ご挨拶
東京都地域結集型研究開発プログラム「都市の安全・安心を支える環境浄
化 技 術 開 発 」は 、平 成 18 年 12 月 か ら 、独 立 行 政 法 人 科 学 技 術 振 興 機 構（ JST ）
のご支援をいただき、地方独立行政法人東京都立産業技術研究センター（都
産技研）が中核機関となって、産学公が連携して技術開発を進めたプロジェ
クトです。光化学オキシダントや悪臭等の大気汚染物質の原因となる揮発性
有 機 化 合 物 （ VOC） の 削 減 技 術 の 開 発 に 取 り 組 み 、 こ れ ま で に 高 性 能 VOC
分 解 触 媒 や 高 感 度 VOC セ ン サ 、 高 効 率 VOC 処 理 装 置 な ど の 多 く の 技 術 的
成果を生み出してきました。
当 プ ロ グ ラ ム は 、東 京 都 の「 東 京 都 産 業 科 学 技 術 振 興 指 針 」
（ 平 成 16 年 4
月 制 定 ） に 沿 っ た も の で 、 そ の 成 果 は 「 10 年 後 の 東 京 」（ 平 成 １ ８ 年 12 月
制定）が掲げる「世界で最も環境負荷の少ない都市東京の実現」に貢献する
ものです。また、地域としての東京の技術力を結集すべく、延べ７大学２研
究 機 関 、 13 企 業 １ 組 合 1NPO 法 人 に 参 画 い た だ き ま し た 。
平 成 23 年 11 月 に は 研 究 開 発・試 作 段 階 の フ ェ ー ズ Ⅱ が 終 了 し 、平 成 23
年 12 月 か ら は 成 果 普 及 ・ 実 用 化 段 階 の フ ェ ー ズ Ⅲ が 始 ま り ま す 。 フ ェ ー ズ
Ⅱ の 終 了 に 当 た り 、こ れ ま で の 5 年 間 の 成 果 を 広 く 都 民 並 び に 関 係 者 の 皆 さ
まに知っていただき、さらに広く活用していただくために、ここに新しい成
果 集 を ま と め ま し た 。平 成 22 年 3 月 の 成 果 集 に そ れ 以 降 の 研 究 開 発 成 果 も
加えた総合的な成果集となっております。また、都産技研と企業の共同研究
などの他の事業に発展したものも、併せてこの新成果集に掲載させていただ
きました。
東京都と都産技研は、この新成果集に掲載されているこれまでの研究成果
を、フェーズⅢでの商品化や事業化に展開していく予定です。皆さまにこの
新成果集をご活用いただき、環境ビジネスの創生や都市環境の浄化に役立て
ていただけることを願っています。

平 成 23 年 9 月
企業化統括

片岡正俊
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事業概要
事業の概要
本事業は、独立行政法人科学技術振興機構（JST）が進める「地域結集型研究開発プログラム」に採択され、東京都が平成
18 年度から実施している「都市の安全・安心を支える環境浄化技術開発」です。
◇ 事 業 名：都市の安全・安心を支える環境浄化技術開発
◇ 事業期間：平成 18 年 12 月 1 日から５年間
◇ 事 業 費：平成 18 年度から平成 23 年度まで 19.6 億円（JST と東京都が負担）
◇ 目

標：都市の大気環境の改善を目指し、揮発性有機化合物（VOC）の大気中への排出を削減するため、高感度
な VOC センサや高機能な VOC 分解触媒、VOC 処理装置の開発を行い、新しい環境ビジネスの創出を
目指します。

事業の背景
トルエンやキシレンなどの VOC は、光化学スモッグや浮遊粒子状物質の要因とされています。VOC を削減するため、大
気汚染防止法や東京都環境確保条例等の法規制に加えて、中小企業が導入しやすい VOC の処理技術や高感度な VOC 評価技
術の開発が求められています。

研究開発のコンセプトと目標
東京都地域結集型研究開発プログラム「都市の安全・安心を支える環境浄化技術開発」は、現在の大気汚染の要因となって
いる VOC の排出を抑え、東京の大気環境を浄化することを目的としています。このため、VOC が環境中に及ぼす影響を明
らかにし、ナノ粒子等が生成する過程を解析します。また、VOC の高感度センサや VOC 処理装置の監視に用いる耐汚染性
VOC センサを開発します。さらに、VOC を分解する高性能な触媒を開発し、これを利用した省スペース・省エネルギー型
の VOC 分解処理装置を開発します（下図はコンセプトを示す）
。
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東京都
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（実行計画策定・事業運営）
企業化統括： 片岡 正俊 東京都立産業技術研究センター理事長
代表研究者： 堂免一成
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◇ 研究開発テーマ概要◇
研究開発のテーマ
VOC は有害な化学物質として、また、光化学スモッグや浮遊粒子状物質の原因物質として環境を汚染しています。東京都
地域結集型研究開発プログラムでは、環境中の VOC 削減と新しい環境産業の創造を目指して、VOC の計測方法から浄化方
法まで幅広く研究を行いました。本冊子では、事業を開始した平成 18 年 12 月からフェーズⅡ終了までに研究した成果を、
途中で終了したテーマ及び別の事業に移したものも含めて記載しました。分類は、１「VOC センシング技術の開発（計測）
」
、
２「VOC 排出と環境への影響（評価）
」
、３「触媒と吸着材の開発（材料）
」
、及び４「VOC 処理装置の開発（装置）
」です。

1 VOC センシング技術の開発（計測）

VOC センシングでは、ホルムアルデヒド測定用のバイ

オセンサ、芳香族などの溶媒を測定する物理センサ、及び
浮遊粒子状物質（SPM）を捕集計測する電気移動度分級
器（ＤＭＡ）を研究開発しました。
バイオセンサは、図１に示した構造をもち、携帯可能
な小型のセンサで世界最高レベルの高い感度と選択性が
得られ、大気中のホルムアルデヒドの濃度変化を実時間で
計測することが可能です。また、バイオセンサの応答性を
向上させる通気性の良い気液分離機構等を、MEMS 技術
を用いて開発することができました。
図１ VOC（ホルムアルデヒド）検出バイオセンサ

物理センサは、VOC 処理装置のモニタ等に使用可能な

光イオン化検知器（PID）
、局在プラズモン共鳴センサ（LSPR）を開発しました。さらに、本プログラムで開発した Co,Ce
系複合酸化物触媒の触媒燃焼－NDIR（非分散赤外線分光分析）法への適応を図りました。DMA については、SPM 粒子を
ファラデー管で計数して、捕集後に成分分析することが可能な製品を市場に投入しました。
本成果集の中で、個別テーマ「計測１～6」として記載したのは、
「VOC バイオセンサの研究」
、
「VOC バイオセンサの
製品化」
、
「センサ用 MEMS 技術」
、
「光イオン化センサ（PID）の開発」
、
「局在プラズモン共鳴センサの開発」
、
「電気移動度
分級器（DMA）の開発」です。

2

VOC 排出と環境への影響（評価）

工場等が排出する VOC の環境へ及ぼす影響について、
調査・分析をして発生メカニズムや対策を検討しました。
その結果は「VOC 排出対策ガイド-基礎から実践・評価
法まで-」としてまとめ、東京都立産業技術研究センター
ホームページ上で公開をしています。 このガイドには、
VOC の基礎的な情報をまとめた「基礎編」と、固定発生
源として中小規模の塗装工場を取り上げて具体的に実態
などを記述した「塗装編」が記載されています。
本成果集の中で、個別テーマ「評価 1～6」として記載
したのは、
「VOC 排出対策ガイドの作成」
、
「環境中の
VOC 実態調査と VOC 処理技術の評価」
、
「浮遊粒子状物
質(SPM)の成分分析」
、
「工場塗装における VOC 排出実態
の解明」
、
「パッシブエアサンプラーを用いた半揮発性有機
化合物の汚染調査」
、
「土壌汚染評価技術の開発」です。
図２ 「VOC 排出対策ガイド」ホームページの表紙→
http://create.iri-tokyo.jp/

3 触媒と吸着材の開発（材料）
環境浄化材料として、触媒と吸着材、及びそれらの担持体の開発を行いました。触媒については、研究開始時は可視光分
解用の光触媒を中心に開発を進めましたが、工場などの VOC 処理用に大量の分解を高速に行うために、フェーズⅡからは熱
触媒を中心に開発を行いました。
その結果、
貴金属を使用しない Co,Ce 系複合酸化物触媒の開発に成功し、
特に酢酸系の VOC
が低い温度で分解可能です（図 3）
。
吸着材の開発は、
天然骨を原料とするアパタイト系吸着材の研究を行い、
世界最高レベルの表面積を得ることができました。
その成果はマイクロ孔を持つシリカの製造技術などに継承し発展させています。また、VOC 処理装置用の安価な吸着材を探
索して、賦活における Ca の役割を明らかにし、多摩の未利用木材に樹皮を混ぜて活性炭を製造する技術を開発しました。
触媒と吸着材を担持する方法として、ナノからマイクロメートル領域の相互作用に着目し、その機械的な構造を試作して機
能を確かめました。
本成果集の中で、個別テーマ「材料 1～7」として記載したのは、
「VOC 分解触媒の開発」
、
「VOC 吸着に向けたスーパー
マイクロポーラスシリカの開発」
、
「木質系吸着材の開発」
、
「高分子吸収材の開発」
、
「アパタイト吸着材の開発」
「担持体の開発
（ポーラスアルミナ）
」
、
「機能性表面を有する担持体の開発」です。

（a） 開発触媒（ Co,Ce 系複合酸化物触媒）

（b）既存白金触媒（Pt 1%, Al2O3 上）

図 3 開発した酸化物触媒と既存の白金触媒の VOC 分解温度（開発触媒は酢酸系 VOC の分解温度が低い）

4 VOC 処理装置の開発（装置）
VOC 処理装置は、大風量低濃度用の処理装置の開発を目指してい
ましたが、都内中小企業では悪臭の除去が焦眉の課題になっている

処理装置

ことを受けて、加熱時に多く発生するアルデヒド類等の処理に力を
入れました。図４に示した触媒燃焼処理と乾燥炉が一体となった装
置では、熱源の制御や開発触媒の採用により、処理装置と乾燥炉を
乾燥炉

