﾀﾉﾝ、ｼｸﾛﾍﾟﾝﾀﾉｰﾙ
への変換法の構築
転化率 90%以上
選択率 95%以上

シクロペンタノンは、原料
のシクロペンタンよりも
酸化反応を受けやすい為、
反応条件を温和にし、シク
ロペンタノンの変質を抑
制した結果、反応中間体の
シクロペンチルヒドロペ
ルオキシドも反応生成物
となった。そのためこのヒ
ドロペルオキシドを、シク
ロペンタノン、シクロペン
タノールに変換する方法
の構築が不可欠であるが、
現行法と競争するために
は、左記の転化率と選択率
の達成が必要。

精製プロセスの構築

想定精製プロセスの確立
・純度 99%以上

NI 技術による一段酸化シ
クロペンタノン製造プロ
セスを構築する上で、想定

・水分

0.25%以下
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・酸化

0.5 以下
（ＫＯＨ価）

連続プロセスの検討

精製プロセスにおける分
離不能化合物の存在の有
無などの課題抽出は、欠か
せない検討項目である。そ
のため、純度、水分、酸化
の項目を目標・指標として
設定。

反応系連続プロセスの構 NI 技術によるシクロペン
築
タノン合成反応の実際の
安定運転時間５時間以上 製造プロセスは、その製造
効率を考慮すると工業的
に実施するためには、気液
連続反応となる。そのため
気液連続形式で、安定運転
が出来る手法を開発する
必要がある。 安全運転を
確認するためには、５時間
以上での確認が必要であ
る。

（３）テレフタル酸製造プロセスの開発
表２−３．個別要素技術の目標
要素技術

目標・指標

トリヒドロキシイミノ
シアヌル酸（THICA）※
の高温酸化反応技術
※高効率酸化触媒のひ
とつ

酸化生成熱の有効利用と
燃焼による CO2 発生の
抑制を両立するテレフタ
ル酸（以下 TPA）の高温
酸化反応技術の確立
目標性能
・ＴＰＡ収率：≧90%

設定理由・根拠等
原料・溶剤などの有機物の
燃焼による CO2 の発生を
抑制するため、燃焼原因と
なる遷移金属触媒の使用
量の削減技術の構築を目
的として、NI 触媒酸化技
術を完成させる。
妥当性・設定理由
全世界 TPA 生産量：4,000
万 t/y
CO2 発生量 ：1,100 万 t/y
内、有機物燃焼による
CO2 発生：300 万 t/y
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注）高温反応の必要性
反応温度の低温化は精製工
程の燃料使用量を増加させ、
プロセスとして CO2 削減に
結びつきにくい

（４）n-ブタンの酸化によるメチルエチルケトン（MEK）製造プロセスの開発
表２−４．個別要素技術の目標
要素技術

目標・指標

設定理由・根拠等

n-ブタンを原料として、 n-ブタンを原料として純 既存法原料の n-ブテンは
既存製品と同じ純度の 度 99.9％の MEK を得る。 有用で逼迫しつつある。NI
MEK を生産する技術
技術により、反応性が低く
化学原料としての高度利
用の少ないｎ-ブタンを
MEK の原料にできれば、
資源の有効利用、競争力の
ある MEK 製造方法の確立
が期待できる。
経済性に優れる上記生 製造直接費を既存法より 投資意欲を喚起し、当該技
20％削減する。
産技術
術を実用化するためには、
経済性に優れることが必
要であるため、目標・指標
として２０％に設定した。
（５）tert-ブチル安息香酸製造プロセスの開発
表２−５．個別要素技術の目標
要素技術

目標・指標

tert-ブチル安息香酸製造 既存実機プロセスへ NI
酸化反応工程改良
触媒技術を導入し、目的
物の選択率を現行に対し
５％以上向上する。

設定理由・根拠等
NI 触媒技術により既存プ
ロセス及び設備の大幅な
変更を伴わず適用できる
可能性が高い。
また、既存プロセスは 70％
を超える選択率であり、無
溶剤酸素酸化反応として
は比較的高く、公知の触媒
種では選択率の改良が困
難であった。これらの理由
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から NI 触媒技術により、
現行に対し選択率で 5％以
上の改善を目標値とした。
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３．成果、目標の達成度
３−１ 成果
３−１−１ 全体成果
本事業全体の成果として、人的交流・技術交流によって、各テーマを進めて
いく中で生じた課題を実施者間で共有化することで知見が積み増しされ、個々
のテーマ対象の物質のみならず、たとえば芳香族カルボン酸やシクロアルカン
全般に NI 技術を適用する可能性を広げることができたことがあげられる。
各テーマでの成果を以下に示す。
（１） アノン、アジピン酸併産プロセスの開発
本事業開始以前の検討にて、ほぼ全工程のプロセスは確立してきた。既存製
造プロセスにはなく、全く未知の工程であった酢酸溶媒晶析である第一酢酸晶
析・分離工程も、本事業で導入したパイロット設備にて水平ベルトフィルター
型分離機を選択することが確定した。
さらに、溶融色悪化物質の特定および加水分解塔、水添塔、吸着塔運転条件
の最適化により、既存法製品と同等の製品スペックを達成するとともに、これ
らのパイロット装置検討およびパイロット実液を用いた蒸留・抽出テスト機に
よる回収工程検討にて得られたデータを基に、実機設計を行い、プロセスデザ
インパッケージ（PDP）にまとめた。
PDP の完成により、既存法に対するコスト優位性（既存法の総原価５円/kg
に対し 8．4 円/kg）を確認することができた。
（２） シクロペンタノン製造プロセスの開発
反応生成物のひとつである中間体シクロペンチルヒドロペルオキシドを選
択的に目的生成物（シクロペンタノール及びシクロペンタノン）へ変換する方
法が確立できた。また、想定していた精製プロセスをバッチ形式で確認し、純
度、水分、酸化の各スペックにおいて実用への適用の妥当性が確認できた。ま
た反応形式を実際の製造形式である連続形式にするあたり課題のひとつであ
った、高効率酸化触媒の連続供給法が確立できた。
（３）テレフタル酸製造プロセスの開発
燃焼抑制のターゲットとしている原材料や溶剤より酸化条件下分解しやす
い THICA を比較的高温で酸化反応に供する反応条件を見出した。
実機化のためには経済性向上の課題を解決する必要があるが、これまでの成
果を活用し、今後、種々の酸化プロセスを構築することにより、原材料や溶剤
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等の有機物の燃焼を著しく抑制することのできる新規酸化プロセスを多数改
良することが可能となれば実機化につながると考えられる。
（４）n-ブタンの酸化によるメチルエチルケトン（MEK）製造プロセスの開発
n-ブタンの酸化反応による MEK の新規製造方法について、単位工程毎の基
礎検討および連続反応の実証を通じ、既存製品と同じ純度である 99.9％の製品
が得られるプロセスを確認することができた。
経済性についても、供給酸素濃度を 21%とした小スケールバッチ反応で経済
性を確認した結果、目標である製造直接費 20%削減の見通しを得、目標を達成
することができた。引き続き、連続かつスケールアップした実験に研究ステー
ジを進めたが、連続化によって実験操作及び安全管理の難易度が上がり、かつ
スケールアップにより事故時の危険性が増したことから、安全性を最重要視し、
反応条件として供給酸素濃度をバッチ反応時の 21%から 4%に変更して実施した。
バッチ反応の条件とは異なるため、供給酸素濃度の低下の影響を補償すべく、
反応条件の変更を試みたが、本事業期間内では供給酸素濃度を制約した連続実
験においては十分な反応成績を得るに至っていない。しかし、連続反応におい
ても十分な安全管理の下、供給酸素濃度の上昇などバッチ反応の条件に合わせ
れば MEK 収率は向上し、それに伴うコスト削減が期待できることが判明した。
連続設備の安全確保については、酸化反応に造詣の深い専門的なエンジニアリ
ング会社と密接にタイアップして設備設計していけば可能と考える。
（５）tert-ブチル安息香酸製造プロセスの開発
NI 技術を現行酸化プロセスに適用するラボレベル試験を行ったところ、反応
選択率の向上が見込まれたため、現行実機プロセスに導入する試験を３回に亘
り行なった。
その結果、反応選択率の向上（現行比約 10％弱）、反応時間の短縮（現行比
約 50％程度）、反応温度の低温化（現行比約 20℃以上）を確認した。これによ
り、目標の目的物選択率５％以上に対し８％を達成し、実用化の目処がたった。
副次効果として、廃棄テレフタル酸の６０％低減と排ガス中の VOC の４０％低
下も確認できた。

３−１−２

個別要素技術成果

本事業の成果について、個別要素技術ごとの詳細を以下に示す。
３−１−２−１

アノン、アジピン酸併産プロセスの開発

（目標の達成度については３−２参照）
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（１） アジピン酸製造プロセス確立
第一晶析、分離プロセス
現行法と NI 法との比較を図６①に示す。

図６①．

現行法との比較

従来法の大きな問題として、二段目の酸化工程で用いる硝酸が、炭酸ガスの
310 倍の温暖化効果を持つ N2O を発生させることがあげられる。それに対して、
NI 法は高効率酸化触媒を用いた一段酸化であり、硝酸を用いた酸化工程が存在
しないため、環境に調和した技術である。
高効率酸化触媒を用いシクロヘキサンを原料とした一段酸化アジピン酸製
造技術の、全プロセスの概略は図６②のようになる。
酸化

第一

反応

晶析

分離

ろさい

第二

分離

精製

晶析
ろ液
副生成物
除去

第三

分離

晶析

ｸﾞﾙﾀﾙ酸
溶媒

ｺﾊｸ酸

（ｱｼﾞﾋﾟﾝ酸） 回収

図６②．プロセス概略図
この工程中の第二晶析、第三晶析の晶析溶媒は水であり、既存のアジピン酸
製造技術で実施されており、結晶の関する情報や分離機の形式もわかっている。
これに対して第一晶析は、反応溶媒の酢酸からのアジピン酸晶析である。この
酢酸晶析は、既存技術では酢酸を用いないので実績がなく、得られる結晶の粒
径や形状などの情報がない。そのため実製造設備の分離機の機種選定が出来ず、
この晶析分離工程で得られるろさい、ろ液の組成も分からない。そのためこの
晶析工程以降に続く、精製工程や溶媒の回収工程の条件設定も出来ない。
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製品

またこれらの情報を得るため実験は次のような理由で実施できなかった。
① ベンチ対応の、小スケールの結晶成長機構を持つ晶析装置がない。
② 晶析機メーカーのテスト機はスケールが大きく、ベンチでは十分な反
応粗液が得られない
本補助事業にて、結晶成長機構のある DP 型晶析装置を持つパイロット設備
が設置でき、はじめて実験検討が可能となった。
工業的連続分離機は、分離する結晶のサイズにより、選定する機種が異なっ
てくるが、小粒子対応型の分離機を選定する場合でも 30μｍ以上に結晶径を成
長させることが必要である。この晶析工程の検討のポイントは、工業的に連続
固液分離が可能な 30μｍまで粒径まで結晶を成長できるかであった。
上記ＤＰ型晶析装置にて、晶析槽内滞留時間、晶析温度、晶析槽攪拌回転数、
アジピン酸濃度について最適化を行った結果図７に示すように、平均結晶径 50
μm 程度の凝集晶が得られ、工業的な連続分離が可能であることが検証できた。
この結果より、本晶析工程で得られる結晶の分離に適した分離機の選定を行
い、小粒子対応型の水平ベルトフィルター型式分離機を選択した。
次に晶析粗液を用いて、分離機メーカーにて、ベルトフィルターによる分離
条件検討を行った。
この検討の結果、晶析粗液中の金属助触媒であるコバルトが 98%がろ液側に
回収することができた。ろ液側のコバルトは反応系にリサイクルされる。一方
ろさい側に持ち込まれるコバルトはそのまま廃棄してもコスト的な負荷はほ
とんどないため、これまで想定していた精製工程でのコバルト回収工程が不要
になった。
またこの分離検討にて、初めてろさいおよびろ液の組成が判明し、精製工程
や回収工程や溶媒回収工程の検討・設計が可能となった。
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図７．酢酸晶析結晶
（２） 既存法品と同等の製品品質の達成
前述のように第一晶析分離機に水平ベルトフィルター型分離機が選定され、
ろさいの組成が判明した。次にそのろさいをアジピン酸の主要用途であるナイ
ロン 6,6 の原料として使用可能な品質まで精製できるかということであった。
すでにベンチ検討の反応液を、ラボ実験装置で晶析分離したろさいを、図８
に示す二回の水晶析によるジカルボン酸類の分離、アジピン酸エステル類の加
水分解、アジピン酸分子に不飽和結合が入った化合物の水素化によるアジピン
酸への変換、色相悪化物質吸着除去といった一連のバッチ処理で、米国のアジ
ピン酸メーカーＳ社の製品スペックをクリアーできることが分かっていた。
課題は実製造設備と同じ連続の精製処理にて、品質スペックを達成すること
であった。
溶融色とは、製品アジピン酸を 250℃で、所定時間窒素気流下に保持した際
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のわずかな着色に関するスペックである。本補助事業おける検討にて、非常に
微量のアジピン酸エステル類が着色の原因であることを判明することが出来
ており、この除去を行う各吸着工程の運転条件（ＳＶ、温度）を最適化するこ
とで溶融色 ＡＰＨＡ10 を達成した。
また他のスペックに関しても、表３に示すように、全ての項目でスペック内
に入り、ナイロン 6,6 原料として使用可能な製品品質を達成した。
第一晶析