それぞれ個別に動かした場合の約 1/2 のエネルギーで稼働します。
VOC 処理のリサイクルシステムやプラズマによる VOC 処理な

電気制御盤

ど研究から実用化に移った開発もあります。
本成果集の中で、個別テーマ「装置 1～7」として記載したのは、
「塗装乾燥炉用 VOC 処理装置の開発」
、
「大風量低濃度 VOC 処理
装置の開発」
、
「バグフィルター型 VOC・ミスト処理装置の開発」
「プ

図 4 試作した処理装置一体型乾燥炉

ラズマによる VOC 処理装置の開発」
、
「VOC 処理リサイクルシステ
ムの開発」
、
「土壌 VOC 浄化装置の開発」
、
「金属繊維フィルターの
開発」です。
以上、平成 23 年 9 月までの成果を記述しましたが、製品化に向けた終盤の取り組みの中でさらにさまざまな成果が加速
して表われている状況です。今後は、学協会や都産技研等を通じて発表をするとともに、新しい環境産業の創成を図ります。

1

計測１

VOC バイオセンサの研究

１．研究開発の目的
ホルムアルデヒド（formaldehyde: FA）は、代表的な揮発性有機化合物（Volatile Organic Compound: VOC）の一
つで、常温では無色で反応性の高い刺激性ガスである。FA は接着剤や塗料などのほか、高い消毒効果からしばしばホルマリ
ン（FA の 37%水溶液）として消毒剤、防腐剤、医療器具の洗浄や病理標本の作製などに利用されている。一方で、FA に
起因するシックハウス症候群等の深刻な健康被害が指摘されている。特に、生活環境の FA が健康に及ぼす影響について詳細
に調査が行われており、世界保健機構や厚生労働省の定める指針値（80ppb）を下回る 50ppb 程度の濃度であっても、眼
部の刺激や小児アレルギーの罹患リスクが増加するという報告がある（図 1）
。こうした健康への影響は、環境中 FA 濃度が
20ppb を下回る環境ではほとんど報告されていない。このことから、我々は FA 濃度が 20ppb 以下の状態を健康環境と考
え、このような環境の管理・改善のためのガスモニタリング技術として、多様なガス成分が混在する環境中で FA を高感度・
選択的にモニタリング可能な生化学式ガスセンサ
（バイオス
ニファ）の開発を行った。

２．研究開発の内容
FA を計測するためのデバイスとして、指示薬の変色域を
読み取るガス検知管法や、酸化物表面における吸着と酸化反
応による電子移動度の変化を利用した半導体センサ等が販売
されている。しかし、これらの計測方法は共存する他のガス

図 1 ホルムアルデヒド濃度と症状

成分に影響を受けやすい（選択性が低い）
、連続的な計測が行
えない、絶対的な感度が不足している、等の理由から室内環
境でごく低濃度の FA をモニタリングするにはいずれも一長
一短があり、連続計測で感度と選択性を両立することは困難
であった。
そこで、生体触媒であるホルムアルデヒド脱水素酵素
（formaldehyde dehydrogenase: FALDH）を分子認識素
子として用い、その反応生成物である還元型ニコチンアミド
ア デ ニ ン ジ ヌ ク レ オ チ ド （ nicotinamide adenine
dinucleotide: NADH）と呼ばれるタンパク質を蛍光検出す
ることで、サブ ppb レベルの感度を有する FA 計測用バイ
オスニファを開発した。
本センサは中心波長 340nm の紫外線 LED を励起光源と
し、光ファイバプローブ近傍で産生された NADH が放出す
る蛍光を光電子増倍管で検出する（図 2）
。酵素の分子認識
機能はタンパク質の立体構造に基づくことから、気相中、つ
まり乾燥した状態では活性が失われる。そこで、感応部には
FALDH を固定化した酵素膜を隔膜としたフローセルを適用
し、NAD+を含むリン酸緩衝液を酵素膜に常時供給するとと
もに、反応生成物等を洗浄除去することで、FA の連続計測

図 2 光学式ホルムアルデヒドの検出原理

を可能とした。
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３．研究開発の成果
本研究では、先に述べた検討を進め、図３に示す FA 用
バイオスニファを開発した。本センサは、UV-LED を
NADH の励起光源として用いることで、従来の水銀ラン
プ等と比較すると消費電力や発熱が大幅に低減され、可搬
性の高い小型のシステムとなっている。
表１に示すように、
本センサの特長は「高感度」
・
「連続計測可能」
・
「高ガス選
択性」
の３つを高い水準で兼ね備えている点である。
特に、
光源や検出光学系、化学反応の系などについて改良を行う
ことで、750ppt～という超高感度でのモニタリングを可
能とした。
図 4 は開発したバイオスニファによる FA ガスのモニタ
リング結果を示したものである。FA ガスの負荷に伴う著
しい蛍光出力の上昇と安定値が得られ、ガスの負荷を停止

図 3 FA 用バイオスニファの外観写真

した際には、リン酸緩衝液の洗浄効果によって出力が初期
値に回復可能で、FA ガスの連続計測を行うことができる。
また、FALDH を分子認識素子として用いたことでガス選

表１ FA 用バイオスニファと従来技術の比較

択性も飛躍的に向上し、FA 以外には殆ど応答を示さない、
高い選択性が得られている。
新技術の開発としての研究プロジェクトに加え、本研究

ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨ

固体ｶﾞｽｾﾝｻ

ガス検知管

バイオスニファ

種別

分析装置

センサ

センサ

センサ

感度

0.01ppb～

10ppb～

50ppb～

0.75ppb～

選択性

高

低

中

高

成果の製品化に向けた参画企業に対する技術移転について
も積極的に進めている。製品化の過程で生じた課題につい
てフィードバックを企業側から受け、それに応じた新しい
技術開発を行うなど、産学公で緊密に連携し、製品化に向

不可
連続計測

不可
可能

（数日/分析）

可能
（30 分/計測)

けた取り組みに展開している。
【参考文献】 Kudo H, Suzuki Y, Gessei T, Takahashi D, Arakawa T,
Mitsubayashi

K,

Biochemical

gas

sensor

(bio-sniffer)

for

ultrahigh-sensitive gaseous formaldehyde monitoring, Biosensors and
Bioelectronics, 26,854-858, 2010

４．今後の展開
現在、当グループでは更なる高感度化について検討を進
めており、環境や生体（あるいは天然）由来の極微量の FA
をモニタリングするため、ppt レベルの超高感度計測をめ
ざした技術開発を行う予定である。なお本研究成果は FA
用生化学式ガスセンサのみならず、多様な NADH 蛍光検
出型のバイオセンサとしても応用可能で、アルコール脱水
素酵素を用いたエタノールセンサや、アミノ酸代謝異常症
の評価を目的とした医療用バイオセンサなどへの展開も可
能である。

図４ FA 用バイオスニファの定量特性及び応答性
（H. Kudo et al. Biosens Bioelectron 26, pp.854–858）
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VOC バイオセンサの製品化

１．研究開発の目的
室内環境における VOC（揮発性有機化合物）によるシックハウス症候群や化学物質過敏症などの健康影響が社会問題に
なっている。VOC の一つであるホルムアルデヒドを高感度で選択的に測定可能な生化学式ガスセンサが東京医科歯科大学
の三林教授のグループにより開発された。本研究では、東京医科歯科大学で開発された生化学式ガスセンサの特徴を有効に
活用し、室内環境測定に適した持ち運び可能な可搬型のホルムアルデヒド測定器の開発を行った。

２．研究開発の内容
室内環境のホルムアルデヒドを測定する方法として、ホ
ルムアルデヒドを含む被検空気を DNPH（2, 4-ジニトロ
フェニルヒドラジン）含浸シリカゲルを充填した捕集管な
どに空気吸引ポンプで捕集（アクティブ法）
、サンプラーを
吊り下げるなどして自然吸引して捕集（パッシブ法）し、
捕集後、ガス濃度を分析する方法や検知管でガス濃度を色
の変化により測定する方法、半導体センサなどのセンサ式
などがあり、各々の測定方法について、長所・短所がある。
東京医科歯科大学で開発されたホルムアルデヒド測定が可
能な生化学式ガスセンサは、従来の測定方法に比べ、選択
性に優れホルムアルデヒド以外の夾雑物の影響をほとんど
受けず、高感度で連続モニタリングができる特徴を有して

図１ 生化学式ガスセンサの構成図

いる。
本研究では、東京医科歯科大学で開発された生化学式ガ
スセンサの特徴を有効に活用し、室内環境中のホルムアル
デヒド測定が可能な可搬型の測定器の開発を行った。生化

光ファイバー

学式ガスセンサの構成図を図１に示した。
酵素固定化膜
（セ
ンサ素子）には、ホルムアルデヒドと酸化型ニコチンアミ

バッファー流路

＋

ドアデニンジヌクレオチド（NAD ）を認識し、ギ酸と還
元型の NADH を生成するホルムアルデヒド脱水素酵素
（FALDH）が存在する。NADH に紫外線（340nm）を

フローセル

照射すると、
ホルムアルデヒド濃度に応じた蛍光が生じる。
可搬型測定器の製品化において、酵素の固定化を従来の

被検空気流路

ポリマーを使用する方法から、取り扱いや入手性が良い、
グルタルアルデヒドを用いる方法に変更し、センサ素子の
安定供給を可能にした。製品化モデルの開発に際し、光源
部、受光部、検出部（図２）の動作検証を実施するための
試作モデルを製作し、各部の特性データを取得した。試作

図２ 検出部外観

モデルから得られた試験データを基にして、製品化モデル
の開発を実施した。
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３．研究開発の成果

ノート PC

センサ素子である酵素固定化膜の酵素の固定化をポリマー

空気吸引
ポンプ

を用いる方法から、生化学や生物学で固定液として利用され
ているグルタルアルデヒド（GA）を用いる方法に変更した。
GA による酵素固定膜の作製が実現できたことで、従来の方
法に比べて、取り扱いや入手性が改善でき、製品化に際し、
センサ素子の安定供給が可能となった。