第二

第二

加水

水素

ろさい

晶析

分離

分解

添加

吸着

第三

第三

晶析

分離

図８．精製工程
表３．品質比較
項目

スペック

本検討品

既存法

既存法

既存法

Ａ社品

Ｂ社品

Ｃ社品

溶融色

50 以下

10

30

10

20

熱安定性

200 以下

100

200

100

150

純度 ％

99.6%以下

99.9

99.6

99.6

99.8

水分 ％

0.3%以下

0.037

0.031

0.031

0.035

灰分 ％

0.003%以下

<0.002

<0.002

<0.002

0.003

融点 ℃

151℃以上

152

152

152

152

鉄分 ppm

5ppm 以下

0.2

0.2

<0.1

<0.1

（３） 新規製造技術による製造設備のドキュメントパッケージ化
パイロット運転で得られたデータや抽出塔メーカーや蒸留塔メーカのテス
ト機を用いて行ったパイロット実液を用いた溶媒回収工程の試験データを基
に、年産 15 万トンの実製造設備の設計を行った。
この製造設備をダイセル化学工業網干工場内に建設することを想定し、エン
ジニアリング会社がプラント建設の一括請負が出来るレベルのプロセスデザ
インパッケージ（PDP）と呼ばれるドキュメントパッケージを作成した。
そして PDP 作成目的のひとつであったプラント建設コストも含めた、総原価
での経済性評価を行った。その結果当初の目標であった既存法に対する総原価
コストメリット 5 円/Kg に対し、8.4 円/Kg という結果を得、コスト優位性を確
認できた。
３−１−２−２ シクロペンタノン製造プロセスの開発
（目標の達成度については３−２参照）
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製品

（１）反応プロセスの構築
研究組合参加前の、反応検討において、目的生成物であるシクロペンタノン
が酸化反応系において、さらに酸化を受けてしまい、製品歩留まりが悪化する
ことを避けるため、温和な条件下で、中間体も含めて高い有価物選択率が得ら
れる条件を見出したため、それを適用した。
この条件では、シクロペンタノンの追酸化を抑制するために、高効率酸化触
媒の温和な条件下でもラジカル種を発生し、効率よく酸化反応を進行させる効
果が出てくる
ため、反応中間体である、シクロペンチルヒドロペルオキシﾄﾞが反応生成物
の 1 つとなった。そのため、これを効率よくシクロペタンノールまたはシクロ
ペンタノンへ（後の脱水素既存技術工程で、シクロペンタノールからシクロペ
ンタノンに変換される）、変換法を開発することが必須となった。
その目標は、シクロペンチルペルオキシドは爆発性を有する物質であり精製
分離除去は出来ないため、転化率１００％である。また酸化反応の成績から経
済性を考慮すると選択率 95%以上であった。
このような目標のもと、シクロペルオキシドのケトンへの変化に効果がある
とされるアルカリ化合物の選択、および条件検討を行ったところ、表４に示す
ように、弱塩基の酢酸ナトリウムを用いる条件で、シクロペンチルペルオキシ
ド転化率 100%、シクロペンタノン、シクロペンタノール選択率 99%を達成した。
表４．過酸化物変換反応検討結果
アルカリ
アルカリ種類

金属

対酸比率注）

金属

使用料 ppm

温度

反応時間

転化率

℃

h

％

選択率（％）
ノン

ノール

NaOH

8.1

Co(OAc)2

0.1

130

0.5

100

‑40.3

55.4

NaOH

2.03

Co(OAc)2

0.1

130

0.5

83.9

34.2

53.4

酢酸ナトリウム

2.04

Co(OAc)2

0.1

130

0.5

85.4

97.6

11.4

酢酸ナトリウム

1.99

Mn(OAc)2

0.1

130

0.5

100

98.3

24.1

注）

アルカリ使用量：本検討用サンプルをシクロペンタノンの酸化により調整するため、サンプル中に含まれる酸性分

に対する比率を基準とした。

（２）精製プロセスの構築
上記の検討により、反応の基本処方が確立された。それを受けて、次に、精
製プロセス確立を検討した。反応液に含まれる微量成分から、図９に示すよう
な精製プロセスを想定し、このプロセスで精製が可能か、障害と副生成物がな
いかを確認する目的で、ラボにおけるバッチ精製にて精製をおこなった。
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反応工程
・酸化

原料回収

ｱﾙｶﾘ洗浄

脱水素

蒸留

製品回収
蒸留

・過酸化物
変換

図９．想定プロセスフロー
なお原料回収工程は、蒸留を想定しているが、ラボ検討の都合上エバポレータ
ーを用いた。また脱水素は、シクロペンタノールをシクロペンタノンへ変換す
る操作であるが、これもラボでは実施困難であるため、本反応系での副生成物
であるグルタル酸とエステル化させ除去することで代用した。
その検討の結果、想定精製プロセスで除去不能な微量成分は存在せず、目標ス
ペック（シクロペンタノンを現業に使用している A 社の受け入れスペック）以
内の表５に示すような品質の製品を得ることができた。
表５．精製結果
本検討品

A 社スペック

純度（％）

99.3

99

水分（％）

0.19

0.25

酸化（KOHmg）

0.45

0.5

（３）連続プロセスの検討
反応工程および精製工程の基本処方に目処がついた後はこれらの連続化、パ
イロットなどへスケールアップを行っていくこととなる。そこで、先ず酸化反
応の連続化に着手した。まず課題となるのが、高効率酸化触媒の連続供給法で
ある。本反応系では、選択率を高めるため温和な反応条件にすること、溶媒回
収工程を省きプロセスを簡素にすること、酸化反応により発生する水の除去を
容易にすることなどを考慮し、原料炭化水素が反応溶媒を兼用することを選択
した。これは一般的に炭化水素の酸化によりケトンを得る場合に選択される方
法である。しかしながら、粉体である、N‑オキシイミド触媒は、炭化水素には
ほとんど溶解しないため、反応器への連続供給が非常に困難である。
この課題の解決に関して、一部の脂肪族系高効率酸化触媒が、水に対し非常
に大きな溶解度を持つこと、また水は本来酸化反応で発生し反応系に存在して
いることに注目し、少量の水に脂肪族系 N‑オキシイミド触媒を大量に溶解させ、
必要量を反応系に連続供給することを想定し、従来のバッチ検討で、高効率酸
化触媒を粉体で使用していたところを、水溶液で供給する方法と比較したとこ
ろ、表６のように従来とほぼ同等の結果が得られることを確認した。
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表６．粉体供給と水溶液供給の比較
転化率
（％）

有価物選択率
（％）

備考

従来法（粉体供給）

3.5

69

反応時間 30 分（誘導期 15 分）

水溶液法

3.2

70

反応時間 60 分（誘導期 35 分）

温度 150℃、高効率酸化触媒 0.08mol％（対シクロペンタン）、酸素圧 1.5Mpa

なお両者の比較で、反応時間の差が見られた。これは、バッチ形式での酸化
反応で見られる、誘導期間（所定反応条件到達後、反応が開始するまでの時間）
の差によるものである。酸化反応における誘導期間は反応開始からラジカル連
鎖が定常にいたるまで時間である。本反応を工業化する際に採用される連続反
応形式では、運転開始後ラジカル連鎖が定常化した状態を連続的に継続するも
のであるため、誘導期間は運転開始時にのみ存在し、定常時にないため、この
誘導期間による反応時間が同じであるので、この 2 つの結果はほぼ同等と考え
られる。
上記のように、本反応を連続化する際の懸念課題であった NHSI 触媒の連続
供給法が確立出来たので、図１０に示すような気液連続形式ワンパス反応装置
にて、本反応の連続化が可能であるかの検証を行った。
これまでの張り込みバッチでは、反応必要量に対し過剰の酸素を張り込んで
検討を実施できたが、気液連続反応系では、安全対策上反応器内部に爆発混合
気を形成しなように、供給酸素量を反応必要量のみしか供給できない。酸素は
ラジカル連鎖を維持するため重要であり、この条件下でシクロペンタンの酸化
が維持できるかは、非常に重要な課題である。
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図１０．シクロペンタノン製造検討用気液連続ワンパス反応装置
連続反応で反応器内部の液組成が完全に定常化し、安定的に運転が維持でき
たとみなされる滞留時間の５倍の５時間酸化反応が維持できることを目標に
検討を行った。その結果、10 時間酸化反応を維持できることが確認できた。
この結果より、この反応系を工業化するのに必須である連続化が可能である
ことが検証できた。
３−１−２−３

テレフタル酸製造プロセス

（目標の達成度については３−２参照）
（１）ＮＩ系触媒技術の連続反応検討
関西大学 石井教授ならびにダイセル化学工業においてバッチ反応で検討
されていたＮＩ系触媒技術によるテレフタル製造技術を既存プロセスに近い
連続反応で検討し、ＮＩ触媒系の実機化に対する性能及び課題の把握を実施し
た。
検討は実機検討対応の１０Ｌ連続反応装置で実施した。
既存プロセスの諸条件をベースとし、ＮＩ系触媒としては高温反応タイプの
触媒であるＴＨＩＣＡ（トリヒドロキシイソシアヌール酸）を用いて検討した。
結果概要は表７の通りとなった。
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表７．反応結果
THICA濃度
反応温度
Co濃度
Mn濃度
母液水濃度
気相O2濃度
ＰＸ転化率
ＴＰＡ収率

（ppm）
（℃）
（ppm）
（ppm）
（%）
（%）
（%）
（%）

ＴＨＩＣＡ残存率
（%）
ＴＨＩＣＡ定常量 （ppm）

THICA濃度
580
2000
170
170
800
800
420
420
10.0
7.1
3
3
81.2
26.1
4.4
26

95.0
41.6
2.2
44

基準条件 Co濃度 水濃度 O2濃度 最適条件
2000
2000
2000
2000
2000
170
170
170
170
170
800
180
800
800
180
420
420
420
420
420
7.1
6.8
4.7
7.1
3.9
3
3
3
3
6
6

8000
170
800
420

97.2
62.9
1.4
112

95.0
41.6
2.2
44

93.8
40.0
-

95.1
45.9
1.2
24

94.1
43.4

96.5
57.1

2.8
56

2.2
44

反応は連続流通反応であるため、反応敷き液を所定の触媒濃度に調整し、抜
き出し分を補うように諸触媒（ＴＨＩＣＡ、Ｃｏ、Ｍｎ）を原料と共に連続投
入していたが、どの条件でも反応開始１時間後のＴＨＩＣＡの残存率は５％に
満たず、反応でかなりのＴＨＩＣＡが分解するという結果となった。
触媒がほとんど分解しているためか、テレフタル酸収率は目標の≧９０％に
は及ばず、10L 連続反応検討では諸条件の最適化で成績は変動するものの目標
には到達しなかった。
また、ＴＨＩＣＡ触媒の価格はまだ定まっていないが、触媒コストを経済的に
するためには少なくとも分解損失量を連続条件で抑制することも合わせて必
要と考えられる結果となった。
本１０Ｌ連続反応装置は、大型反応装置であるため基礎検討を行うには小回
りが利かないこと、また酢酸の爆発限界回避（気相部の酸素濃度＜９％制御）
のため、触媒分解に伴う反応速度減速に伴う消費酸素量の減少に対応し、空気
Feed 量を適宜調整（実施的に下方調整）し運転しなくてはならないことなどか
ら酢酸の燃焼量を正しく評価できないことなどの不具合があるため、酸化技術
確立の目的に合う小スケールの半回分高圧反応装置で有機触媒であるＴＨＩ
ＣＡの分解を抑制し、あわせてテレフタル酸の目標収率を達成する検討を行う
こととした。
（２）THICA の高温酸化反応技術の確立
後半２年の研究では、THICA の分解機構を明らかにし、分解抑制に必要な金
属触媒濃度を決定し、分解を抑制しながら目標性能を達成する酸化反応条件の
見極めを達成した。あわせて、実機化に対する継続課題を明確にした。
（２−１）ＴＨＩＣＡ分解抑制のための基礎検討
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まず酸化反応を検討する前に酸化反応条件をある程度絞り込む必要があり、
小型マイクロオートクレーブを用いて、ＴＨＩＣＡの分解機構を解明すること
とした。分解機構解明検討のために仮定したＴＨＩＣＡ分解スキームは図１１
に示す。
図１１の分解スキームのうち、どの経路が分解における支配的なルートか反
応条件を変化させ検討したところ、以下が判明した。（図１２参照）
・遷移金属の存在そのものによる分解の存在
・遷移金属存在下、酸化反応をおこなうことにより促進される分解の存在
・遷移金属非存在下での単純熱分解、単純加水分解は起こっていない。
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図１１．THICA の分解機構
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図１２．反応パラメータの分解への影響
（２−２）遷移金属触媒の許容濃度の設定
そもそも関西大学 石井教授が提唱しているＮＩ系触媒の酸化反応では従
来の触媒系とは違い、酸化反応開始のためのラジカル生成に遷移金属は必須で
ない。しかし、系中で生成する過酸化物を効率的に分解し、最終的な酸化生成
物を安全に得るために、過酸化物の分解に必要分の遷移金属の添加は必要とな
る。
そこでＴＨＩＣＡの分解量として経済的に許容されるであろう分解に収め
る遷移金属の添加量を見積もる検討を実施した。結果は図１３の通りで、プロ
セス上必要な反応温度１７０℃で反応を行うためには、金属種、酸素の有無に
影響なく総濃度が＜100ppm であることが必要であると判明した。

処理温度 （℃）

THICA分解率 ＜5%分解/30min 領域
180

Ar 0.3MPa

170

12.5%O2/Ar 0.3MPa

160

12.5%O2/Ar 0.6MPa

150
140
130
120
110
100
0ppm

100ppm

200ppm

400ppm

Co(acac)3濃度
図１３．触媒濃度の検討
（２−３）酸化反応により促進される分解の抑制
ＴＨＩＣＡ酸化反応で必須となる遷移金属触媒濃度における酸化反応の詳
細を検討し、酸化反応により促進される分解の抑制条件を探索した。
検討には、組合検討期間で設置させていただいた２Ｌ半回分高圧反応装置を
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用いた。本検討では有機物の燃焼によるＣＯ２発生は顕著なものでなく、燃焼
反応により発生するＣＯ２の抑制は十分効果があることが判明し、あわせて目
標反応成績であるＴＰＡ収率≧９０％は限定された最適条件であるが達成し
た。（表８参照）
また検討を通して、ＴＨＩＣＡの分解抑制と望む反応成績の達成のために必
要な酸化反応条件（除 遷移金属触媒濃度）は Feed パラキレン量に応じた溶存
酸素濃度の制御であろうことが判明した。（気液拡散律速状態でないことは
No.7 の高 Kla 実験で効果のないことで確認済み）
溶存酸素量がＮＩ系触媒の安定性に重要なことは石井教授がすでに提唱し
ていることであるが経済的に成り立つ原料 Feed 量に必要な溶存酸素量はかな
り高めであることが予想される結果となった。
表８．２L 半回分酸化反応結果
金属触媒濃度

温度

フィード

Ｎｏ． Co(Ⅱ) Mn(Ⅱ) 反応温度 ﾋｰﾀｰ温度 p-ｷｼﾚﾝ
ppm

ppm

℃

℃

ml/ｈ

酢酸

O2濃度

ml/ｈ

％

反応
時間

ｈ

反応結果指標
THICA分解率

PX転化率

TPA選択率

ＴＰＡ収率

％

％

％

％

備考

1

50

50

155

<170

27.0

54.0

9.0

1

57

78

67

52

高PXﾌｨｰﾄﾞ量

2

50

50

152

<170

8.1

72.9

9.0

1

28

>95

85

85

暫定基準条件

3

50

50

150

<170

2.7

78.3

9.0

1

21

>95

88

88

PXﾌｨｰﾄﾞ１／１０

4

50

50

156

<170

27.0

54.0

6.0

1

85

62

50

31

高PXﾌｨｰﾄﾞ量×O2濃度減量

5

50

50

152

<170

8.1

72.9

6.0

1

47

86

86

74

暫定基準条件×O2濃度減量

6

50

50

149

<170

2.7

78.3

6.0

1

35

>95

90

90

PXﾌｨｰﾄﾞ１／１０×O2濃度減量

7

50

50

158

<170

27.0

54.0

9.0

1

59

55

78

43

焼結ﾌｨﾙﾀｰ（小気泡径）実験
気液拡散律速でないことの確認

注）反応停止による条件の爆発範囲への移行を懸念し、酸素濃度は爆発限界
以下となる 9％以下で検討実施。
よって必要な酸化反応条件は、低遷移金属触媒濃度条件で、かつ通常の酸素
供給源となる空気より含有酸素量を高める「酸素冨化条件」であろうことから、
ＮＩ系触媒のテレフタル酸の酸化プロセスを構築するためには、近年改良され
つつある酸素冨化技術を用いてＴＨＩＣＡの分解を抑制したプロセスの検討
が必要であると考えられる。
酸素濃度をあげると、通常の形式の酸化反応装置では反応器上部の気相部以
降で未消費酸素により有機溶剤固有の爆発範囲に入ってしまうため安全に酸
化反応を行うことができない。しかし酸素冨化技術は反応器上部に不活性ガス
を導入し気相部から爆発範囲領域を極力直ちに排除する特別な装置形式を取
る酸化技術であり、酸素濃度の高濃度化が可能となる。（図１４参照）
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テレフタル酸の酸化に応用された酸素冨化技術の例はまだないと思われ、実
施に際しては、酢酸溶剤での安全性の確保や酢酸の効率的な還流の仕組みの構
築など、設計にかなりの労力が必要で簡単には対応できず、本組合期間内での
実施はできなかった。酸素冨化技術の適用によるＮＩ系触媒によるテレフタル
酸酸化技術の開発は継続課題である。
高酸素濃度
低Ｆｅｅｄ量

爆発範囲回避
の制御要

強制的に
爆発範囲回避

気泡の循環

通常酸化装置

酸素冨化対応
酸化装置

図１４．高酸素濃度対応酸化反応器での酸化プロセス構築

３−１−２−４ n-ブタンの酸化によるメチルエチルケトン（MEK）製造プロ
セスの開発
（目標の達成度については３−２参照）
（１）n‑ブタンを原料とする MEK の連続生産技術
既存プロセスに代わる新たな製造プロセス（図１５③）を一から構築するに
あたり、副生物の利用、触媒の循環利用など資源の有効利用を念頭に置き、各
工程毎に基礎検討から実施した。
OH

Co/NI触媒
n-ブタン

SBA

O2
O

MEK
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O

Co/NI触媒

O2

OH

酢酸

×2

図１５①．n‑ブタン酸化反応スキーム
反応工程：反応器容量 50ml〜200ml のバッチ反応による最適反応条件の探索、
ならびに触媒リサイクル性の検討を中心に行った。検討の過程で、反応中に NI
触媒が分解しリサイクル使用が困難であることが判明した。NI 触媒使いきりの
プロセスでは、コスト削減の観点から触媒使用量を低減する必要があり、その
結果、MEK 収率が低下してしまうので、反応温度、酸素濃度、NI 触媒/Co 比の
関係、溶媒種/量などの要素について最適条件を設定した。一方で、NI 触媒量
の低減は、反応性の低下とともに副生物を増加させる事も判明した。
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100%
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AcOH
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反応温度 ：

7.0mol%
1
80℃

0.03mol%
2
120℃

図１５②．転化率 5%での NI 触媒量と反応選択率
精製工程：未反応ガス回収、溶媒回収、脱水精製、分解物除去、最終精製か
らなるプロセスを想定し、単位操作毎にバッチ蒸留で検討を実施した。その結
果、分解副生物中に含まれるエタノールと酢酸が、蒸留中にエステル化反応を
起こしＭＥＫの品質を低下させる問題を生じたが、溶媒回収前にエステル化し
除去する工程を設けることで改善できる事を見出した。
連続反応実験と品質評価：バッチ実験の結果を基に、反応温度 120℃、反応
圧力 2.5MPa で連続化するとともに 3L 反応器へのスケールアップを行い、その
反応液での蒸留分離精製を行った結果、既存製品と同品質、純度 99.9％の MEK
を得ることができた。なお、逐次的な酸化反応により生成する副生物を極力有
効に利用するため、酢酸は反応溶媒として利用するとともに、一部分離回収し
製品化するプロセスとした。
水
n-ブタン
Air/N2

酸化
反応

未反応
C4回収

過酸化物
除去

ｴｽﾃﾙ化
脱水

Cat

溶媒
回収

酢酸
精製

軽沸
除去

MEK
精製

MEK

酢酸

図１５③．連続酸化プロセスフロー
（２）経済性に優れる上記連続生産技術
供給酸素濃度を 21%としたバッチ反応の成績を元に経済性を評価した結果、
目標である既存法に対する製造直接費 20%削減が可能との見通しを得た。
引き続き、連続かつスケールアップした実験に研究ステージを進め、連続化
によって実験操作及び安全管理の難易度が上がり、かつスケールアップにより
33

製造直接費(-)

事故時の危険性が増したことから、安全性を最重要視し、反応条件として供給
酸素濃度をバッチ反応時の 21%から 4%に変更して実施した。これは、120℃、
0.9MPa での限界酸素濃度 9.4%（実測値）を参考に、その約 1/2 で自主規制し
たものである。バッチ反応の条件とは異なるため、供給酸素濃度の低下の影響
を補償すべく、助触媒の種類/量/組み合わせ使用の検討、MEK 生成の選択性向
上が期待されたフッ素系 NI 触媒とフッ素系溶媒の適用検討など反応条件の変
更を試みたが、供給酸素濃度を制約した連続実験においては十分な反応成績を
得るに至っていない。
供給酸素濃度は非常に重要なファクターなので、連続反応においても十分な
安全管理の下、供給酸素濃度の上昇などバッチ反応の条件に合わせれば MEK 収
率は向上し、それに伴うコスト削減が期待できる。連続設備の安全確保につい
ては、酸化反応に造詣の深い専門的なエンジニアリング会社と密接にタイアッ
プして設備設計していけば可能と考える。

1.6
1.4
1.2
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
-

連続反応による実証結果

既存工業プロセス
目標値
バッチ反応

0

10

20
MEK収率（%)

30

40

図１５④．概念フローに基づく MEK 収率と製造直接費との関係
※製造直接費は当社基準による、「原料費＋STM 換算エネルギー費」

３−１−２−５ tert-ブチル安息香酸製造プロセスの開発
（目標の達成度については３−２参照）
（１）tert-ブチル安息香酸製造酸化工程改良
本プロセスは下記図１６の反応式で示すように、アルキルベンゼンの側鎖メ
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チル基の空気酸化によるアルキル安息香酸の製造である。
既存プロセスでは Co 系触媒を使用していたが、本開発では NI 触媒を主触媒
とし、金属イオンを助触媒とした。
CH3

O

p‑t‑ﾌﾞﾁﾙﾄﾙｴﾝ
(以下 TBT と略記)

COOH

Air, Co cat. , NI cat.

NI cat.= R

N-OH

p‑t‑ﾌﾞﾁﾙ安息香酸
(以下 PTBBA と略記)

O

図１６．tert-ブチル安息香酸反応式
既存プロセスの改良により、酸化反応の選択率を現行に対して５％以上向上
することを目的とした。 本開発の成果として選択率を８％向上することが出
来、目標を達成した。
また、NI 触媒は活性が強く、反応時間が１/２に短縮され、反応温度も数十℃
下げられた。
工業化の目処が立ったことから、触媒変更に伴う不純物の変化についてユー
ザーの評価が問題なければ、事業化を実施する予定である。
ａ）ラボ検討
高効率酸化触媒として NHPI を使用して使用量、添加方法、反応温度及び高
効率酸化触媒種の選択などの基礎実験を実施した。この結果、反応温度は 110
〜120℃が最適であることや、NHPI を分割して添加すると最初に全量添加する
のに比較して 1/10 以下に減量が可能であることが判った。また、反応時間も温
度を数 10℃低くしたにも拘らず、現行法の 50％程度に短縮された。
高効率酸化触媒種について、NHSI（N-ヒドロキシコハク酸イミド）は当初
使用していた NHPI に比べ、触媒分解物が製品に残存しないこと、選択率を損
なうことなく反応が早く進行することや、水溶液化して定量的に添加が可能で
あることなどメリットが大きいので NHSI を使用することを決定した。
現有の製造設備で NHSI を使用した PTBBA 製造実機試験を実施するために、
PTBBA の結晶分離後の母液のリサイクル実験を行い、ラボ実験で目標とした
母液リサイクル反応 5 回での選択率 80％をクリアした。
ｂ）実機試験
ラボ検討の結果について現有生産設備を用いて実証実験を行った。その結果、
反応収率はラボ実験と同等で得られ成功した。
しかし、現有設備で NHSI を使用した場合、反応時間が 1/2 程度に短縮され
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たことで単位時間当たりの発熱量が倍になり、反応熱の除熱がコントロール出
来ないのでラボ実験で得られた最適空気量の 1/2 程度しか導入出来ず、結果と
して従来と同等の反応時間となった。
また、製品規格には合格するが、現行法で多く含まれる不純物であるテレフ
タル酸が減少し、その代わりにその前駆体と考えられる物質が製品に残存する
ことが判明した。
この不純物の低減を目的として、回収リサイクルする結晶分離母液を一部ブ
ロー（切り出し）して母液に残存する不純物を系外に排出し、ブローした母液
に相当する分を新液（原料 TBT）で補いリサイクルする方法を選択した。
その比率をラボ実験で求め、実機試験に適用したところ、母液ブローの効果
により、製品に付着する不純物を品質に問題が無いと考えられるレベルでほぼ
一定にすることに目処が立った。
ｃ）実機改造試験
現有設備は冷却能力不足であり、NHSI の定量供給精度にも問題があったの
で本事業の補助金により設備の改造を実施した。
改造設備を用いてｂ）で得られた母液ブロー比率で実機スケールでの試験を
実施した。
その結果、空気導入量をラボ結果と同等にすることが出来たことから反応時
間は現行と比較して大きく短縮され、1/2 となった。生産性に大きな寄与が考
えられる。
表９は、既存設備では反応の除熱が出来ず、ラボデータの４０％しか Air を
導入出来なかったが、冷却能力を改良してラボと同等の導入量にするとラボの
データと同等の反応時間となったことを示している。
表９．ラボ及び実機改造前・後の反応比較
反応スケール
改造前実機
ラボ
改造後実機
ラボ

反応温度
（℃）
120
110

Air 量
（％）１）
40

反応時間
（hr）
13

反応液中濃度（ppm）

HIPBA２）

PABA３）

761

463

757

452

100

7.5

100

8

1133

443

100

8

829

353

※原料（ｐ‐ｔ‐ブチルトルエン）転化率；41−43％
１)ラボと同モル比の Air 量を 100％とする。
２)HIPBA；4‑(α‑Hydroxy‑iso‑propyl)benzoic acid
３)PABA ；4‑Acetoxybenzoic acid
※上記２物質は既存プロセスの不純物であるテレフタル酸の前駆体と推定。
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また、母液をブローしてリサイクルすることでテレフタル酸の前駆体である
不純物は現行法と比較して多いものの、次第に平衡状態を示す傾向が認められ
た。
表１０は、既存プロセスでは反応母液のリサイクルを行っており、冷却能力
改良後の設備を使用して、同様のリサイクルを実施したところ、４回の反応母
液リサイクルを行い反応時間の遅延や転化率及び選択率の低下が認められな
いことを示している。
表１０．母液リサイクル時の反応時間、転化率及び選択率について
反応スケール