検出部

製品化モデルの開発に際し、光源部、受光部、検出部につ

光源部
受光部

いて、性能評価を実施するため、試作モデルを製作した（図
３）
。試作モデルは、光源部と受光部を搭載した部分と検出部

図３ 試作モデル

を搭載した部分に分離しており、各部は紫外線照射と蛍光測
定を行うため光ファイバーで接続した。検出部にはバッファ
ー（NAD＋を含むリン酸緩衝液）を流すための循環ポンプを

10000

内蔵した。光源は紫外線（340nm）照射が可能な UV LED
ート型パソコンに分光器が接続され、データ収集が可能であ
る。試作モデルを使用し、ホルムアルデヒドガスに対して、
濃度と蛍光強度の関係、再現性、酵素固定化膜の製作ロット
によるバラツキ、ガス導入時の応答性などの性能評価を実施
した。例として、ホルムアルデヒドガス濃度と蛍光強度の関

蛍光強度 （arb. unit）

を使用し、受光部は分光器を使用して蛍光測定を行った。ノ
1000

100

10

係を図４に示した。図４の結果は、ガスを検出部に導入後、
4 分経過後の蛍光強度であるが、ガス濃度 10～1000ppb
の範囲でガス濃度と蛍光強度の間に良好な直性関係が確認で
きた。
試作モデルで実施した性能評価を基に、可搬な製品化モデ

1
1

10
100
1000 10000
ホルムアルデヒドガス濃度 （ppb）

図４ ホルムアルデヒドガス濃度特性

ルを開発した（図５）
。製品化モデルは、光源部、受光部、検
出部を一つのケースに収納した形状とした。また、酵素固定
化膜に蓄積した反応生成物等の洗浄、除去を行うためのバッ
ファー循環ポンプとホルムアルデヒドガスを導入するための
空気吸引ポンプを内蔵した。小型、軽量化のため、受光部で
の蛍光測定は、フォトダイオードを採用した。電源は
AC100V 以外に、室内環境などでのフィールド測定時を考
慮し、バッテリーでの駆動を可能にした。電源投入後（UV
LED 点灯）
、測定開始スイッチを押すと、同時に酵素固定化
膜の洗浄のため作動していたバッファー循環ポンプが停止、
空気吸引ポンプが作動してガスの導入を開始することで、ガ
ス測定を開始する。寸法は 250（W）×300（D）×400

図５ 製品化モデル

（H） mm、質量は約 6 kg である。

４．今後の展開
酵素固定化膜（センサ素子）については、寿命・保存性、温度・湿度などの環境変化による影響などを継続して試験する予
定である。製品化モデルについては、性能評価を継続すると共に、実際に、室内環境などにおいてフィールド試験を実施し、
公定法との並行試験などを行い、試験データの蓄積を実施する。また、今回開発した製品化モデルに対して、さらに小型化、
軽量化を目指すべく、改善・改良に取り組む予定である。

計測３
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センサ用 MEMS 技術

１．研究開発の目的
本グループでは「センサ用 MEMS 技術の開発」と題して、出来る限り小型・安価なデバイスで、大気中の VOC の高感度・
高速な計測を実現することを目的として研究を行っている。具体的には、東京医科歯科大学が開発した「バイオスニファ」と
呼ばれる酵素反応を利用した非常に高感度な VOC センサを、早稲田大学が保有するマイクロマシンテクノロジー、ナノテク
ノロジー技術を駆使してON CHIP化し、
ポータブルなマルチチャンネルVOC計測システムを実現することを目指している。
現在までに得られている内容と成果について、以下に述べる。

２．研究開発の内容
(1) バイオスニファの ON CHIP 化
図 1 にバイオスニファの原理を示す。大気中に浮遊する
各種 VOC を隔膜を通して液相に溶解させ、酵素膜と反応
させてその結果をセンサで検出する構造となっている。セ
ンサには光学的センサ又は電気化学センサを用い、酵素反
図 1 バイオスニファの原理

応で生成する「NADH」という物質を計測することによっ
て、VOC の濃度が分かるようになっている。図 1 は光学
的センサを使った蛍光計測の場合の例である。この構造を
ON CHIIP 化する際に改良点として以下の 2 つの点に着目
した。①隔膜を除去して気相と液相を直接接触させ、気相
を液相に取り込む速度を速くすること。②センサの原理と
して光学的検出を用い、マルチアレイ化して多種類の
VOC の同時計測や、集光による測定感度の更なる高感度
化を目指すことである。図 2 に今回の開発要素の全体図を

図 2 ON CHIP 型バイオスニファの模式図（断面図）

示す。現在のところ気相溶解部と計測部を別々に検討して
おり、目処が立ったところで、2 つの要素を一体化した
CHIP を作製する計画である。
(2) μTAS 技術の利用
早稲田大学の独自技術としてμTAS （Micro Total
Analysis System） 技術の利用が挙げられる。ガラスや
プラスチック基板上に、数 100 ミクロン以下程度の流路
を作ると、流体が通常とは違う動きをする。図 3 は Y 字
型気相溶解デバイスにおける流体シミュレーションの例で
あるが、穴の大きさをうまく設計すれば、気液混合部に於
いて液相（赤）や気相（青）が反対側に流れ込むことなく
きれいな二層流になること、及び取り込まれた気相は液相
内で殆ど拡散せず、隔壁の表層を流れることが分かる。こ
のようなμTAS 技術を駆使して、バイオスニファの ON

図 3 マイクロ流体シミュレーションの

CHIP 化を試みている。
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３．研究開発の成果
(１) 気相溶解デバイス
まず、気液直接接触の有効性を確認するために、シリコン
ゴムの一種である PDMS を用いて上部から気体を取り込む
タイプのデバイスを作製し、エタノールガスをターゲットと
して計測を行った。図４に上部気体取り込みデバイスの外観
図と蛍光顕微鏡による画像観察により得られた画像をソフト
ウエア処理して数値化したデータのグラフを示す。
図４より、

図 4 上部気体取り込みデバイスの概観と計測結果

簡易的な蛍光測定において、エタノール濃度 0.01～100％
が計測可能なことが分かった。しかしこれでは、目標として
いる感度には未だ遠く及ばないため、図５に示すようにデバ
イスデザインを改良し、擬似的にガス濃縮を行うような構造
を設計し、感度を上げることを検討している。また、別の方
法として、マイクロ流体内に渦流を作り、能動的にガスを取
り込む方法についても検討している（図６）
。
(2) 光学計測部の検討
光学計測部に関しては、当初図７左図に示すような光ファ
イバアレイを試作していたが、加工に非常な工数が掛かり、

図 5 パッシブ型ガス取り込み部の改良型マスク
パターンと実デバイスの写真

安価で大量生産という目的に適さないという問題点があった。

channel

本研究で利用する光は、励起光が 340 nm と紫外領域であ
るため、ガラス以外ではなかなか光の伝達が難しいが、ガラ
スはもともと微細加工が難しく、大量生産向きでないという

outlet

inlet

欠点があった。これに対して本グループでは、図７右図のよ
うに MEMS 技術を用いて Si 鋳型を使用したガラスマイクロ
ピラーの大量生産プロセスの開発に成功した。現在本技術を

outlet

inlet

応用し、高感度光計測について検討している。

channel
【参考文献】1） K. Kawai ,et al.”FABRICATION OF VERTICAL AND
HIGH-ASPECT-RATIO

GLASS

MICROFLUIDIC

DEVICE

BY

BOROSILICATE GLASS MOLDING TO SILICON STRUCTURE”,
u-TAS 2010

遠心分離デバイスをガス取り
PDMSによる遠心分離デバイス
込みデバイスへ応用
図６ 遠心分離デバイスの原理を用いた能動的ガ
ス取り込みデバイス

４．今後の展開
本プログラムで研究開発している気液平衡デバイスは、
VOC だけでなく、例えば空気中のパーティクルのカウント
や、現在問題になっている大気中の放射線物質の検出など多
岐に応用が可能な汎用デバイスである。今後本プログラムで
得られた成果をベースに、
応用展開を図っていく予定である。
本研究内容を含む基礎研究が、文部科学省科学研究費補助金
基盤 S「マイクロフルイディックエンジニアリングの深化と
生体分子高感度定量計測への展開」に平成 23 年度から採択
された。これも本プログラムにおける地道な研究が実を結ん
だ一つだと考えている。当該科研費を軸に、本プログラム終
了後も本テーマ関連技術の研究開発を進めていく予定である。

図７ 光ファイバマイクロアレイ
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光イオン化センサ（PID）の開発

１．研究開発の目的
VOC 処理装置において、吸着材の能力を最大限に発揮させるためには、吸着材の飽和（破過）点を正確に検知しなければ
ならない。VOC 処理装置の効率的な運転のためには VOC 濃度のモニタリング装置が必要である。しかし、既存の VOC 計
測器やセンサはこのような用途に使用することが難しい。VOC の公定測定法は「水素炎イオン化検出法（FID）
」と「触媒燃
焼－非分散赤外線検出法（NDIR）
」であるが、どちらも装置が高価である。また、FID 法は水素炎をつくる水素を準備しな
くてはならず、いっぽう触媒燃焼-NDIR 法は大気中に存在する VOC 起因以外の二酸化炭素も同時に測定してしまう。その
他のセンサでは、
「触媒燃焼式センサ」は低濃度（100ppm 以下）の感度が不足し、
「酸化物半導体センサ」は素子ごとに感
度がばらつきドリフトも大きい。したがって、長期間安定して低濃度を測定するための新たなセンサが必要になり、光イオン
化検出器（PID: Photo-Ionization Detector）をベースに新しいセンサの開発を行うことにした。センサの感度は、トルエ
ンの許容値が 50ppm（日本産業衛生学会勧告）であるため、その 1/10 の 5ppm を目標とした。寿命は、測定を 12 時間
/日で 1 年以上連続させるために、5,000 時間を目標とした。

２．研究開発の内容
従来の PID は、長期間の使用によって電極の汚れやラン
の劣化が生じたが、
当開発ではこれらの課題の解決を図り、
さらに新しい機能を組み込んだ。
PID を塗装排ガス中で使用する場合、塗装ミストや紫外

（ｂ）実験室 1 年間使用

（ａ）新品

線による樹脂分解物が電極に付着して汚染され、さらに電
極の腐食により、大きな誤差が生じていた。

Ni

F

図1に市販PIDの電極表面の使用前後の光学顕微鏡写真

O

を示す。実験室で 1 年間使用した電極は、表面の金メッキ

C
Au

の粗さが増加し、下地のニッケルまで到達するピンホール
が発生したり、ガス流路を形成するフッ素樹脂が付着して

（ｃ）使用品表面粗さ

いた。この場合、流れる直流電流は不安定だった。

（ｄ）表面の付着物分析

図 1 電極表面の光学顕微鏡写真と表面の状態

そこで、交流を印加し、電流を位相検波する方式の PID
を開発した（文献１及び 2）
。しかし、実際に装置を試作
し実験した結果、電磁環境の悪い場所ではノイズが混入し
②直流電源

たり、配線による静電容量が低濃度の分解能を悪くするこ
とが分かった。したがって、製品化するために、図 2 に示

電荷の流れ（充電）

したチャージ方式を設計した。この方式では、極性の異な

C1

る直流電圧を交互に電極に印加し、電荷の蓄積によってイ
①電極

オンを検出している。ノイズに強く増幅器のドリフト対策
も不要であった。

③
チャージアンプ

-

Δ+

Δ+

-

制御回路

Δ+

UV
ﾗﾝﾌﾟ

出力

図 2 チャージ式 PID の ブロック図

研究開発体制
リーダ

平野康之 都産技研

参画研究者 細川理彰 ナプソン株式会社
中野信夫 理研計器株式会社
原本欽朗、小林丈士、吉田裕道

３．研究開発の成果
平野康之
細川理彰

都産技研

中野信夫

原本欽朗

小林丈士

1000

３．研究開発の成果

トルエン, N2
n-ブタノール, N2
トルエン, 空気
n-ブタノール, 空気

試作した交流駆動 PID のトルエン及び n-ブタノールの濃
度に対する電流出力を図 3 に示す。VOC 濃度は電流の大き
さだけでなく位相の回転からも読み取ることができ、トルエ

出力電流 nA

100

(1) 試作 PID の特性

10
1

ンで約 1ppm までは検出可能であった。また、電極を厚さ
0.1

10μm のポリイミド膜で被覆した場合でも同様に出力が得

1

られ、開発品が塗装ミストなどの汚染物質の付着や電極の酸
化に強いことが明らかとなった。

10
VOC ppm

100

図３ 交流駆動 PID の VOC 濃度と出力電流

開発したチャージ式 PID を図 4、開発品のトルエン濃度に
対する電流出力を図 5 に示す（印加電圧±35V）
。直流電流
計による計測よりも安定し、トルエン濃度 0.1ppm まで計

電極

測が可能であった。交流駆動と同様に、電極絶縁物で被覆し
ても出力を得ることができた。なお、上記の特性は、既存の
海外製ランプを使用したものである。
(2) 紫外線ランプと通信機能
PID の基幹部品は、VOC をイオン化する紫外線ランプで

Krランプ

ある。しかし、使用する波長が 100nm 付近と短いために現
在は国産化できていない。その開発に向けてクリプトン封入
ランプ（励起エネルギーは 10.6eV）の試作を行った。現在

図 4 開発したチャージ式 PID 試作器

までに、封入ガス圧の最適値などが明らかになっており、開
発を進めている。

100,000

また、スリープ機能を持つ省電力型の無線通信技術を開発
10,000

た。
【参考文献】1)平野康之, 加沢エリト, 原本欽朗, 吉田裕道, 電気学
会論文誌 E 2, 88-89, (2011). 2) 特公 2010-256165.

3) 特願

2011-175078

検出電流 pA

した。電池駆動でもパソコンとのデータ送受信が可能になっ

y = 105.66 x0.88
R² = 1.00

1,000
100

チャージ式測定
y = 59.81x0.99

10

直流電圧印加時
微少電流計測定

R² = 0.99

の電流（従来式）

1

４．今後の展開
チャージ式PIDは十分な感度と安定性を持つことが明らか

0
0.1

1

10
トルエン濃度 ppm

100

図 5 開発品（チャージ式）の VOC 濃度と出力電流

になった。これまでの実験では 0.1ppm 以上のガスしか調
製できなかったが、今後はガス発生装置を改良し、より低濃
0.12

現在の構成で、
ハンディタイプにまとめることも可能である。
また、チャージ式ではイオン化した陽イオン及び陰イオン
の電流をそれぞれ別々に計測することができるため、イオン
の飛行距離を変化させて、正負のイオンの電流値の比から拡
散係数に関係した物性値を得ることができる
（参考文献 3）
。

拡散係数D cm2 / s
拡散定数D

度域での安定性を検証する。製品化については、紫外線ラン
プを製造し信頼性の確認を行う課題が残っている。装置は、

VOC: 20ppm
y = 0.380 x - 0.266

ベンゼン
トルエン

0.1
0.08

p-キシレン

0.06
0.04
0.8 0.82 0.84 0.86 0.88 0.9 0.92 0.94 0.96 0.98

図 6 にその測定例を示す。今後、研究を継続して、PID に

イオン電流比| I+ / I- |

VOC の物性値を表す機能などを付与し、測定器としての付

図６ 極性の異なるイオン電流比と

加価値を高めたい。

1,000

芳香族の拡散定数の関係
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局在プラズモン共鳴センサ

１．研究開発の目的
揮発性有機化合物（Volatile Organic Compounds : VOC）濃度 50ppm 以下（日本産業衛生学会のトルエン許容濃度勧
告値）が安定して測定でき、簡易に使用可能で保守も容易というセンサが存在しない。工場からの排ガスの監視等に使用する、
こうしたニーズに応えるため、長寿命 VOC センサを開発することを目的とした。

２．研究開発の内容
(1) 原理
直径数十ナノメートルの金（Au）微粒子に光を照射すると
特定波長の吸収が生じる。この現象を局在表面プラズモン共鳴
（LSPR : Localized Surface Plasmon Resonance）と呼
ぶ。微粒子近傍の媒質の屈折率または誘電率に応じて LSPR の
吸収特性が変化することから物質検知、特に生化学物質を検知
するセンサ応用が提案されている。図１に直径 100 nm の Au

図１ 周辺媒質と LSPR 特性の関係

微粒子がガラス基板（n = 1.5）上に 200 nm 間隔で格子状に

φ100nm の Au 微粒子でシミュレーション

等間隔で並んでいると仮定し、周辺媒質の屈折率を変化させた
ときに LSPR 特性がどのように変化するかシミュレーション
した結果を示す。
Au 微粒子近傍の媒質によって LSPR 特性
（光
透過率特性）が変化するのが分かる。
いっぽう、VOC は気体であり、その屈折率はガス種によら
ずほぼ 1.000 であるため、LSPR を用いて検出することは非
常に困難である。そこで我々はメソポーラスシリカ（MPS）を
ガス吸着膜として用いてVOC を凝集させることでLSPR 変化
を検出することにした。LSPR は数百 nm の範囲にある物質に

図２ Au 粒子サイズと LSPR 特性の関係
FDTD を用いたシミュレーション

しか影響を受けず、数μm 以上の範囲にある物質の影響は受け
ない。すなわち極微量の物質を検知できることが特徴である。
(2) ナノディスク構造の検討
センサの感度向上を目的として、Au 微粒子の寸法・形状に
ついて検討した。検討に際しては、時間領域差分法
（Finite-difference time-domain method : FDTD）を用い
た電磁界シミュレーションを用いている。図 2 に Au 粒子サイ
ズを変化させた場合の LSPR 特性変化のシミュレーション結
果を示す。粒子径が大きくなるにしたがって共鳴特性が大きく
明確になることが分かる。

図３ Au ナノディスクの LSPR 特性
配置間隔一定でディスクサイズを変化させた場合のシミ
ュレーション結果

研究開発体制
リーダ

加沢エリト 都産技研

参加研究者 紋川 亮

加沢エリト

紋川 亮

都産技研

さらに、直径 100～200 nm の範囲では共鳴波長が 0.47
μm 程度であまり変化しないのに対して、直径 250 nm では
共鳴波長が 0.56μm、直径 300 nm では 0.66μm と共鳴波
長が大きく変化しており、特に直径 300 nm の Au 粒子の共
鳴特性は明確な形状となっている。粒子径が小さい場合に共鳴
特性が緩やかになる理由として、Au 特有であるバンド間遷移
の吸収端波長が 500 nm であることが関与していると考えら

図４ VOC センサユニットの外観とセンサチップ

れる。すなわち、吸収端波長より短い波長の光は Au に吸収さ

約 50×50×50mm の小型チャンバ内に、Au ナノディスクパタ
ーンを形成した石英基板を固定している

れるため、
LSPRが生じにくくなるものと考えた。
したがって、
センサ応用を考えた場合には、Au 粒子の径を大きくすること
で共鳴波長を600 nm より長波長に設定するのが適している。
いっぽう、
粒子径を大きくすると材料費が大幅に膨らむため、
球形以外の粒子形状としてディスク（円盤）形状を検討した。
Au ディスクのシミュレーション例として、600 nm 間隔で格
子状に配置した場合のディスク径と共鳴特性の関係を図 3 に
示す。球形に限らず、ディスク構造においても LSPR 特性が得
られることが確かめられた。

図５ VOC センサの時間応答特性

３．研究開発の成果

乾燥空気とトルエンガスを交互に送気したときのセンサ応
答を示したもの

試作した VOC センサユニットの外観を図４に示す。試作し
た VOC センサシステムは、およそ 60×60×60 mm の小型
チャンバ内に Au パターンチップを固定し、光ファイバを用い
て導光し、同様に光ファイバを用いて小型分光器に入力するこ
とで LSPR 特性を計測するものである。VOC を検出する Au
ナノパターンは石英基板に形成されており、リソグラフィ法を
用いて直径 350 nm、
高さ 50 nm の Au ディスクを間隔 800
nm で格子配置した後、MPS 膜を形成している。試作したセ
ンサユニットの時間応答特性を図５に、濃度応答特性を図６に
示す。
図５は空気と希釈トルエンガスを交互に送気したときのセン
サの応答を示しており、ガス濃度が高くなるほど透過光量が低