改造後実機

ラボ

クル回数

反応時間
（hr）

転化率 1)
（％）

PTBBA/有価物 2）
選択率（％）

反応初回

8.0

43.9

80.5/86.0

1 回目

8.0

38.8

90.7/91.1

2 回目

8.0

38.4

87.9/89.2

3 回目

8.0

38.4

85.4/87.0

4 回目

8.5

39.2

88.7/91.2

反応初回

8.0

40.6

81.2/88.2

母液リサイ

１）原料ｐ‐t‐ブチルトルエンの PTBBA への転化率
２）有価物：PTBBA＋(アルデヒド体＋アルコール体)
結果として、反応選択率は現行に対し 8％向上し、目標設定した 5％以上向
上を達成した。選択率向上、反応時間の短縮と反応温度の低下により、現行プ
ロセスの問題点が解決出来、廃棄テレフタル酸の 60％低減、及び排ガス中の
VOC の 40％低減が可能となり、工業化の目処が立った。
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３−１−３

特許出願状況等

本事業の研究開発成果に関する特許・論文などの出願・公開状況を表１１に、
その詳細内容を表１２に示す。
特許出願について、概要にて述べたように本事業をおこなうにあたってはダ
イセル化学工業より 60 数件の特許が許諾されており、本事業の成果もこれら
60 数件の特許により保護されている。論文等の投稿や発表は十分におこなわれ
ている。一方、新聞や雑誌にて取り上げられた投稿の数も多く、社会の本事業
に対する関心の高さを示している。
表１１．特許・論文等件数
論文数等

論文の被

特許等件

特許権の

ライセン

取得ライ

国際標準

引用度数

数（出願を

実施件数

ス供与数

センス料

への寄与

含む）
計

26

152

1

0

0

0

0

表１２．論文、投稿、発表、特許リスト
論文

題目・メディア等

時期

Tetrahedron Lett.誌「Synthesis of
a‑Hydroxy‑g‑butyrolactones from Acrylates and
1,3‑Dioxolanes using N‑Hydroxyphthalimide (NHPI) as a
Key Catalyst」

H17.5

Tetrahedron 誌「One‑Pot Synthesis of Phenol and
Cyclohexanone from Cyclohexylbenzene catalyzed by
N‑Hydroxyphthalimide (NHPI)」

H17.5

Tetrahedron 誌「Aerobic Oxidation of
1,3,5‑Triisopropylbenzene Using N‑Hydroxyphthalimide
(NHPI) as Key Catalyst」

H17.11

Tetrahedron 誌「Synthesis of Aromatic Aldehydes by
Aerobic Oxidation of Hydroaromatic Compounds and
Diarylalkanes using N‑Hydroxyphthalimide (NHPI) as a
Key Catalyst」

H18.3

Tetrahedron 誌「Aerobic Oxidation of Trimethylbenzenes
Catalyzed by N,N',N” ‑Trihydroxyisocyanuric Acid
(THICA) as a Key Catalyst」

H18.7

Tetrahedron Lett.誌「Addition of Adamantanes to

H18.7
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Acetylenic Carboxylates Catalyzed by
N‑Hydroxyphthalimide (NHPI)」
Catal. Today 誌「Recent Progress in Aerobic Oxidation of
Hydrocarbons by N‑Hydroxyimides」

H18.9

Chem. Lett.誌「Addition of sec‑Alcohols to Alkynes
H18.10
through a Radical Process Using NHPI/CoII/O2 System」
Chem. Asian J.誌「One‑pot Synthesis of Lactams from
Cycloalkanes and tert‑Butyl Nitrite by Using
N‑Hydroxyphthalimide as Key Catalyst」

H18.11

J. Org. Chem.誌「Bechmann Rearrangement of Ketoximes to
Lactams by Triphosphazene Catalyst」

H20.4

Adv. Synth. Catal.誌「Aerobic Oxidation of Cyclohexene H20.6
Using N‑Hydroxyphthalimide Bearing Fluoroalkyl Chains」

投稿

発表

Chem. Commun.誌「Selective One‑Pot Synthesis of Various
Phenols from Diarylethanes」

H20.7

J. Syn. Org. Chem. Jpn.誌「New Strategies for
Sulfate‑Free Lactams Synthesis from Cycloalkanes Using
NHPI as a Key Catalyst」

H20.11

化学経済「世界に誇る革新的酸化技術」

H17.7

化学工業日報「アジピン酸を事業化へ」

H19.8

日本経済新聞「エネルギー消費３割減」

H20.1

化学経済「GSC・持続可能な社会へ」

H20.4

石油化学新聞「アジピン酸環境調和型で事業化へ」

H20.4

石油化学新聞日刊通信「ダイセル化学、アジピン酸を環境
調和型製法で事業化へ」

H20.4

石油化学新聞「今後を勝ち抜く、わが社の事業・技術」

H20.8

日経産業新聞「エネルギー消費３割削減」

H20.9

石油化学新聞日刊通信「ダイセル化学､環境調和型アジピン
酸製法で事業化に本腰」

H21.4

石油化学新聞「アジピン酸環境型、事業化に本腰」

H21.4

日刊ケミカルニュース「高効率酸化触媒技術研究組合、四
年間の研究成果を発表」

H21.10

化学工業日報「NI 触媒 実用へ期待高まる」

H21.10

石油化学新報「N‑オキシイミド系の高効率酸化触媒技術、
実用化に向け研究進む」

H21.10

1 st International Symposium on Organic Electron
Transfer Chemistery Directed Toward Organic Synthesis

H17.3

39

「Synthesis of a‑Hydroxy‑g‑butyrolactone from
Acrylates and 1,3‑Dioxolane Using
N‑Hydroxyphthalimide」
第８５日本化学会春季年会「N−ヒドロキシイミド触媒を用
いるアルキルアレーンの酸素酸化」

H17.3

同「N−ヒドロキシイミド触媒によるヘテロ芳香族化合物の
酸素酸化」

H17.3

同「N−ヒドロキシイミド触媒下、亜硝酸 tert‑ブチルによ
るシクロアルカンのニトロソ化反応」

H17.3

同「N−ヒドロキシイミド触媒下、アルコールのアルキンへ
のラジカル付加反応」

H17.3

同「N−ヒドロキシイミド触媒による酸素酸化反応における
遷移金属種の添加効果」

H17.3

同「N−ヒドロキシイミド触媒を用いた低級アルカンの酸素
酸化」

H17.3

石油学会第４８年会「N−ヒドロキシイミド触媒を用いる
1,3‑ジオキソランとアクリレートの反応を利用したα−ヒ
ドロキシ−γ−ブチロラクトンの合成」

H17.5

Joint Meeting of the 2nd International Conference on
Green and Sustainable Chemistry and the 9th Annual Green
Chemistry and Engineering Conference「Development of
Environmentally Benign Aerobic Oxidation Method」

H17.6

14 th European Symposium on Organic Chemistry
「Nitrosation of Cyclohexane Catalyzed bu
N‑Hydroxyphthalimide」

H17.7

第４３回触媒研究懇談会「産学連携の薦め：新規酸化技術
触媒群との出会いと実用化展開」

H17.8

研究開発リーダー実務講座 2005「N‑ヒドロキシイミド触媒
を用いた空気酸化法の工業化技術の開発」

H17.9

第３８回酸化反応討論会「N−ヒドロキシイミド触媒を用い
るアルキルアレーン類の空気酸化」

H17.11

日本エネルギー学会関西支部第５０回研究発表会、石油学
会関西支部第１４回研究発表会合同研究発表会「N−ヒドロ
キシイミド触媒によるシクロヘキサンからカプロラクタム
前駆体の合成法の開発」

H17.12

2005 International Chemical Congress of Pacific Basin
Societies「Recent Advance of Aerobic Oxidation of

H17.12
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Hydrocarbons Using N‑Hydroxyimides as Key Catalysts」
第 11 回関西地区分離技術講演会「環境調和型新規酸素酸化
法の創成とその工業化」

H17.12

化学工学会第７１年回先端化学産業技術プログラム（LET in
CI）
「NHPI 触媒を使った新規酸素酸化法の創生と工業化」

H18.3

日本化学会グリーンケミストリーフォーラム「N‑ヒドロキ
シイミド触媒を用いる環境調和型酸化反応の実用化展開」

H18.3

第８６日本化学会春季年会「N−ヒドロキシイミド触媒によ
る多置換芳香族化合物の酸素酸化反応」

H18.3

同「N−ヒドロキシイミドを用いるプロピレンの酸素酸化反
応」

H18.3

同「N−ヒドロキシイミド‑亜硝酸 tert‑ブチル系を用いるシ
クロアルカンからオキシム体の合成」

H18.3

同「N−ヒドロキシイミド触媒存在下、一酸化窒素によるシ
クロアルカンのニトロソ化反応」

H18.3

2nd Pacific Symposium on Radical Chemistry. Advances in
Radical Chemistry「Carbon Radical Generation from
Hydrocarbons through a Catalytic Process and Its Use in
Organic Synthesis」

H18.11

The 10th International Kyoto Conference on New Aspects
of Organic Chemistry (IKCOC‑10)「One‑pot Lactam
Synthesis from Cycloalkanes and tert‑Butyl Nitrite
using N‑Hydroxyphthalimide (NHPI) as Key Catalyst」

H18.11

ファインケミカルズ研究会「ヒドロキシイミド触媒を用い
る環境調和型酸化反応技術の実用化展開」

H18.12

日本化学会第 87 回春季年会特別企画「新規酸素酸化触媒技
術の開発と環境調和を志向した実用化への取組み」

H19.3

第８７日本化学会春季年会「N−ヒドロキシフタルイミド
（NHPI）/酸素系による新規ラクトン合成経路の開発」

H19.3

同「NHPI 触媒を用いた置換ジフェニルエタン類の酸素酸化
によるフェノール類の合成」

H19.3

同「フッ素基を導入した NHPI 触媒による炭化水素およびア
ルコール類の酸素酸化反応」

H19.3

同「N−ヒドロキシイミドを触媒とする一酸化窒素と芳香族
炭化水素の反応」

H19.3

International Conference on Asymmetric Organocatalysts

H19.5
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「Sulfate‑Free Lactam Synthesis from Cycloalkanes by
Organocatalysts」
近畿化学協会ヘテロ原子部会
「高効率酸化触媒について」

第二回懇話会

H19.8

International Conference on Heteroatom Chemistry
(ICHAC‑8)「Catalytic Aerobic Oxidation of Hydrocarbons
and Alcohol by Fluorinated N‑Hydroxyphthalimides
(F‑NHPI)」

H19.8

第１００回触媒討論会「N−ヒドロキシフタルイミド触媒を
用いたジフェニルエタン類の酸素酸化によるフェノール類
の合成」

H19.9

同「N−ヒドロキシフタルイミド(NHPI)/酸素系による K/A
−オイルの酸化を利用したε−カプロラクトンの合成」

H19.9

第４０回酸化反応討論会「N−ヒドロキシフタルイミド触媒
を用いたジフェニルエタン類の酸素酸化によるフェノール
類の合成」

H19.11

第３４回有機典型元素化学討論会「高難度有機反応触媒の
開発」

H19.12

第８８日本化学会春季年会「N−ヒドロキシフタルイミド触
媒を用いたジアリールエタン類の酸素酸化によるフェノー
ル類の高選択的合成」

H20.3

同「N‑ヒドロキシフタルイミド（NHPI）/酸素系によるアル
コールを過酸化水素源として用いた新規ラクトン合成経路
の開発」

H20.3

同「N−ヒドロキシフタルイミド(NHPI)触媒を用いた酸化反
応における硫酸化ジルコニア固定化 Co 助触媒の合成と利
用」

H20.3

同「NHPI 誘導体を触媒とするポリメチルベンゼン類の酸素
酸化」

H20.3

同「NHPI を触媒とするオレフィンの分子状酸素によるエポ
キシ化反応」

H20.3

特定領域研究「炭素資源の高度分子変換」第５回シンポジ
ウム「アルカンおよびベンゼンの炭素−水素結合の活性化
と工業化技術への展開」

H20.6

第２回触媒道場「アルカンおよびベンゼン類の酸素酸化−
新しい工業化技術の開発を目指して−」

H20.6

兵庫県立大学シンポジウム（産学共生への挑戦）
「ダイセル

H20.9
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平成 19 年度

化学のＧＳＣ（Green Sustainable Chemistry）への取組み」

特許

近畿化学協会ＣＡ会環境・教育部会講演会「ダイセル化学
のＧＳＣ（Green Sustainable Chemistry）への取組み」

H21.1

日本化学会第８９春季年会アドバンスト･テクノロジー･プ
ログラム（ＡＴＰ）
「環境調和を目指した高効率酸化触媒技
術の創生」

H21.3

高効率酸化触媒技術補助事業 成果発表会「N‑オキシイミ
ド系触媒の基盤研究成果と今後の実用化適用可能性」

H21.10

公開 No. WO2008/069127 「シクロアルカンの酸化生成物の
製造方法」

H20.6
公開
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３−２

目標の達成度

本事業の目標に対する成果および達成度を表１３に示す。
本事業については、全体目標においてはすべてのテーマで所期の目的を達成
した。個別要素技術目標については、テーマによっては実験設備や法的制約か
ら引き続き検討中の技術もあったが、それらテーマにおいては今後の課題につ
いて明確に把握されており、本事業の期間内において目標は概ね達成されたと
言える。
表１３−１．全体目標に対する成果・達成度の一覧表
テーマ