図６ VOC センサのガス濃度応答特性
トルエンガス濃度とセンサ信号（光量）の相関関係を示した
もの

下するように測定波長を設定してある。ガス送気後１～２分程度で応答が安定していることから、応答速度が速いことが分か
る。図６は希釈トルエンガス濃度とセンサ信号（光量）の相関関係を示したもので、トルエン濃度 1.7～48.8ppm の範囲で
応答がリニアであることが分かる。
図５、
図６いずれの結果も試作した VOC センサユニットが有用であることを示している。
【出願特許】 1)特開 2009-222401「局在表面プラズモン共鳴イメージング装置」
、2)特開 2010-210253「局在プラズモン共鳴センサ」
、3)特開
2010-256126「局在表面プラズモン共鳴測定基板及び局在表面プラズモン共鳴センサ」

４．今後の展開
LSPR を用いた VOC センサを製品化するにあたり、いくつかの課題がある。ひとつは製造コストの低減であり、試作に用
いた電子線リソグラフィ（EBL）に代えて、ナノインプリントリソグラフィ（NIL）の適用を検討している。もうひとつの課
題は材料コストの低減であり、高価な金（Au）に代えて銅（Cu）で代替可能であることを既に確かめている。さらに、もう
ひとつの課題としてセンサユニットの小型化が掲げられる。分光器と光ファイバを用いる代わりに LED 光源とフォトセンサ
を Au ナノパターンチップの近くに配置し、一体化する構造を検討している。
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電気移動度分級器（DMA）の開発

１．研究開発の目的
浮遊粒子状物質（SPM, Suspended Particulate Matter）は、気中に固体もしくは液体の粒子が安定して浮遊している
状態を言う。この浮遊粒子状物質は、地球環境における大気中の雲形成プロセスを決定する主要因とされ、多くの場合人為起
源のものは粒径が小さく健康への影響も少なくないとされている。近年は、ナノテクノロジーの発展などに伴い、数十 nm（ナ
ノメートル=1/100 万ミリメートル）の粒子の測定、制御、健康影響に注目が集まっている。
本研究は、VOC（揮発性有機化合物）
、ディーゼル排ガスなどを含む環境中の浮遊粒子状物質の分級、捕集、測定を行う機器
の開発を通して、有害物質の低減技術・監視技術に寄与することを目的にしている。

Sheath

２．研究開発の内容

HV

Sheath

Am241

従来から行われている浮遊粒子状物質の計測方法として
幾つかの方法が存在するが、時間分解能が悪い（1 時間以
上）
、粒度分布の情報が得られない、ナノ粒子を測れない、
などの問題を抱えていた。

Exit

この問題を解決するため、まず要素開発として、粒子を
高分解能に分級できる DMA（電気移動度分級器）と大粒

Exit
FCE

子からナノ粒子まで感度が変わらない FCE（ファラデーカ
ップエレクトロメーター）の開発を行った。次に開発した

図１ 粒度分布測定器の概要

DMA と FCE を組合せて粒度分布測定器の開発を行った。
さらに FCE を応用した表面積計測装置の開発にも取り組
んだ。
DMA の概要を図１に示す。DMA は、サンプリングし
た粒子を Am241 で平衡荷電状態にし、二重円筒管の外
筒から導入する。二重円筒管は、高圧電源（HV）により
電場が構成されており、荷電を持った粒子は、電場に応じ
た速度で内筒側へ引き寄せられる。小さな粒子は内管へ衝
突し、大きな粒子は外部へ排出される。目的とした粒子だ
けが内筒下流に設けたスリットを通して排出することがで

図２ 標準粒子の測定結果

きる。
いっぽう、FCE（ファラデーカップエレクトロメーター）
は、内部に入ってきた荷電量を高感度に計測することがで
きる装置である。DMA から排出される粒子の荷電分布は、
計算により精度よく求められることが知られており、
DMA と FCE を組合せることで、得られる荷電量から粒
子の個数濃度を算出することができる。FCE は、粒子の荷
電量にのみ影響されるため、その感度は粒径の大小には関
係しない。そのため、近年粒子計測で良く使われる凝縮核
計数器（CPC）にように、粒径 20 nm 以下（機種により

図３ たばこ煙の測定結果

異なる）で起きるとされる粒子の数え落としがないという

研究開発体制
リーダ

新関 満 柴田科学株式会社 前顧問

参画研究者 小山博巳 柴田科学株式会社 開発担当役員
井川誠司 柴田科学株式会社 開発部
新関 満

小山博巳

井川誠司

利点がある。
また、
浮遊粒子の表面積を測る計測器の開発も行っている。
粒子はある条件で大量のイオン場を通過すると見かけの表面
積に応じた荷電を持たせることができる。そこで DMA で一
定の粒径に揃えた粒子を、この装置を通して表面積に応じた
荷電を持たせ、FCE でその荷電量を測る装置の開発も行った。
これにより、従来計測できなかった浮遊粒子の表面積を測る
ことができる。粒子の表面積計測は、粒径や組成と並んで人
体や環境への影響を評価する新たな物理量として期待されて
いる。
図４ 開発した FCE

３．研究開発の成果
図２に、開発した DMA の分級特性を確認するため、標準
粒子として使われるポリスチレンラテックス粒子（PSL 粒
子）の測定結果を示す。これにより、開発した DMA が 1 レ
ンジ（10～100 nm, 100～1000 nm）を最大 22 段階
に分級することができることを確認した。図３は、開発した
DMA と FCE（図４）を組合せてたばこ煙の粒度分布を測定
した結果で、開発した装置を使って他の測定器と同様な結果
が得られることを確認した。
この結果を受けて 2008 年から分級レンジ別（10～100
nm, 30～600 nm, 50～1000 nm）に３種類の粒度分布
測定器の販売を開始した。その１つを図５に示す。図５は、
主に 100 nm 以下のナノ粒子を計測するためのもので、寸
法 365（W）×319（D）×829（H）
、重量 27 kg とな

図５ 開発した粒度分布測定器

っている。
そのいっぽう、従来の DMA のサンプリング流量最大
0.6LPM 程度を、30LPM までサンプリング可能な大流量で
サンプリングでき、さらに粒子の個数濃度と表面積を同時に
計測できる大流量型の粒度分布測定器の製作を行った。その
外観を図６に示す。
４．今後の展望
図６の大流量型粒度分布測定装置を用いて、東京都環境科
学研究所及び東京都立産業技術研究センターと合同で、定期
的な測定を行っている。ここでは、主に大気じんを目的とし
た測定（既存の他の測定器との比較、昼夜連続測定）を行っ
ている。結果は、測定値だけでなく、装置の耐久性向上や機
構的な不具合、ソフトウェアの改良に役立てている。具体的
には、測定用ソフトウェアの不具合や計測時間の短縮、解析
プログラムなどについて課題が明らかになっており、これら
を一つ一つ改良しよりよい製品化に向けて今後取り組む予定
である。

図６ 開発した大流量型粒度分布測定器

評価１
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「VOC 排出対策ガイド-基礎から実践・評価法まで-」の作成

１．研究開発の目的
テーマ２環境評価技術では、VOC の汚染の分析と評価、浮遊粒子状物質の分析と評価、VOC 処理用材料の評価というサ
ブテーマを設け、環境負荷を減らすための VOC 排出対策に関する研究開発を行ってきた。得られた研究成果は、プログラム
で開発した対策技術の評価としてだけでなく、VOC 排出対策のための汎用的な知見として広く活用できるものである。そこ
でこれらの知見をまとめた「VOC 排出対策ガイド-基礎から実践・評価法まで-」を作成し、今後の VOC 排出対策を考える
ためのガイドとなることを目的とした。

２．研究開発の内容
(1) VOC 排出対策の課題
VOC は大気中で浮遊粒子状物質（SPM）や光化学オキ
シダントの原因物質となる。平成 16 年に改正された大気
汚染防止法では、平成 22 年度までに工場等の固定発生源
からの VOC 排出総量を平成 12 年度比で 3 割程度削減す
ることを目標とした。その結果、平成 20 年度の VOC 排
出量は平成 12 年度の 35%減となり、改正大気汚染防止
法の目標は達成されている（図１）
。
しかし、
現実には光化学オキシダントの濃度は漸増し
（図

図 1 発生源品目別の VOC 排出量推計結果 1）

２）
、VOC 削減の当初の目的は達成されていない状況であ
る。今後も光化学オキシダントの発生を減らすため、更な
る VOC 排出対策が必要といえる。また、VOC は悪臭物
質や発がん性等の健康へ悪影響のある物質を含む。そのた
め、単純に VOC の排出量が減ったからといって必ずしも
VOC による種々の問題は解決しない。例えば VOC を処
理することにより、臭気や健康影響の強い VOC 等が副生
することも考えられる。したがって VOC 排出施設の近隣

図２ 光化学オキシダントの昼間の日最高

で悪臭の問題が起きないように、また VOC を取り扱う作

1 時間値の年平均値の推移 2）

業者や近隣住民の健康を守るために、引き続き VOC 排出
対策が必要である。

一般的な評価

排出対策ガイド
の考え方

(2) VOC 排出対策ガイドの目的
以上のような VOC 排出対策の課題を踏まえ、今後の

VOC

VOC 排出対策について検討するため、環境評価分科会を

処理装置等
対策技術

設立し、
「VOC 排出対策ガイド―基礎から実践・評価法ま
で―」を作成した。本ガイドは、VOC 排出に関係する事

ミスト
顔料・樹脂

業者、行政担当者、研究者の方々を対象とし、VOC によ

粒子生成
オゾン生成
臭気
発がん性
etc.

消費エネルギー
技術導入コスト
製品の品質維持

る様々な環境影響を低減するための VOC 排出対策のガイ
ドとなることを目的としている。

図３ VOC 排出対策ガイドのコンセプト

研究開発体制
リーダ
柳沢幸雄 東京大学 大学院新領域創成科学研究科 特任教授
参画研究者 「環境評価技術分科会」メンバー
井川誠司 柴田科学（株）
、上野広行 東京都環境科学研究所、岸敦夫 JST イノベーションサテライト茨城、
熊田英峰 東京薬科大学、野口美由貴 東京大学 大学院新領域創成科学研究科、横田久司 東京都環境科学研究所、
伊瀬洋昭、井上潤、木下健司、木下稔夫、月精智子、小坂幸夫、小島正行、篠田勉、杉森博和、関口知恵、平野康之、
藤原哲之、水越厚史、吉田裕道 都産技研

柳沢幸雄

３．研究開発の成果
(1) VOC 排出対策ガイドの骨子
VOC 排出対策ガイドのコンセプトを図３に示す。一般に
処理技術は VOC の処理効率（どれだけ減ったか）により評
価されてきた。いっぽう、この VOC 排出対策ガイドでは、
処理により二次生成する物質も測定し、排出ガスの環境への

基 礎 編

基礎
情報

評価する方法についても取り上げている。さらに、処理技術

第2章 VOCの処理技術

評価
方法

第3章 VOCおよび関連項目の
測定方法
第4章 排出されたVOCの影響と
評価法
第5章 対策技術導入による
環境影響低減効果の評価

対策
方法

第6章 削減への取組

を導入する際に、消費エネルギー、技術導入コスト、製品の
品質維持などとのバランスをどのようにとるかについてもま

第1章 VOCの排出と環境等への
影響

技術
紹介

影響（粒子生成能、オゾン生成能、悪臭、健康影響など）を

塗 装 編

基礎
情報

技術
紹介
評価
事例

第1章 工場内塗装における
VOC排出の測定と実態
第2章 工場内塗装における臭気
第3章 塗装VOCの環境への
影響と規制

第4章 工程改善によるVOC
削減の手法
第5章 塗装工場用VOC処理装置

付録：用語集・ご意見募集

とめている。排出している VOC の環境への影響や、排出対
策によりどのくらい環境影響を低減できるかを知り、コスト

図４ VOC 排出対策ガイドの構成

との比較により、より効率的な VOC 排出対策を選択するた
めのガイドとなるように作成されている。
(2) VOC 排出対策ガイドの構成
VOC 排出対策ガイドは、基礎編と塗装編からなる（図４）
。
基礎編では、VOC に関する基礎的な情報から、VOC が環
境や人体へ及ぼす影響、処理技術、評価方法（測定方法、影
響評価方法、処理技術導入による環境影響低減の評価方法）
、
そして、国や自治体の VOC 対策への取り組みまでをまとめ
ている。塗装編では、VOC の固定発生源のなかで特に排出
量が多い塗装を取り上げ、その施設における VOC 排出の実

図５ Web 版 VOC 排出対策ガイド（ガイドページ）

態や臭気の問題、具体的な削減方法、処理装置の導入につい
てまとめている。また、本プログラムで取り組んだ、処理装
置の研究開発事例についても紹介している。
(3) VOC 排出対策ガイドの公開
VOC 排出対策ガイドは、多くの方々が利用できるように、
ホームページ上で公開している（図５、６）
。また、多くの方々
の意見・要望を取り入れ、更に分かりやすく、より実用的な
ガイドとして完成させるため、ホームページ上で、意見・要
望・感想を募集した（平成 23 年 9 月 30 日まで）
。
ＨＰアドレス：http://create.iri-tokyo.jp/
【参考文献】1)環境省 揮発性有機化合物（VOC）排出インベントリ
検討会、揮発性有機化合物（VOC）排出インベントリについて、平成
22 年 3 月. 2)環境省ホームページ：大気汚染状況
http://www.env.go.jp/air/osen/index.html

４．今後の展開

図６ Web 版 VOC 排出対策ガイド（本文）

集まった意見に基づき VOC 排出対策ガイドを更新して普及させる。塗装編以外の業界（印刷、クリーニング、めっき等）
への展開が期待される。

評価２
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環境中 VOC の実態調査と VOC 処理技術の評価

１．研究の目的
VOC は大気環境中において光化学オキシダントや浮遊粒子状物質（SPM）の生成要因となることから、大気汚染防止法
により排出量の低減が進められてきた。いっぽうで VOC は健康影響や悪臭の原因としても問題になっている。VOC 排出
施設においては、このような VOC による様々な影響を評価する必要がある。そこで本研究では、VOC による問題が懸念
される事例について環境中 VOC の実態調査を行い、VOC 発生源において評価すべき測定項目について考察した。そして
プログラムで開発した VOC 処理装置（乾燥炉一体型 VOC 処理装置 No. 20 装置 1 参照）に適用し、処理性能を評価する
ことを目的とした。
サンプリング
（30分間）

２．研究の内容

分析

GCMS

120 cm

VOC
成分濃度

(1) 環境中 VOC の調査

加熱脱着サンプラー
100 ml/min

健康被害が懸念される VOC 排出施設付近で大気中

HPLC

VOC 濃度の変動やその成分を調査し、健康被害との関連

アルデヒド類
成分濃度

について考察した。また、新築の建築物内にて VOC 成分

30 cm
DNPHサンプラー
1 L/min

を分析し、近年の新築物件の室内空気質の傾向について考
察した。VOC 成分の分析には GC/MS 及び高速液体クロ

図 1 新築の建築物における VOC の調査

マトグラフィー（HPLC）を用いた（図 1）
。
(2) 塗装工場の排出口における VOC の調査

Charcoal
チューブ

排気ダクト

DNPH
サンプラ

塗装シミュレータにより塗装工場の排出口における

FID

ガス採取口

VOC 成分を調査した。塗装シミュレータは、塗装ブース

塗料

や乾燥炉を用いて実際の塗装工程を任意の条件で再現でき
る実験施設である。代表的な塗料 3 種（メラミン樹脂塗料、
熱硬化性アクリル樹脂塗料、エポキシ樹脂塗料）をアルミ
平板に塗装して、工程（塗装、セッティング、乾燥）ごと
に発生する VOC 成分を調査した。VOC 成分の分析には
GC/MS 及び HPLC を用いた（図 2）
。

塗装ブース
または乾燥炉から
乾燥炉
塗装ブース
の排ガス
3
3

160 m /min

(3) VOC 処理装置の評価

バイアル
採取
5 μl

ポンプ吸引
100 ml/min
×10 min

ポンプ吸引
100 ml/min
×10 min

GC/MS

GC/MS

HPLC

VOC
成分濃度

VOC
成分濃度

アルデヒド類
成分濃度

連続測定
2秒間隔

TVOC濃度
変化

5 m /min

図２ 塗装シミュレーターによる VOC の調査

プログラムで開発した乾燥炉一体型 VOC 処理装置の処
理性能の評価を行った。メラミン樹脂を塗装したアルミ平
板を乾燥炉に入れ、乾燥前半と後半（130℃到達後）に処

乾燥炉
排出ガス

理装置の入口と出口において濃度を測定し、処理率を算出

メラミン樹脂塗料

した。
測定項目は、
上記の VOC の調査結果を踏まえ、
VOC

揮発量23.5 g

処理装置
入口濃度

TIRI触媒
400セル,
SV:37000

出口濃度

成分濃度と臭気濃度とした。アルデヒド等を含む VOC 成
分濃度は、GC/MS、HPLC、プロトン移動反応質量分析
計（PTRMS）で測定した。また、臭気濃度は三点比較式

測定 VOC濃度（FID）
項目 VOC成分濃度（GCMS）

アルデヒド等酸化物（HPLC,PTRMS）
臭気濃度（三点比較式臭袋法）

臭袋法により測定した（図 3）
。なお、このとき出口ガス
中の微粒子を電子式低圧インパクタ（ELPI）により測定し
ている（No. 9 評価３参照）
。

処理率＝
1‐入口/出口

図３ 処理装置の評価

研究開発体制
リーダ

柳沢幸雄 東京大学 大学院新領域創成科学研究科
特任教授

参画研究者 野口美由貴 東京大学 大学院新領域創成科学研究科
倪悦勇 東京大学 大学院新領域創成科学研究科
（現 船井電機株式会社）
柳沢幸雄

野口美由貴

水越厚史

倪悦勇

水越厚史、木下稔夫、萩原利哉 都産技研

3．研究開発の成果

指針値
物質
6%

指針値
物質等
11%

(1) 環境中 VOC の調査

未同定
物質
37%

環境中で検出された VOC を指針値物質等、標準物質
による同定物質、未同定物質に分類すると図 4 のように

未同定
物質
41%

合計
741 μg/m3

同定
物質
52%

なった。VOC 排出施設付近の屋外大気の VOC のうち

合計
2438 μg/m3

同定
物質
53%

約 4 割は未同定物質であった。MS ライブラリ検索によ
ると、
脂肪族炭化水素やアルデヒドの濃度が高値を示し、
新築建築物の室内空気

VOC排出施設付近の屋外大気

刺激性による皮膚症状や呼吸器症状が発現する可能性が

図４ 環境中 VOC 成分の調査結果

示唆された。いっぽう、新築建築物の室内空気中の指針
値物質の濃度割合は 6%と非常に低い値となり、室内環
とシフトしていることが示唆された。以上の結果から、

100

VOC 成分に占める指針値物質等の割合は少なく、それ

80

ら以外の成分の分析が重要であると考えられた。
(2) 塗装工場の排出口における VOC の調査
塗装工程ごとの VOC 成分濃度は図５のようになった。

100%
トリメチルベンゼン

80%

組成比

120

濃度（ppm）

境で使用される化学物質が指針値物質以外の代替物質へ

60

エチルベンゼン
キシレン

60%

トルエン
ブタノール

40%

40

アセトン

20%

20

ホルムアルデヒド
その他のアルデヒド

塗装・セッティング時の VOC 成分は塗料の揮発成分に

0

近い組成だが、乾燥工程においてホルムアルデヒド等の

①

②

③

0%

④

塗装 セッティング 昇温 設定温度

塗料
成分

①

②

③

④

塗装 セッティング 昇温 設定温度

アルデヒドの濃度の割合が上昇した。VOC 成分濃度か

図５ 塗装工程ごとの VOC 成分濃度と組成比

らオゾン生成能、SPM 生成能、閾希釈倍数（=濃度/嗅

（メラミン樹脂塗料使用時）

覚閾値）を求めると、オゾン生成能や SPM 生成能は塗
表１ VOC 処理装置の処理性能

装工程で高く、塗料の揮発成分の寄与が大きかった。し
たがって大気中でのオゾンや SPM の生成を抑えるため
には、
塗装工程で発生する VOC の低減が重要といえる。
いっぽう閾希釈倍数をみると、乾燥時に生成したアルデ