目標・指標

成果

達成
度

アノン・アジ アノン・アジピン酸併産プロ パ イ ロ ッ ト プ ラ ン ト 建 達成
ピン酸併産プ セスの実用化
設・技術実証を経て、プ
ロセスの開発
ロセスデザインパッケー
ジを完成させた。
シクロペンタ シクロペンタノン連続製造 シクロペンタノン連続製 達成
ノン製造プロ プロセスの実証
造プロセスの実証ができ
セスの開発
た。
テレフタル酸 NI 技術を用いたテレフタル 170℃での NI 触媒条件を 一部
製造プロセス 酸製造プロセス可能性の確 明らかにし、TPA 目標収 達成
の開発
認
率を達成し、かつ燃焼に
よる CO2 発生の抑制を確
認した。
n-ブ タ ンの酸 n-ブタンの酸化によるメチ 最適反応条件と精製方法 一部
化によるメチ ルエチルケトン（MEK）製 により、既存製品と同じ 達成
ルエチルケト 造プロセスの確認
純度の MEK を得ること
ン（MEK）製
ができた。また、バッチ
造プロセスの
反応で、目標である製造
開発
直接費 20%削減の見通し
を得た。
tert- ブ チ ル 安 tert-ブチル安息香酸既存実 実機プラントの改造試験 達成
息香酸製造プ 機製造プロセスへの NI 技術 により、実用化のめどが
ロセスの開発 の導入
立った。
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表１３−２．個別要素技術目標に対する成果・達成度の一覧表
（１）アノン・アジピン酸併産プロセスの開発
要素技術

目標・指標

成果

達成
度

アジピン酸製 晶析工程確立
造プロセス確 アジピン酸結晶径
立
30μm 以上
（工業的に連続分離できる
結晶径）

・平均粒径を 50μm まで 達成
結晶成長させることがで
きた。
・分離機の選定が出来た。
・金属助触媒回収工程が
不要になることが判明し
た。

既存法品と同 既存法製品で定められてい
等の製品品質 る品質スペックの達成。
の達成
溶融色 APHA 色 50 以下

・溶融色 APHA10 を達成 達成
・その他スペックも全て
クリアー

新規製造技術
による製造設
備のドキュメ
ントパッケー
ジ化

・エンジニアリングメー 達成
カーの協力を得て、パイ
ロット研究とテスト機試
験データを基に１５万
t/y 規模のアジピン酸製
造設備設計を行い、ＰＤ
Ｐにまとめた。
・総原価で、8.4 円/Kg
の既存法に対する優位性
を確認した。

実機設備のＰＤＰ（プロセス
デザインパッケージ）として
纏め上げ、既存法に対するコ
スト優位性を確認する。
・総原価で 5 円/Kg 以上の
コスト優位性

（２）シクロペンタノン製造プロセスの開発
要素技術

目標・指標

成果

達成
度

反応プロセス シクロペンチルヒドロペル 弱塩基を用いることでシ 達成
の構築
オキシドの効率的なシクロ クロペンチルヒドロペル
ペンタノールへの変換法の オキシドを定量的にシク
構築。
ロペンタノールへ変換で
きることを見出した。
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精製プロセス 想定精製プロセスのバッチ 想定精製プロセスによる 達成
の構築
での検証。
反応生成物の精製をバッ
チ形式で行ったところ、
目標スペック内のシクロ
ペンタノンを得ることが
出来た。そして想定精製
プロセスの妥当性を確認
できた。
連続プロセス 反応条件および精製プロセ 反応を連続形式で行う際 達成
の検討
スの、連続プロセスによる再 の 最 大 の 課 題 で あ っ た
NI 触媒の連続供給法を
現
確立できた。また連続形
式で反応検討で、反応温
度の再設定でバッチ形式
と同等の反応成績が得ら
れる見込みを得た。
（３）テレフタル酸製造プロセスの開発
要素技術

目標・指標

成果

THICA の高温 酸化生成熱の有効利用と燃
酸化反応技術 焼による CO2 発生の抑制を
両立するテレフタル酸（以下
TPA）の高温酸化反応技術の
確立
目標性能
・ＴＰＡ収率：≧90%
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高温でのＮＩ触媒酸化技
術ではＮＩ触媒の分解抑
制が重要であり、１７
０℃でのＮＩ触媒条件を
明らかにし、ＴＰＡ収率
で目標収率９０％を達成
し、かつ燃焼によるＣＯ
２発生の抑制を確認し
た。
課題は経済性の向上（生
産性の向上）で、これを
改善するには溶存酸素量
を増加させる（酸素冨化
条件）必要があることを
明らかにした。
酸素冨化条件での検討は
継続課題である。

達成
度
一部
達成

（４）n-ブタンの酸化によるメチルエチルケトン（MEK）製造プロセスの開発
要素技術

目標・指標

成果

n-ブ タ ンを原 n-ブタンを原料として、純度 反応工程では、反応中に
NI 触媒が分解すること
料として、既 99.9%の MEK を得る。
が判り、触媒使いきりと
存製品と同じ
純 度 の MEK
して最適反応条件を見出
を生産する技
術

達成
度
達成

した。
精製工程では、沸点が近
接する不純物の分離に取
り組み結果として既存製
品 と 同 じ 純 度 99.9 ％の
MEK を得ることができ
た。

経済性に優れ 製 造 直 接 費 を 既 存 法 よ り 供給酸素濃度 21%のバッ
20％削減する。
る上記技術
チ反応で経済性を評価し
た結果、目標である製造
直接費 20%削減の見通し
を得た。
引き続き、連続かつスケ
ールアップした実験に進
んだが、安全確保のため
供給酸素濃度を 4%に自
主規制したことによる反
応成績の低下を、他の反
応条件では補償するには
至っていない。供給酸素
濃度は重要なファクター
なので、エンジニアリン
グ会社と協力し、十分な
安全管理の下で上昇させ
れば、連続実験において
も、MEK 収率の向上とそ
れに伴うコスト削減を確
認できると考える。
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一部
達成

（５）tert-ブチル安息香酸製造プロセスの開発
要素技術

目標・指標

成果

tert- ブ チ ル 安 既存実機プロセスへ NI 技術
息香酸製造酸 を導入し、目的物の選択率を
化反応工程改 現行に対し５％以上向上す
良
る。

現行の選択率を８％向上 達成
することが出来た。
副次効果として、反応温
度を数１０℃下げられた
にも係わらず反応時間が
１/２となった。
現行法と異なる不純物が
確認されたが、母液の一
部を新液に置換すること
で、不純物含量を一定値
に収束することが出来
た。
廃棄テレフタル酸の６０
％低減と排ガス中の
VOC の４０％低下を確
認し、工業化の目処が立
った。
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達成
度

４．事業化、波及効果
４−１

事業化の見通し

補助対象期間（H17〜H20）
実施項目／年度

平成17
年度

平成18
年度

平成19
年度

事業終了後の事業化に向けた取組

平成20年度

平成21年度

平成22年度

平成23年度

アノン・アジピン
酸併産プロセス
確立

ライセンス交渉
実機設備ﾃﾞｻﾞｲﾝﾊﾟｯｹｰ
ｼﾞ化

効率的な反応
プロセス（変換
法）の構築

課題ｸﾘｱ

平成33〜37
年度

ﾌﾟ ﾗﾝﾄ稼動

経済性評価
ﾊﾟ ｲﾛｯﾄ設置・運転
●実機設計ﾃﾞｰﾀ取り

●連続条件の確立

精 製ﾌ ﾟ ﾛ ｾ ｽ
のﾊﾞｯﾁ検討

平成28〜32
年度

ﾌﾟ ﾗﾝﾄ建設

事業化達成

シクロペンタノン
製造プロセスの
開発

成約

既存法製品で定められている
品質スペックの達成

事 業化 達 成

全製造プロセスを
確定

平成24〜27
年度

連続ﾌﾟﾛｾｽによる再現

ﾌﾟ ﾗﾝﾄ建設

ﾌﾟ ﾗﾝﾄ稼動

事業環境判断

連続反
応検討

THICA分解基礎検討・反応
改良

応用可能な反応の識別
●生成熱有効利用型マスケミカルの見極め

経済性評価

TP Aの酸素富化検討
パイロット設置・運転

有望な反応の発見
別の酸素富化検討
パイロット設置・運転

事業化達成

テレフタル産製造
プロセスの開発

触媒
合成・
調査

酸素富化法の経済性評価
●実機建設費・変動費見積もり
●安価製造できる高温型NI触媒の見極め

事業環境判断

●安全管理ｼｽﾃﾑ構築

パイロット運転

事業化達成

●ﾊﾞｯﾁ条件再現

基礎研究

n-ブタンの酸化
によるメチルエチ
ルケトン（MEK）の
製造プロセスの
開発

ﾊﾟ ｲﾛｯﾄ設置・運転
●実機設計ﾃﾞｰﾀ取り

課題ｸﾘｱ
事業環境判断

事業環境判断

ラボ検討
●ユーザー評価
実機試験
実 機
改 造
試験

：継続研究

事 業化 達 成

tert-ブチル安息
香酸製造プロセ
スの開発

：応用研究

：実用化

本事業の成果の事業化の見通しを図１７に示す。
図１７．

事業化の見通し

以下、各テーマについて述べる。
（１） アノン、アジピン酸併産プロセスの開発
本プロセスは今後、プロセスデザインパッケージを、アジピン酸を製造して
いるメーカーまたはアジピン酸製造に興味を持っているナイロン６,６メーカー
及び併産するアノンに関係するナイロン６メーカーへ積極的に開示し、ライセ
ンス展開を基本とした事業化を進める。
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：ｽﾃｰｼﾞｹﾞｰﾄ

既に、研究組合活動成果に注目し、複数のメーカーから問い合わせ等の反響
を受けている。具体的には、大手欧米既存メーカーや新規参入予定のアジアメ
ーカーから具体的な協業の打診や情報開示の要請を受けている。協業の打診に
ついては契約ベースでの情報開示ステージに進んでおり、その他の情報開示要
請に対しても順次対応中である。
（２） シクロペンタノン製造プロセスの開発
今回の検討では、反応条件、精製条件の探索段階及びが終了した。今後ベン
チ設備による製造プロセスの構築、パイロットプラントによる検証段階が必要
であるが、数年後には事業化に必要な技術課題を克服できる見通し。
（３） テレフタル酸製造プロセスの開発
本プロセスでの NI 技術実現のポイントは酸素供給濃度を本実験での９％から
３０−４０％まで上げる「酸素冨化条件」であろうことが判明した。当初検討
していた既存のテレフタル酸製造プロセスを活用して適用するためには既存プ
ラントの大幅な改修が必要となる。
酸素冨化条件は爆発を回避した仕様にすることが重要で、安全性を鑑みた更
なる独自のプロセスの開発が必要であるが、近年 NI 技術とは別に酸化反応の効
率改善策としての酸素冨化反応技術は進展しており、今回の知見を酸素冨化技
術に適用し、うまく技術開発がなされれば CO2 抑制製造プロセスとして実現が
可能である。
テレフタル酸事業は国内では需要が縮小傾向であるが、国際的には市況が戻
りつつあることから投資する環境のさらなる改善が待たれるところ。新プロセ
ス技術となると「CO2 削減」に関する関心度あるいは義務によるところがあるが、
CO2 削減の必要性は年々高まっており、これが、技術検討に対する大きなドライ
ビングフォースとなり、国内外を問わず今後本 NI 技術の導入がなされる可能性
はあると考える。
（４）n-ブタンの酸化によるメチルエチルケトン（MEK）製造プロセスの開発
既存法が反応性に富み化学原料として有用で逼迫しつつある n-ブテンを原料
とするのに対し、化学原料としての高度利用が少ない n-ブタンを原料とする NI
技術によって既存製品と同じ品質の MEK を経済的に生産できる見通しを得た
のは大きな成果である。
本法は既存法とは異なるまったく新規なプロセスなので、既存プラントへの
部分的な適用はできず、実用化には専用設備の新設が必要である。一方、現状
の MEK 需給バランスを考えると、近い将来での単純な新設は市況を乱し採算性
を悪化させるため難しいとみられるので、例えば 2020 年以降、既存設備が老朽
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化しスクラップアンドビルドが検討される状況になれば、採用技術として重要
な選択肢の一つになると考える。
それまでには、連続実験によるバッチ実験結果の再現と反応成績のさらなる
ブラッシュアップ、スケールアップによる実証、実プラントの設計に必要な運
転データの収集と物質収支等種々データの精度アップ、及び十分な安全管理シ
ステムの構築が必要と考える。
（５）tert-ブチル安息香酸製造プロセスの開発
t-ブチル安息香酸製造プロセスについて２年間に亘って研究開発を実施した
が、扶桑化学工業では 30 年程前からコバルト塩を触媒とした空気酸化法でこの
物質を製造しており、従来法に比べて反応時間の大幅な短縮と収率の向上が認
められた。
反応時間の短縮は、反応缶当りの生産性の向上（反応時間が 1/x になれば釜当
りの生産性は x 倍になる。）に直結し、間接費の低減による生産コストへの影響
が大きいと考えられる。
収率（選択率）の向上は、変動費（直接費）の低減になる。しかし、今回の
NHSI の使用により製品中の不純物のパターンと含有量が異なるという結果と
なり、t-ブチル安息香酸そのままで納入するユーザー、当社で誘導体化して納入
するユーザーに分けて評価依頼した。後者の評価は問題なく、前者の評価を仰
いでいる。（ユーザー数は、前者>>後者である。）
現在、t-ブチル安息香酸については、中国メーカーが台頭してきており、価格
メリットを活かして競争力をつけつつあるので、NI 技術を活用して対抗する計
画である。
具体的な事業化計画については、NHSI の使用に当っては、従来の製造法と大
きく変わらないので、現有の設備をそのまま使用して、触媒の定量供給システ
ムの導入などの軽微な変更で対応出来るというメリットがある。従って、ユー
ザーの評価結果が出揃い次第実用化に移る予定であり、平成 22 年度内には行え
る見込み。
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４−２