VOC*

ヒドの割合が大きくなった。ゆえに、悪臭対策のために

ブタノール

は乾燥炉における低濃度のアルデヒドの処理が必要であ
トルエン

ることが分かった。
(3) VOC 処理装置の評価

エチルベンゼン

本プログラムで開発した触媒燃焼方式の VOC 処理装
キシレン

置の入口と出口の VOC 濃度、臭気濃度を測定した結果
を表１に示す。FID で測定した VOC 濃度から求めた処

ホルムアルデヒド

理率は 99%以上であり、従来の白金触媒に匹敵する結
果となった。主な VOC 成分も高い処理率を示した。発
がん性のあるホルムアルデヒドは 99%以上処理されて

臭気濃度
*

乾燥工程

入口濃度
ppm

出口濃度
ppm

処理率
%

前半

1015

4

99.6

後半

432

1

99.8

前半

71.7

＜0.1

＞99.9

後半

58.3

＜0.1

＞99.8

前半

38.6

0.2

99.4

後半

＜0.5

＜0.1

‐

前半

17.5

＜0.3

＞98.3

後半

＜2.2

＜0.3

‐

前半

10.5

＜0.5

＞95.2

後半

＜4.3

＜0.5

‐

前半

17.7

＜0.2

＞98.9

後半

35.9

＜0.2

＞99.4

前半

2300

130

94.3

後半

130000

31

100.0

VOCの濃度はppmC

いた。また、臭気濃度は 94～100%の処理率を示し、
臭気物質を分解していることが分かった。以上の結果か
ら、開発した処理装置は健康影響や悪臭の観点から十分
な処理率を達成していることが確認された。

４．今後の展開
引き続き、
成分に注目して環境中 VOC の実態を把握することで、
指針や規制によってカバーしきれない事例を探索し、
VOC
による問題の未然防止のための情報を収集する。また、同様の視点から VOC 成分に注目した処理技術の評価により、
「安全・
安心な」環境浄化技術の開発を支えていく。

評価３

9

浮遊粒子状物質（SPM）の成分分析

１．研究開発の目的
近年、粒径 10μm 未満の浮遊粒子状物質（SPM）濃度は、大気環境基準をほぼ達成する状況になってきている。しかし、
より粒径の小さい粒子の健康影響が大きいことから、粒径 2.5μm 以下の微小粒子（PM2.5）の大気環境基準が新たに平成
21 年 9 月に設定された。この PM2.5 の成分として、大気中での光化学反応等により二次的に生成される粒子状物質（二次
生成粒子）が存在すること、その原因物質として VOC の寄与が大きいことが懸念されている。
本研究では、
粒子状物質中に含まれる VOC 由来の有機成分の分析技術を検討し、
大気環境中での粒子の生成に及ぼす VOC
の影響を明らかにすることで、本プログラムの対象とする VOC 処理装置の開発に貢献することを目的とした。

２．研究開発の内容
(1) 粒子状物質中の有機成分分析手法の検討
粒子状物質の採取には、電子式低圧インパクタ
（Electrical Low Pressure Impactor （ELPI）､DEKATI
Ltd.）を用いた（図 1）
。ELPI に導入された粒子はコロナ
放電により荷電され、インパクタにより空気動力学的粒径
にしたがい、粒径が 0.007～4 μm の 12 段階に分級さ
れる。各分級段のアルミ箔で粒子を捕集する。また、本プ
ロジェクトで開発された DMA 式電気移動度分級器（柴田
科学株式会社）も並行して測定を行った。有機成分の分析
には、加熱脱着装置（TDS3/CIS4､Gerstel）及びガスク
ロマトグラフィー質量分析計（GC/MS）
（7890A/5975
C､Agilent Technologies Inc.）を使用した。ELPI により
採取した各分級段のアルミ箔を加熱脱着用のチューブに直

図１ 電子式低圧インパクタ

接挿入し、GC/MS により分析した。さらに、有機粒子の
マーカーとされるジカルボン酸等の定量を行うための誘導
体化-加熱脱着 GC/MS 法について検討した。
(2) 環境大気及び自動車排出ガス中の粒子成分比較
大気中で二次的に生成される微小粒子中の有機成分の実
態について検討するために、排気管から排出されるディー
ゼル排出粒子と大気中の粒子状物質との比較を行った。デ
ィーゼル車の測定には、東京都環境科学研究所の大型自動
車排出ガス実験システム（図 2）を用いた。
(3) VOC 処理装置評価手法の検討
テーマ「評価 1：VOC 排出対策ガイドの作成」との共
同実施として、
「VOC 排出対策ガイド」の作成、及び乾燥
炉用触媒処理装置の性能評価の一環として、発生源からの

図 2 大型自動車シャシダイナモメータ

ナノ粒子等微小粒子の計測方法の検討を行った。

研究開発体制
リーダ

横田久司 東京都環境科学研究所

参画研究者

吉野彩子 都産技研*1
上野広行 東京都環境科学研究所
木下輝昭 東京都環境科学研究所*2
藤原哲之 都産技研

横田久司

上野広行

吉野彩子

木下輝昭

藤原哲之

＊1（現）東京農工大学、*2（現）都健安センター

３．研究開発の成果
(1) 大気及び排ガス粒子中の成分比較
ディーゼル排出粒子と大気中粒子の加熱脱着 GC/MS に
よる有機成分クロマトグラムを比較した。使用した大型ディ
ーゼル車には DPF が搭載され、粒子状物質の排出が非常に
少ない状態であったため、ディーゼル排出粒子では燃料や潤
滑油由来成分が顕著であった。大気中粒子においては、それ
らに加えカルボン酸類など大気中光化学反応により二次的に
生成する物質が多く検出された。同時に大気測定を行ったエ
アロゾル質量分析計（Aerosol Mass Spectrometer ､

図 3 加熱脱着チューブ内誘導体化の模式図

Aerodyne Research Inc.）との比較から、粒径 1 μm 以
下の有機成分濃度と ELPI で測定した粒子濃度との間で高い
相関が得られ、特に、光化学生成による酸化性有機物（カル
ボン酸やジカルボン酸等）の指標とされる質量電荷比 m/z =
44 の相関が最も高くなっていた。これらのことから、大気
中においては一次排出物質よりも大気中で二次的に生成する
物質が特徴的であるという結果が得られた。
(2) 誘導体化-加熱脱着 GC/MS 法の検討
上記の検討を受け、ジカルボン酸等の定量を行うための分
析法について検討した。ジカルボン酸のような極性成分は、
その酸部分の活性が強いため、単純な加熱脱着 GC/MS 法で
は分析が困難である。ここでは、加熱脱着チューブ内でフィ
ルター上の粒子成分の誘導体化を行うことにより、非極性成
分と極性成分を同時に分析する簡易な手法（図 3）を検討し

図 4 PM2.5 濃度に対する都内の発生源別寄与割合

た。その結果、一部の高沸点アルカン類炭化水素を除き、ジ

（現況・平成 20 年度）

カルボン酸類を含む有機成分を概ね良好に分析できることが
確認された。
(3) PM2.5 に占める有機成分の影響
東京都が平成 20 年度に実施した PM2.5 総合調査 1)の結果
によれば、大気中で二次生成した有機粒子は約 20％を占め
ていることが明らかになった（図 4）
。このことからも VOC
に起因する微小粒子の影響は過小ではないことが推定される。
定量的な寄与の解明が必要である。
(4) 処理装置評価手法の検討
塗装乾燥炉用 VOC 処理装置（図 5）の性能評価の一環と
して、ELPI を用いて粒径別の個数濃度及び質量濃度の計測

図 5 塗装乾燥炉用触媒処理装置

方法の検討を行った。
【参考文献】 1) 物質検討会報告書（案）
、平成 23 年 7 月、東京都微小粒子状物質検討会

４．今後の展開
東京都では、平成 20～22 年度に東京都微小粒子状物質総合調査を実施し、本研究もその一環として位置付けられて行わ
れた。しかし、有機粒子の生成機序については未解明の部分が多く、今後の研究課題とされている。引き続き、VOC に起因
する粒子状物質の生成機序の解明を図るとともに、本プロジェクトで開発された環境浄化技術の環境面からの評価手法を確立
する。
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評価４

工場塗装における VOC 排出実態の解明

1．研究開発の目的
2004 年に改正された大気汚染防止法の揮発性有機化合物(VOC)抑制制度により、工場・事業所等の固定発生源の VOC
削減が法制化され、
VOC 発生主要因の一つとされる塗装工場からの VOC 排出はその削減が急務となっている。
本研究では、
これまで明らかになっていない塗装工場の VOC 排出実態を調査解明し、
試作した塗装工場を模擬する実験装置である塗装シ
ミュレータを使用して、塗装工場の吹き付け塗装時の VOC 排出を模擬し、塗装ブース・乾燥炉による各工程から放出される
VOC の濃度、排出量、成分など VOC 処理装置を開発するためのデータの収集と VOC 削減に向けた排出工程での検討を行
う。
塗装ブース
排気ダクト

２．研究開発の内容
ＶＯＣ測定口

VOC 発生主要因の一つである塗装工場は、工業の発達
している大都市にその多くが存在している小規模工場で、
小ロット・多品種を特徴とした塗装加工を行っている。
しかし、これら塗装施設においての VOC 排出実態に関