波及効果

本事業全体の波及効果として、研究組合の形態をとることにより人的交流・
技術交流ができたこと、各テーマを進めていく中で生じた課題を共有化するこ
とで、反応条件の制御方法や触媒添加方法の幅が広がったこと、そしてその知
見が積み増しされることで、NI 技術を芳香族モノカルボン酸、芳香族ポリカル
ボン酸、シクロアルカン等、更に多くの化合物へ適用する可能性を広げたこと
があげられる。
また 2009 年 10 月 2 日におこなった研究組合成果発表会の新聞記事を見て、
NI 技術を利用した排出権取引の提案を受けるなど、環境ビジネスからの想定外
の反響もあり、これも波及効果のひとつとして認識している。
以下、各テーマの波及効果について記す。
（１）アノン、アジピン酸併産プロセスの開発
本プロセスが実用化された場合、既存アジピン酸製造プロセスで発生してい
る N2O（温暖化係数：310）の発生がなくなる。
既存製造技術では、アジピン酸 1 トンの製造あたり 0.27 トンの N2O が発生す
る。日本国内の年産 12 万トンの製造では、年 3.2 万トンの N2O が発生している。
これを CO2 に換算すると 1,000 万トンに相当する。一般的に既存製造技術では、
発生する N2O は分解され、一部が大気放出されている。その分解率を 99%とし、
分解に要するエネルギー製造で発生する CO2 も考慮すると 150 万トンの CO2 に
相当する温暖化ガスが大気放出されることになる。よって国内生産が本プロセ
スに置き換わった場合、年 150 万トンの CO2 排出が削減されることになる。ま
た現在世界で年間製造されているアジピン酸は 260 万トンであり、2 億 2000 万
トン CO2 相当 N2O が発生している。そのうちの 99%が分解処理されているとす
れば、世界の全量が本プロセスで製造された場合の温暖化ガス発生の削減量は
CO２相当で、年間 3,250 万トンになる。
また、本プロセスがパイロットプラント建設から運転、設備のドキュメント
パッケージ化されたことにより、NI 技術がバルクケミカルズに適用可能である
ことを世間に認知させることができた点も、波及効果としてあげられる。
（２）シクロペンタノン製造プロセスの開発
シクロペンタノンは香料原料（ジャスモン系、バレロラクトン系）として世
界的に需要が伸びている（現在、香料原料として約年産 2,000 トンで年率 10％
以上成長している）が、現行法はアジピン酸の酸性高熱分解を用いる環化技術
で製造されており、設備の特殊性と原料アジピン酸の価格変動のため増産対応
技術として困難視されている。一方、シクロペンタンは酸化耐性が弱く空気酸
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化には向かない原料とされていたため、本技術の特徴を活かした利用がなれば
その効果は大きい。年間約 125 万トン相当の炭酸ガス削減（シクロペンタノン
年産 5,000 トン製造時を想定）が見込まれる。
（３）テレフタル酸製造プロセスの開発
酸化反応は典型的な発熱反応であり、発生する熱をエネルギー源として活用
するというエクセルギー的視点で考えると高温反応であればあるほど、発生す
る熱の有効利用度は高くなってくる。
しかし、一方では酸化反応に必須な金属触媒が要因となり原材料・生成物・
溶剤の燃焼反応による CO2 の発生という負の現象もあり、この負の現象は反応
温度の高温化に伴いその度合いが増してくる。
よって、酸化反応により発生する熱を高度に有効利用し、かつ副反応である
燃焼反応による CO2 の発生を極力抑えた新たな酸化反応技術を構築し、それを
大型ケミカルズに適用することは非常に大きな波及効果が期待できる。
具体的には、汎用樹脂であるポリエステルの原料で、世界で年 4,000 万トン生
産されているテレフタル酸の製造においては、上記燃焼反応により世界で年 300
トンの CO2 が発生しているが、このテレフタル酸製造プロセスにおいてこの新
たなコンセプトの酸化反応技術が適用されれば年 100 万トン単位の CO2 削減が
期待できる。
今回の特にテレフタル酸製造プロセス開発に着目した後半 2 年の研究の成果
では、使用する金属触媒量を抑えて酸化反応を実施することが高効率酸化触媒
の使いこなしには必要であること、高効率酸化触媒の酸化反応においては十分
な酸素を存在させることが重要である（酸素冨化条件で酸化反応を行うことが
重要である）ことが判明したので、今回の今後の研究の方向性を明らかにした
この成果は「燃焼反応による CO2 発生現象の抑制」技術の構築に対して一定の
波及効果があったと考える。
（４）n-ブタンの酸化によるメチルエチルケトン（MEK）製造プロセスの開発
周知のことだが石油化学会社が行っているナフサのスチームクラッキングに
おいては、エチレン、プロピレン等のオレフィンのみでなく、ジオレフィン、
種々のパラフィン、芳香族化合物、および重質分、軽質分など多様な化合物が
生成する。分解条件によって多少のバランス調整は可能だが、選択的な生産は
不可能である。連産するこれら多様な化合物を、余すところなく、少しでも価
値があげるように使うことが、石油化学会社の競争力を左右する大きな命題で
ある。現状、n-ブタンは無水マレイン酸の原料に利用されているが、主たる用途
は分解原料や燃料であって、高度利用が進んでいるとは言いがたい。一方、既
存法での MEK 原料である n-ブテンは、エチレンやプロピレンへのオレフィン転
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換技術（OCT：Olefin Conversion Technology）の原料として有用性が増しており、
従来からのポリエチレンのコモノマー、その他化学品原料等の用途もあって、
MEK 原料としては年々調達が難しくなってきている。
当事業の成果として、n-ブタンを原料として既存品と同じ品質の MEK を経済
的に生産できる見通しを得たことは、資源の有効利用という観点と、関係企業
の競争力アップという観点から非常に重要であり、未利用留分の高度利用、付
加価値向上のさらなる推進に大きな効果があると考える。酸化反応は炭化水素
の付加価値向上に重要な反応なので、本テーマに限らず引き続き取り組んで行
きたいと考えている。
（５）tert-ブチル安息香酸製造プロセスの開発
４−１（５）で反応時間の大幅な短縮、反応収率の向上が認められたことを
記載したが、反応温度の低温化も可能である。反応収率の向上及び反応温度の
低温化により副生物及び排ガス中の VOC の低減が、反応時間短縮による使用エ
ネルギーの低減がそれぞれ可能である。
副生物及び排ガス中の VOC は焼却処理を行っており、本プロセスの開発の成
果により、この処理が不要となり、地球温暖化ガスである CO2 換算で年間 1,170
トンの排出量低減を見積もる事が出来る。
また、t-ブチル安息香酸の NHSI による酸化技術は t-ブチル安息香酸の製造だ
けでなく、アルキル化ベンゼン及びトルエン誘導体の酸化反応に広く応用可能
と考えられる。
本プロセスの開発により、既存空気酸化への NI 触媒の補助的使用による生産
性向上や省エネルギー化の可能性を世に示せたことも、波及効果のひとつとし
てあげられる。
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５．研究開発マネジメント・体制・資金・費用対効果等
５−１

研究開発計画

本事業は表１４に基づき研究開発を実施した。なお、進捗や鉄鋼材料高騰にと
もなう機材調達状況の変化等に機敏に対応するため、随時計画変更届を提出し、
目的を達成するために効率的かつ機動的な計画運営をおこなった。
表１４．研究開発計画
実施項目／年度
アジピン酸製造プロ
セス確立

平成 17 年度

平成 18 年度

平成 19 年度

平成 20 年度

全製造プロセスを確定

既存法品と同等の製
品品質の達成

既存法製品で定められている品質スペックの達成

新規製造技術による
製造設備のドキュメ

実機設備ﾃﾞｻﾞｲﾝﾊﾟｯｹｰｼﾞ

ントパッケージ化
反応プロセスの構築 効率的な変換法の構築
精製プロセスの構築

精製ﾌﾟﾛｾｽのﾊﾞｯﾁ検討

連続プロセスの検討
THICA の高温酸化
反応技術

連続ﾌﾟﾛｾｽによる再現

触媒合成・調査

連続反応検討

THICA 分解基礎検討・反応改良

n-ブタンを原料とす
る MEK の連続生産

基礎研究

技術
経済性に優れる上記

パイロット運転

連続生産技術
tert-ブチル安息香酸

ラボ検討
実機試験

製造酸化工程改良

実機改
造試験

アノン、アジピン酸併産プロセスの開発は、表に示すように 4 年計画で実施
し、各開発項目とも計画通りの研究開発を実施した。
シクロペンタノン製造プロセスの開発は、表に示すように 4 年計画で実施し、
各開発項目とも計画通りの研究開発を実施した。
テレフタル酸製造プロセスの開発については、平成 17・18 年度は、黒埼事業
所のテレフタル酸のプロセス開発部門で既存プロセスへの NI 技術の適用検討を
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実施した。
平成 19・20 年度は、成果を広く一般化するため四日市にて実施した。
n-ブタンの酸化によるメチルエチルケトン（MEK）製造プロセスの開発は、
世界初の試みであり、アジピン酸や tert‑ブチル安息香酸は近く上市できる見通
しを得ている。
このように開発のレベルに差のあるテーマの組み合わせであるが、それぞれ
に応じた所定の成果も得られており、計画は妥当なものであったと考えている。
５−２

研究開発実施者の実施体制・運営

５−２−１ 実施体制・運営
本事業は、公募による選定審査手続きを経て、高効率酸化触媒技術研究組合
が経済産業省からの補助金（補助率 1/2）を受けて実施した。研究開発は、研究
組合の理事長である石井教授をプロジェクトリーダー、各組合員企業の研究拠
点を組合分室とし、発足時には姫路分室がアノン・アジピン酸併産プロセスと
シクロペンタノン製造プロセス、三菱化学分室がテレフタル酸製造プロセス、
千葉分室が n-ブタンの酸化によるメチルエチルケトン（MEK）製造プロセスを
それぞれ担当した。一方、利用主体を拡大すべく新規組合員の勧誘をおこなっ
た結果、平成 19 年度から新たに京都分室が加わり、tert-ブチル安息香酸製造プ
ロセスを担当した。研究開発の実施に当たっては、プロジェクトリーダーたる
理事長直轄のもと、研究開発を統括するための技術委員会を設置し、月 1 回の
割合で会合し進捗確認等を行い、研究計画や資金の変更の必要性の判断と決定
を行った。
目標達成と効率的実施のため、プロジェクトリーダーとの技術討論の場と各
分室研究員同士の研鑽を目的として、技術交流会を各組合員企業持ち回りで 3
箇月に 1 回の割合で開催した。これは各分室が抱える課題について発表しあう
ことで組合の連携が図られ、持ち帰り研究で陥りがちな「各個研究のたこつぼ
化」防止に有効であったと同時に、研究員同士の交流で他分室の知見を加える
ことで課題の突破口を見出すケースもあり、研究の推進に非常に寄与した。ま
たこの交流会には、NI 技術について研究組合が別途応募した化学技術創成補助
事業の委託先の関西大学にご参加いただくことで、学術面でも内容の濃い議論
をおこなうことができた。
ダイセル化学工業が保有する NI 技術の知的財産権開放の仕組みについては、
研究組合から実施予約料を支払うことで、保有特許 330 件余りのうち 60 数件の
実施予約を受けるかたちでおこなった。これにより研究組合が本事業の研究テ
ーマを排他的に実施できることが保証され、研究組合外で本事業と同じ研究テ
ーマを実施されることがなくなり、組合員企業が本事業に専念できる効果をも
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たらした。
一方、本事業成果として得られる知的財産の配分については、帰属を判定する
ための委員会を設けたうえで、原則成果をなした当事者に帰属する運用とした。

高効率酸化触媒技術研究組合
①技術委員会
②技術交流会

四日市分室

千葉分室

プロジェクトリーダー
（関西大学 石井教授）

京都分室

③関西大学

姫路分室

≪研究を活性化させるための仕掛け≫
①プロジェクトリーダー主宰の技
術委員会
・計画・資金の機動的運用
・変化への柔軟な対応

②技術交流会の開催
・分室同士の連携
・進捗報告
・技術課題の共有化
・プロジェクトリーダーとの技術討論
・相互啓発

③関西大学との共同研究
・研究組合の縁を活用
・技術討論の深耕化

図１８．研究開発実施体制
５−２−２

成果発信

３−１−３で記述したような論文や寄稿を積極的に行った。また、研究終了
後の 2009 年 10 月 2 日に関西大学東京センターにて研究組合の成果発表会を開
催し、27 団体・36 名が出席した。
本事業において NI 技術の可能性が広がり「研究組合で取り組んだ物質以外の芳
香族カルボン酸類やシクロアルカン類にも適用可能である」旨を発表したとこ
ろ、非常に大きな反響を呼んだ。当日出席した化学メーカー20 社のうち、すで
に 5 社から問い合わせがあり、今後の広がりに手ごたえを感じている。また化
学工業日報はじめ、一般紙・業界紙各社も参集し、詳細な報道があり当日非出
席のメーカーからの問合せも継続的に受けている。
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（2009/10/6

化学工業日報記事より）

図１９．成果発表会の紹介記事
５−３

資金配分

研究開発には 4 年間で総額 1,689 百万円（うち、補助金 845 百万円）を要し、
その資金は研究内容に応じて表８のように分配した。姫路分室は全年度にわた
りパイロットプラント費用とドキュメントパッケージ化費用が計上されるため、
他分室より多く計上した。四日市分室は最初の２年間の研究後に基礎的な研究
に立ち返る判断がなされたため、H19 年度と H20 年度の予算計上を見送った。千
葉分室については、研究の遂行に必要な分析機器等の早期取得、及び基礎実験
で見通しを得た蒸留工程のスケールアップのため、前半 2 年に集中的に資金配
分した。一方、新たな有望テーマとして tert‑ブチル安息香酸が上がり、H19 年
度からこれを採用し新たな組合員として京都分室を迎え、新たに予算計上した。
なお、本事業の進捗や鉄鋼材料高騰にともなう機材調達状況の変化等に機敏
に対応するため、役割分担の変更や実験内容見直しによる労務費節約等による
振り替えをおこない、目的を達成するために、効率的かつ機動的な資金運用が
図られ、資金の過不足はなく適切であった。
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表１５．資金度配分
年度

平成

１７

姫路分室（ダイセル化学工業内）
アノン、アジピン酸併産プロセスの開発
シクロペンタノン製造プロセスの開発

（単位：百万円）
１８

１９

２０

合計

142

574

290

239

1,245

15

17

−

−

32

108

157

80

30

375

−

−

24

13

37

265
（133）

748
（374）

394
（197）

282
（141）

1,689
（845）

四日市分室（三菱化学内）
テレフタル酸製造プロセスの開発
千葉分室（丸善石油化学内）
n-ブタンの酸化による MEK 製造プロセ
スの開発
京都分室（扶桑化学工業内）
tert‑ブチル安息香酸製造プロセスの開
発
合計
（うち補助金）
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５−４

費用対効果

本事業の波及効果として、技術の裾野が広がり適用できる潜在的な対象物が
増えたことをあげた。このため、本事業全体での費用対効果は、個々の成果が
もたらす効果に加え、芳香族カルボン酸類やシクロアルカンをはじめとする対
象物の広がりによって、より多くの効果が期待できるものであり、投入された
資源に対する最終的な効果は十分に見合ったものといえる。
以下、各テーマについて記す。
（１）アノン、アジピン酸併産プロセスの開発
本技術で現在世界で生産されている年間約 250 万トンのアジピン酸が全て本
プロセスで製造された場合の排出炭酸ガスの削減効果は、約 3130 万トンとなる。
この量は現在世界で排出されている炭酸ガスの約 1.4%に相当する。本事業で得
た補助金はシクロペンタノン製造プロセスの開発と併せても 4 年間で 623 百万
円であり、その費用対効果は非常に大きい。
（２）シクロペンタノン製造プロセスの開発
本法により製造を企図した 2010 年現在での製造量見込みは年産 6,000 トンで
ある。販売・消費で売り上げ約 27 億円が見込める。また、クリーンな原料プロ
セスであるシクロペンタン酸化を用いるため、アジピン酸の縮合環化である既
存法に比べ、年間約 125 万トンの温室効果ガスの削減が見込める。
（３）テレフタル酸製造プロセスの開発
本テーマは 4 年間で 32 百万円の補助金を得て実施した。
平成 17・18 年度の研究では、既存プロセスへの適用可否を評価するのに必要
最低限の要員で実施し、平成 19・20 年度の研究においても、研究計画の発案と
その実行者という基礎研究を行う必要最小限の要員で評価・検討を実施できた。
また導入した設備においても酸化設備の無い四日市での検討のために必要最
小限の設備を導入したのみであった。
成果は生成熱の回収を視野に入れた高温での NI 酸化基礎条件の確立であり、
原料・溶剤の燃焼を抑制した新規プロセスの提案に繋がるもので、テレフタル
酸製造を始め、ＣＯ２発生の抑制が必要な高温熱回収型新規プロセス構築の将
来技術を見出し、通常の企業研究の費用対効果から考えて十分なものになった。
（４）n-ブタンの酸化によるメチルエチルケトン（MEK）製造プロセスの開発
本テーマは、4 年間で 189 百万円の補助金を得て実施した。既存法の製造直接
費は、SRI 社 1972 年発行の PROCESS ECONOMICS PROGRAM によると約 8.87￠
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/lb なので 10 円/kg とテイクし、MEK 生産量 20 万 t/y（日本の推定生産量の半分
ほど）に適用するならば、製造直接費の 20%削減は 4 億円/y の合理化に相当す
る。
（５）tert-ブチル安息香酸製造プロセスの開発
本テーマは、2 年間で 18 百万円の補助金を得て実施した。本物質の生産量は
キロトンスケールではあるが,廃棄物や排ガスの焼却処理がそれぞれ 60％及び
40％低減可能である。廃棄する副生物への原料ロスと焼却費用及び排ガス中に
含まれる原料のロスが減少することによる省エネルギー効果を金額計算すると、
年間 60 百万円に相当し対費用高価は大きいと考えられる。
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５−５

変化への対応

研究体制の項で述べたように、本事業ではプロジェクトリーダー直轄の委員
会を設けて研究開発の統括にあたった。本事業の進捗や経済情勢の変化への対
応についても、機敏に対応すべく、この委員会において役割分担の変更、実験
内容見直しによる労務費節約等による資金の振り替え、あるいは研究テーマの
進捗に応じてよりふさわしい別の補助事業への応募などを判断・決定し、対応
した。
以下、各テーマでの対応状況について記す。
（１）アノン、アジピン酸併産プロセスの開発
本事業を実施した 4 年間において、アジピン酸製造の新技術等、本テーマに
直接影響する変化はなかったが、常に特許、化学技術雑誌、新聞報道などから
情報収集を行い研究開発計画に反映すべき事項はないかを検討し、研究開発を
行った。
また化学業界の情報によると、アジピン酸の従来用途であるナイロン原料と
しての需要は大きな変化はないが、新たな用途であるウレタン原料としての需
要が大きく伸びており、主に中国で旧来の硝酸酸化技術による製造プラントの
数機新設が計画されているようである。今後この新設計画に本プロセスが採用
されるようにライセンス活動を展開したい。
（２）シクロペンタノン製造プロセスの開発
半導体洗浄用途の需要が高まり、シクロペンタノンの需要は年率 10%で、成
長している。しかしシクロペンタノンは、相変わらずアジピン酸に大量にエネ
ルギーを供給し CO2 を排出する、あまりクリーンではない方法で製造されてい
る。また新規な製造技術で実用化されたものもない。現在の日本の CO2 排出に
対する姿勢から今後さらに現行法は好ましくないものとなると予想される。そ
して本製造技術の早期の実用化が期待される。
（３）テレフタル酸製造プロセスの開発
高効率酸化触媒によるテレフタル酸製造反応は、技術提供元であるダイセル
化学工業株式会社での検討を基に、テレフタル酸メーカーでもある三菱化学分
室は、まずテレフタル酸の既存プロセスへの適用が容易であるか否かを、既存
のプロセスに近い装置である黒崎事業所内の自前の 10ℓ連続酸化反応装置で検
討した。
結果は、通常の反応条件では有機触媒である THICA の分解が著しく、酸化反
応が連続反応途中で止まってしまうものとなり、通常の酸化反応条件からかな
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りの酸化反応条件の最適化が必要であるということが前半 2 年間の研究で判明
した。
しかしながら、NI 技術は CO2 削減の観点から有望な技術であったのと、NI
系触媒の安定化技術は NI 技術共通の課題でもあるため、後半 2 年間の研究を四
日市に移し、テレフタル酸の既存製造プロセスに縛られず、高効率酸化触媒の
高温酸化反応での使いこなし技術を検討した。
後半 2 年間の成果は NI 技術のテレフタル酸製造プロセスへの技術展開の方向
性を示したとともに、NI 技術の使いこなし全般に対して有意義な知見を提供で
きたと考えている。
（４）n-ブタンの酸化によるメチルエチルケトン（MEK）製造プロセスの開発
本テーマは、世界初の試みであったので、反応機構の解析や最適反応条件の
検討など、基礎検討を中心に実施した。基礎検討という性質から、数多くの課
題に遭遇したが、都度、研究組合という体制を活かし、技術交流会を通じてプ
ロジェクトリーダーや各分室と意見交換し、経験やアイデア等を共有・活用し
て研究開発に取り組んだ。特に、喫緊の課題があったときには、技術交流会に
も拘らず、随時他分室に出張するなどし情報交換しながら研究開発を推進した。
（５）tert-ブチル安息香酸製造プロセスの開発
p-tert-ブチル安息香酸は、自動車ラジエーター用防錆剤、ポリオレフィン用結
晶化核剤や化粧品用紫外線吸収剤原料など用途は拡大している。４−１（５）
で記載した様に、中国メーカーが用途拡大に伴って台頭し始めている。この状
況下において、本テーマは国際競争力を増強するために営業部隊と常に連携を
とり、営業部隊からは市場動向情報を、研究部隊からは本研究開発で得られた
知見を互いに共有化し、海外メーカーに負けないコストと品質の製品を供給す
るために海外を含めた市場変化に対応出来るようにした。
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第３章 評価

第３章

評価

１．事業の目的及び政策的位置付けの妥当性

本研究開発は、NI触媒を活用した新規酸化プロセスを開発するもので、省エネルギー・環境負荷
低減の観点から有効な重要技術である。バルク品製造をターゲットとしており、基礎実験から工業
プロセスへの実用化までのリードタイムや大きな費用が必要となることを考慮すると、民間企業単
独で実施するにはハードルが高く、国が 関与する事業として妥当である。
ただし、ファインで成功した技術をバルクへ適用する側面があり、新規性、革新性という点でや
やインパクトを欠いたきらいがある。

【肯定的意見】
○省エネに大きく貢献する重要分野である。
○NHPI は極めて科学的レベルの高いシーズであり工業的応用の検討に十分な位置づけであったと
判断される。対象がセミバルク〜バルク化学品であることから実用化までのリードタイムを考慮
すると、国の補助金の対象としたことも適切と考えられる。
○本技術開発のもととなる酸化触媒は独創的な発明であり、これを実用化することは、日本発の環
境調和型化学プロセスの開発として重要である。プロジェクトのターゲットであるバルク品製造
については、規模が大きいため、省エネルギーを含む環境調和型プロセスへの転換は高い意義が
ある。
○昨今の環境負荷の低い化学品製造プロセスの構築は、化学業界の使命である。そのような状況下、
NI触媒を活用した新規酸化プロセスを開発することは、省エネルギー技術開発の点からも有効と
考える。
また、基礎実験から工業プロセスとするためには、大きな費用が必要となるため、国の関与が必
要である。
○事業の政策的意義は明確であり、産学連携がうまく機能しており、国の事業として妥当である。
【問題点・改善すべき点】
●ファインで成功した技術をバルクへ適用する側面があり、新規性、革新性という点でややインパ
クトを欠いたきらいがある。
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２．研究開発等の目標の妥当性

対象技術の難易度に応じて、異なる目標が設定されており、また、要素技術の目標も細か
く設定されており、達成度判断が容易となっていることから、目標の設定は妥当である。さ
らに、研究開発全体として、ユニークな触媒をシード技術として多様なプロセスへ展開させ
るという観点からも適当である。
ただし、CO2排出量や省エネルギー効果を反映した目標値や、触媒周辺分野に限らずプロセ
ス全体としての目標（熱効率、環境調和性など）が設定されていたほうがよかったと思われ
る。
【肯定的意見】
○関西大学とダイセル社との間のこれまでの研究開発を背景に適切な目標が設定されている。
○アジピン酸製造では実用化、テレフタル酸製造ではプロセスの可能性確認など、対象技術の
難易度に応じて異なる目標が設定されていることは高く評価される。要素技術の目標も細か
く設定されており、達成度判断が容易となっている。
○研究開発全体として、ユニークな触媒をシード技術として多様なプロセスへ展開させようと
するもので、適当である。バルク品製造プロセスの改良あるいは代替という点で、おおむね
妥当な目標が設定されていると思われる。
○５製品の開発を行うために、研究目標は製品ごとに異なっているが、製品ごとの開発ステー
ジに応じて設定してあり、適切である。
○目標は明確である。目標値、指標も明確に設定されている。
【問題点・改善すべき点】
●定量的な目標が経済的側面に偏っていたように思われる。制度趣旨を反映した目標（CO2 排
出や省エネルギー効果）の提示があった方がよい。また、提案された技術開発が触媒周辺分
野にとどまっていた傾向があるように思われる。プロセス全体としての目標（熱効率、環境
調和性など）が設定された方がよかったと思われる。
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３．成果、目標の達成度の妥当性

個々のテーマについては到達度に多少の違いはあるものの、ほとんどすべての項目で概ね目標
が達成されており、成果、目標の達成度は妥当である。研究開発全体として、中核となる触媒技
術が多様な選択酸化プロセスへ適用可能であるというメッセージを発することに成功しており、
さらに、学会発表、論文発表に加えて成果報告会を公開している点も高く評価できる。
しかしながら、アノン・アジピン酸プロセスの成果には晶析技術の寄与もあると思われるが、
触媒技術による寄与との切り分けがよくわからない。また、知的財産の取得や化学工学的なもの
（特許を含む）の対外発表が少ないように思われる。また、テレフタル酸や2‑ブタノン、シクロ
ペンタノンの研究については、実用化という面で、製造プロセスへの適用、連続運転の実証など
の課題が残されている。
【肯定的意見】
○いずれの分野においても興味深い成果が得られている。
○ほとんど全ての項目で目標が達成されており、全体的に高く評価される。また、学会発表、論
文発表に加えて成果報告会を公開している点も高く評価できる。
○個々のテーマについては到達度に多少の違いはあるものの、いずれも目標はおおむね達成して
いる。また、研究開発全体として、中核となる触媒技術が多様な選択酸化プロセスへ適用可能で
あるというメッセージを発することに成功している。論文、学会発表件数も妥当であると判断さ
れる。
○p‑tert‑ブチル安息香酸については、目標である実用化が行われており、アノン・アジピン酸の
目標である実用化については、パイロット運転を経てプロセス設計し、プラントへの応用が期待
される。
○研究組合とすることで、研究者間の知見を共有化し、開発の促進に役立った。
○多くの論文発表、特許の出願を行っており、十分な成果が得られていると思われる。
【問題点・改善すべき点】
●これまでの経緯があるとは言え、知的財産の取得が少ないように思われる。
●MEK 製造プロセスの経済性についてはバッチ反応のみの成果であり、達成とは言えないのではな
いか。
●アノン・アジピン酸プロセスの成果には晶析技術の寄与もあると思われるが、触媒技術による
寄与との切り分けがよくわからない。対外発表は、学術的なものにくらべ、化学工学的なもの（特
許を含む）が少ないように思われる。
●テレフタル酸や2‑ブタノンの研究では、連続化における実験が酸化反応特有の危険性を伴うこ
とから、酸素濃度を低減することで対応しているが、酸化反応が抑制され、製造プロセスへ直接
応用できない結果となっている。
シクロペンタノンについては、バッチ反応を経て、触媒の連続フィードには成功し、バッチ反応

66

を再現しているが、両者の転化率が余りに低いために、現行プロセスに対し、連続化が実証され
たと言い切れるかが、疑問である。
●省エネルギー量、CO2 削減量が明示的に示されていない。
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４．事業化、波及効果についての妥当性

事業化については、具体的な見通しが立っており、１つのシード技術から全体として省エネ
ルギー、GHGガス削減などの十分な波及効果も期待できることから、事業化、波及効果につい
ては妥当である。
ただし、事業化見通しについては、すべてのテーマにつきプロセス全体の見通しが提示され
ていたほうがよかったと考えられる。
【肯定的意見】
○事業化について、具体的な見通しが立っていると考える。また成果に基づく波及効果も期待
される。
○tert‑ブチル安息香酸製造プロセスは既に事業化が視野に入っているほか、アジピン酸製造
でも事業化が至近の位置づけとなっている。他プロジェクトでも概ね問題点が明確になって
おり、事業化の観点からも優れた成果が得られている。
○アノン・アジピン酸製造については PDP が作成されており、また、tert ブチル安息香酸に
ついてはユーザー評価の段階であり、これらについては事業化の見通しは十分あり、妥当な
波及効果を挙げている。全体として、一つのシード触媒技術から十分な波及効果を生じてい
る。個々のテーマの中には、事業化見通しは 10 年以上後で解決すべき課題が未だ多いもの
もあるが、止むを得ない側面もある。
○アノン・アジピン酸およびtert‑ブチル安息香酸については、各々、省エネルギー、省コス
トおよびGHGガスの削減に貢献するプロセスが開発できた。
波及効果については、プロセスの採用で高GHG係数のN2Oの排出やCO2の排出の削減が期待で
きる。
【問題点・改善すべき点】
●事業化見通しがやや先のテーマが多いことと関連するが、成果が触媒周辺技術にとどまり、
プロセス全体の見通しが提示されなかったテーマが見られた。
●アノン・アジピン酸については、主要生産メーカーが海外であることから、実際に建設され
て無い製造プロセスにどの程度魅力を持たせることができるかが課題である。
テレフタル酸や2-ブタノンでは、実用化には酸素分圧を向上させる研究が必要である。特に
、テレフタル酸では、現状の設備に応用するために相当の努力が必要と考える。
●本事業に限らず、多くの新技術はスクラップアンドビルドする必要性がない限り、導入はコ
スト面から容易ではない。したがって、コスト検討だけでなく、CO2削減も含めて、導入可
能性を追求せざるを得ない。
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５．研究開発マネジメント・体制・資金・費用対効果等の妥当性

研究組合を設立し、プロジェクトリーダーの石井教授の的確な指導のもと、技術者との交流
を行いながら効率的なプロジェクトの運営がなされており、また、途中から加わったtertブチ
ル安息香酸プロセスについても、研究開発全体の枠組みの中にうまく位置づけられていたこと
から、マネジメント・体制は妥当である。また、資金配分については、実施者が実用化を推進
するということから、妥当である。
ただし、費用対効果については、各製品により異なり、生産数量の大きいテレフタル酸やＭ
ＥＫ等への導入が鍵と考える。
【肯定的意見】
○多数の構成メンバーがありながらも、効率的なプロジェクトの運営がなされていると考え
る。
○石井教授の的確な指導の下、効率的に研究開発が進行した印象を受ける。実用化の面だけで
はなく、学術的成果も大きい。また、今後の技術波及効果を考慮しても、優れた体制で進行
したと判断する。扶桑化学の中途参加についても適切な判断であったと考える。
○触媒の開発者であるアカデミアの研究者を中心に、企業の技術者が互いに協力かつ競争し、
産学連携による研究開発が機能したと判断される。途中から加わった tert ブチル安息香酸
プロセスについても、研究開発全体の枠組みの中にうまく位置づけられていた。
○実施者は、パテントオーナーのダイセル化学を除いて、国内のトップメーカーであり、妥当
である。
実施者は研究組合を設立し、プロジェクトリーダーの石井先生と技術者との交流を行い、プ
ロジェクトを進めており、成果も出てきていると考える。資金配分も、実施者が実用化を推
進するということから２分の１であり、妥当である。
○実施体制は産学共同および企業間の連携の上で効果的であったと思う。
【問題点・改善すべき点】
●費用対効果は、各製品により異なり、生産数量の大きいテレフタル酸や MEK 等への導入が鍵
と考える。
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６．総合評価

省エネルギーおよびGHG削減に寄与する日本発プロセスの設計を行ったことは意義がある。
よい意味での研究体制が構築できており、独創的なシード技術から出発して応用へ結びつける
、日本型の研究開発がうまく行った事例であると判断される。すべてのテーマで触媒化学的な
研究開発は相当に進み、将来的には化学プロセスの抜本見直しにいたる可能性のある課題も含
めて順調に成果を伸ばした成功プロジェクトと判断される。
ただし、失敗事例などから本触媒技術の限界を抽出して、その適用範囲や今後の方向性を明
らかにする過程などがあってもよかったと思われる。また、一部の製品については、事業期間
内での目標はクリアしているものの、実用化を見すえた際に現状プロセスの置き換えに必要な
条件がそろっていないものもあり、今後の更なる開発を期待する。
【肯定的意見】
○関西大学とダイセル社との間のこれまでの研究開発を背景に適切な事業の実施が行われた
ものと考える。
○将来的には化学プロセスの抜本見直しにいたる可能性のある課題も含めて順調に成果を伸
ばしたことは高く評価される。確固とした学問基盤に立脚した成功プロジェクトと判断され
る。
○独創的なシード技術から出発して応用へ結びつける、日本型の研究開発がうまく行った事例
であると判断される。全体として、すべてのテーマで触媒化学的な研究開発は相当に進んだ
と判断される。プロセス全体としての到達度が明確でないものがあるが、今後に期待したい。
○省エネルギーおよび GHG 削減に寄与する日本発プロセスの設計を行ったことは意義がある。
今後、プロセスの導入に向けて努力を希望する。
○よい意味での研究体制が構築できていたと思う。
【問題点・改善すべき点】
●これまでの経緯があるとは言え、知的財産としての結実が少ないように思われる。
●いかに優れた触媒といえども万能ではないので、失敗事例などから本触媒技術の限界を抽出
して、その適用範囲や今後の方向性を明らかにする過程があってもよかったと思われる。
●一部の製品については、現状プロセスの置き換えに必要な条件がそろっていないものもあ
り、今後の更なる開発を期待する。例：シクロペンタノンの転化率や操作性、テレフタル酸
や 2ーブタノンの酸素富化のための設備化など。
●より省エネルギー性、CO2 削減にフォーカスすべきであった。
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７．今後の研究開発の方向等に関する提言

これまでの研究開発を背景に適切な事業の実施が行われたものと判断できる。ラジカル反応
であるが故の選択率の限界、触媒分解によるロスが製品コストに及ぼす影響等を明確にし、ど
のような化学品に対して NI 触媒の応用が適当であるか、大凡のガイドラインが示されるよう
学問的、技術的整理が進展することを期待する。
また、本研究開発では全体的に触媒科学的側面が中心であったが、今後化学工学的な検討が
進み、晶析技術などの化学工学的成果の活用や、ヒアリングでの指摘にもあった反応熱の制御
や選択性の向上などを通じて、本研究開発による事業化が進むことを期待する。
【各委員の提言】
○関西大学とダイセル社との間のこれまでの研究開発を背景に適切な事業の実施が行われた
ものと考える。是非事業化まで展開してほしい。
○これまでの経緯があるとは言え、知的財産としての結実が少ないように思われる。
○ラジカル反応であるが故の選択率の限界、触媒分解によるロスが製品コストに及ぼす影響等
を明確にし、どのような化学品に対して NI 触媒の応用が適当であるか、大凡のガイドライ
ンが示されるよう学問的、技術的整理が進展することを期待したい。
○酸化プロセスの開発は、触媒開発の点でも反応制御の点でも難度が高いが、本技術開発のよ
うなバルク品製造で画期的なプロセスを創出できれば、CO2 削減と省エネルギーの両面で日
本の化学工業への貢献は大きい。本技術開発では全体的に触媒科学的側面が中心であった
が、今後化学工学的な検討が進み、晶析技術などの化学工学的成果の活用や、ヒアリングで
の指摘にもあった反応熱の制御などを通じて、本研究開発による事業化が進むことを期待す
る。
○低温で発熱反応を行いプラントコストの低減を図るより、より高温で反応させて反応熱を回
収するか（コプロダクション）、選択性の向上により、分離プロセス等での省エネルギー化
を目指す等で、化学産業における CO2 削減に寄与することを検討していただきたい。
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第４章 評点法による評点結果

第４章 評点法による評点結果

「高効率酸化触媒を用いた環境調和型化学プロセス技術開発プロジェクト」に係るプロ
ジェクト事後評価の実施に併せて、以下に基づき、本評価検討会委員による「評点法によ
る評価」を実施した。その結果は「３．評点結果」のとおりである。
１．趣 旨
評点法による評価については、産業技術審議会評価部会の下で平成 11 年度に評価を行っ
た研究開発事業（39 プロジェクト）について「試行」を行い、本格的導入の是非について
評価部会において検討を行ってきたところである。その結果、第 9 回評価部会（平成 12 年
5 月 12 日開催）において、評価手法としての評点法について、
(1)数値での提示は評価結果の全体的傾向の把握に有効である、
(2)個々のプロジェクト毎に評価者は異なっても相対評価はある程度可能である、
との判断がなされ、これを受けて今後のプロジェクト評価において評点法による評価を行
っていくことが確認されている。
また、平成 21 年 3 月 31 日に改定された「経済産業省技術評価指針」においても、プロ
ジェクト評価の実施に当たって、評点法の活用による評価の定量化を行うことが規定され
ている。
これらを踏まえ、プロジェクトの中間・事後評価においては、
(1)評価結果をできる限りわかりやすく提示すること、
(2)プロジェクト間の相対評価がある程度可能となるようにすること、
を目的として、評価委員全員による評点法による評価を実施することとする。
本評点法は、各評価委員の概括的な判断に基づき点数による評価を行うもので、評価報
告書を取りまとめる際の議論の参考に供するとともに、それ自体評価報告書を補足する資
料とする。また、評点法は研究開発制度評価にも活用する。
２．評価方法
・各項目ごとに４段階（Ａ（優）
、Ｂ（良）、Ｃ（可）
、Ｄ（不可）<ａ，ｂ，ｃ，ｄも同様
>）で評価する。
・４段階はそれぞれ、Ａ(ａ)＝３点、Ｂ(ｂ)＝２点、Ｃ(ｃ)＝１点、Ｄ(ｄ)＝０点に該当
する。
・評価シートの記入に際しては、評価シートの《判定基準》に示された基準を参照し、該
当と思われる段階に○を付ける。
・大項目（Ａ，Ｂ，Ｃ，Ｄ）及び小項目（ａ，ｂ，ｃ，ｄ）は、それぞれ別に評点を付け
る。
・総合評価は、各項目の評点とは別に、プロジェクト全体に総合点を付ける。
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３．評点結果

評点法による評点結果
（高効率酸化触媒を用いた環境調和型化学プロセス技術開発プロジェクト）

評

価 項 目

平均点（※）

標準偏差

1.事業の目的及び政策的位置付けの妥当性

3.0

0.00

2.研究開発等の目標の妥当性

2.6

0.49

3.成果、目標の達成度の妥当性

2.4

0.49

4.事業化、波及効果についての妥当性

2.2

0.40

5.研究開発マネジメント・体制・資金・費用対効果等の妥当性

2.6

0.49

6.総合評価

2.6

0.49

（※）１〜６の評価項目ごとに、各委員の評点の平均値を算出。

（各項目：３点満点）
3.0
2.5

3.00

平均点
2.60

2.60

2.40
2.20

2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
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2.60

標準偏差

「高効率酸化触媒を用いた環境調和型化学プロセス技術開発プロジェクト」プロジェクト評価（事後）
今後の研究開発の方向等に関する提言に対する対処方針
提

言

対

処

方

針

○

これまでの研究開発を背景に適切な事業の実施 ○ 酸化反応は数多くあるため、事業終了後、NI 技術の適用範囲、限
が行われたものと判断できる。ラジカル反応であ
界と対処法に関する技術指導書を作成したところ。今後はこれを用
るが故の選択率の限界、触媒分解によるロスが製
いて実施者において、この技術を広く開放・個別の技術相談を行う
品コストに及ぼす影響等を明確にし、どのような
等により、企業の利用によりさらに知見が積み増しされるよう、働
化学品に対して NI 触媒の応用が適当であるか、大
きかけていくこととしている。これらを通じ、学問的・技術的整理
凡のガイドラインが示されるよう学問的、技術的
についても進めていくこととしている。
整理が進展することを期待する。

○

本研究開発では全体的に触媒科学的側面が中心 ○ 御指摘の点に留意して、今後は実施者において、触媒分野だけで
であったが、今後化学工学的な検討が進み、晶析
なく化学工学的な観点からの検討も行いながら、事業化に向けた取
技術などの化学工学的成果の活用や、ヒアリング
組を進めていくこととしている。
での指摘にもあった反応熱の制御や選択性の向上
などを通じて、本研究開発による事業化が進むこ
とを期待する。
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