ＦＩＤ式
VOC濃度計

する調査・解析が行われて公表された事例は少ない。そこ
で本研究では、現場の課題を正確に把握して VOC 処理装
置の開発につなげ、塗装工場の VOC を削減させるための

図１ 塗装工場での VOC 実態調査

基礎的なデータを得るための検討を行う。
排気ダクト

(1) 工場塗装における VOC 排出実態の解明

VOC採取口

工業製品への塗装を専業とする小規模塗装工場の吹付け
塗装施設の排気ダクトから排出されるガスに対して、FID
試料採取管

式 VOC 濃度計を用いて測定を行うとともに、塗装ブース

風量調節用
インバータ

の種類・大きさ、塗布機器、使用した塗料などの塗装加工
内容と相関させて VOC 排出実態を解析した（図１）
。
(2) 塗装シミュレータの試作と VOC 発生状況の検討
VOC処理装置開発やVOC抑制の検討を行うために、実

VOC分析部

スプレー塗装

際の塗装工場を模擬しながら希望したVOC排出条件にお

図２ 塗装シミュレータの試作

ける性能評価、解析を可能とするための塗装シミュレータ
を試作した（図２）
。塗装シミュレータは、エアバランス式
排気
ダクト

塗装ブースと熱風乾燥炉に分かれており、それぞれ排気ダ
排ガス

クトにVOC測定口を取り付け、
ダクト中心部より排ガスを
試料採取管を通じてFID式VOC濃度計に導入して連続的
に測定が可能な装置で、ポンプでの吸引により分析のため
のサンプリングも可能な構造とした（図３）
。この塗装シミ

VOC
測定口
ダクト排ガス
ATD
チューブ

吸気
ダクト

大気

DNPH
サンプラー

サンプリング
バッグ
2L

塗料

ュレータを用いて、
塗装条件の違いにより排出されるVOC
の解析と塗料、塗装及びブースの風量調節により目的に応

Charcoal
チューブ

5 μl

スプレー塗装

塗装ブース

じたVOC排出状況を作り出せるように検討した。

GC/MS

VOC
成分分析

100 ml/min 100 ml/min
×10 min ×10 min
加熱脱着
GC/MS

溶媒抽出
GC/MS

FID

100 ml/min
×10 min
HPLC

VOC濃度 VOC濃度 カルボニル
（ppb）
（ppm）
化合物濃度

PTR-MS

含酸素成分
分析

TVOC濃度
経時変化

図３ 塗装シミュレータにおける排ガス分析構成図

研究開発体制
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木下稔夫 都産技研

参画研究者

吉川 孝 東京工業塗装組合 理事
水越厚史、平野康之 都産技研

木下稔夫

吉川 孝

水越厚史

平野康之

表１ 中小塗装工場の VOC 排出実態まとめ

３．研究開発の成果

（5 事業所 6 ダクト）

(1) 工場塗装における VOC 排出実態の解明
調査した５事業所（６ダクト）の塗装施設は、ハンドスプ

メラミン樹脂塗料(18)
ラッカー塗料(4)
ウレタン樹脂塗料(4) エポキシ樹脂塗料(3)
その他(1)

使用した塗料の種別と数

レーによるバッチ式の塗装施設で、使用する塗料はメラミン

項

目

範

囲

平均値

樹脂塗料が最も多く、その作業比率も大半を占めていた。FID

使用塗料の平均不揮発分(%)

25～57

43

式 VOC 濃度計を用いて、塗装施設のスプレー塗布に伴うダ

ダクト面積（㎡）

0.25～0.68

0.44

クト内排ガスの VOC 濃度連続測定を行った結果から、排出

ダクト内風速（m/s）

される VOC の濃度パターンは、短い周期の中で変動幅が大

4.6～9.0

6.8

(m3/min)

69～367

182

（m3/h）

4140～22032

10940

平均値

127～377

266

最小値

11～120

68

最大値

406～1501

984

(m3/h）

1.0～4.5

2.6

ダクト排ガス量

きく、周期や変動幅そのものも変わりやすい傾向にあった。
また、被塗物や塗料が変わることにより VOC 濃度の波形や

ＶＯＣ濃度(ppmC）

最大値も変化し、排出量も異なってくることが分かった。こ
れら調査時における各排気ダクトの VOC 排出実態をまとめ

炭素数1のＶＯ
Ｃに換算した容
量

たデータを表１に示す。吹き付けを行う塗装ブースの１排気
ＶＯＣ
排出量

ダクトあたりの排ガス量は、平均で 182 m3／min、また

（L/h）

0.7～3.0

1.7

（L/日）*

4.0～17.8

10.4

0.6～2.6

1.5

3.5～15.4

9.0

トルエン換算値

VOC 濃度は 266ppmC で、これらから算出される VOC

(kg/h)

排出量はトルエン換算で 1.5kg/h、1 日のスプレー作業時間

（kg/日）

*

を 6 時間とすると 1 排気ダクト平均 1 日 9 kg の VOC を
排出するという実態が解明できた。

400

(2) 塗装シミュレータの試作と VOC 発生状況の検討
塗装シミュレータを使用して、小規模塗装工場において最
ン樹脂塗料を用いて塗装した場合、
スプレー、
セッティング、
乾燥工程から放出される VOC 量は、その多くがスプレー工

VOC濃度(ppmC)

も一般的な塗装方式と塗料であるエアスプレー方式とメラミ

スプレー工程

300

200

100

程からの放出であることが分かった（図４）
。塗装作業におい
て、塗料噴出量、スプレー噴出と停止の時間、ブース排気量

0

を調整することにより、希望に近い VOC 濃度とパターンを

9:51:16

1200

工場において多く用いられる熱硬化アクリル樹脂塗料、エポ

1000

10:11:16

セッティング
VOC濃度(ppmC)

においても、スプレー工程からの VOC 排出割合は 75％以

10:06:16

10:16:16

10:21:16

10:26:16

1400

また、メラミン樹脂塗料以外の焼付け型塗料として、塗装

成分を明らかにした。メラミン樹脂塗料を含むいずれの塗料

10:01:16

時間(Time)

作ることが可能となった。

キシ樹脂塗料についても、塗装工程ごとの濃度変化と VOC

9:56:16

加熱乾燥

800

600
設定温度（130℃）到達点
400

上を示したが、各塗料、塗装工程により VOC 濃度、排出量、

扉閉め
乾燥炉スイッチＯＮ
200

成分、臭気は異なることが示唆できた。

乾燥炉スイッチOFF
扉開け

0
9:51:16

10:01:16 10:11:16 10:21:16 10:31:16 10:41:16 10:51:16 11:01:16 11:11:16 11:21:16

時間(Time)

図４ スプレー塗装工程における VOC 濃度経時変化

４．今後の展開

（メラミン樹脂塗料）

塗装シミュレータを用いた VOC 排出実態の解析技術を活用して、開発する VOC 処理技術及び処理装置やその構成要素に
対して、シミュレータによって処理能力の解析を行い、実用性の高い処理技術、装置の開発に取り組む。また、各種の塗料及
び塗装機器、塗装作業条件の違いなどの検討による VOC 削減効果を塗装シミュレータにより評価し、その成果を広く産業界
に普及する。

評価５
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パッシブエアサンプラーを用いた半揮発性有機化合物の汚染調査

１．研究開発の目的
燃焼過程全般で生成される多環式芳香族炭化水素（PAH）は、一部の化合物で発がん性等の有害性が認められていること
から、主要な大気汚染物質として注目されている。PAH による大気汚染の制御には、分子組成解析等による燃料種類の識別
や、平面分布の把握による排出源の特定が必要である。ポリウレタンフォーム（PUF）等の吸着媒体に大気中の半揮発性有
機化合物を受動的に捕集するパッシブエアサンプラー（PAS、図１）は、小型、低コストで、電源も必要としないため、大
気汚染の多地点同時モニタリングに有用なサンプリング方法として期待される。本研究では、PAS の設置地点高さやサンプ
リング期間が測定結果に与える影響を明らかにすることを通して、
半揮発性有機汚染物質の監視技術に貢献することを目的と
した。
PUF

２．研究開発の内容
(1) PAS の理論的背景
パッシブサンプラー媒体（PSM）への大気気相中有機物
質の吸着は、時間に依存して増加するリニア期と PSM-大
気間での拡散速度が平衡に達したプラトー期に分けられる

図１ PAS の断面図（左）および設置風景

（図２）
。
リニア期では捕集量とサンプリング期間の比例関
係から、定量的なサンプリングが可能となる。
(2) PUF 洗浄方法の検討
溶媒の種類や洗浄方法を変えて洗浄した PUF を加圧抽
出してガスクロマトグラフ質量分析計（GC/MS）で分析
し、抽出試料の TIC バックグラウンドを低く保ち省力・省
コスト化できる方法を模索した。その結果、純水で超音波
洗浄した後アセトンで脱水し、アセトン→アセトン/n-ヘ
キサン (2:1)→ジクロロメタンの順に加圧抽出を行って洗
浄する方法を確立した。実際のサンプリングでは富士ゴム
工業製 PUF ディスク（U0020 13×140 mmφ 中
10 mmφ抜き）を上記方法で洗浄後、減圧乾燥して用い
た。

図２ PUF への大気気相中有機物質の吸着

kA：大気中物質移動係数[cm/s] 、KPUF-A：PUF-大気間分
配係数、APUF：PUF 表面積[cm2]、VPUF：PUF 体積[cm3]
CA：大気中濃度[pg/cm3]、CPUF：PUF 中濃度[pg/cm3]

(3) PAS サンプル中 PAHs の分析方法の検討
PUF をアセトン／ n-ヘキサン（2:1）で加圧抽出
（100℃、1500psi、20 分×2 回）した。これを脱水・
濃縮後、2%不活性化シリカゲルカラムで分画して芳香族
画分を得た。これを GC/MS で分析したところ、サンプル
によっては夾雑成分のハンプが大きく、分析の妨害となる
ことが分かった。そこで、5%不活性化 DMF（N,N-ジメ
チルホルムアミド）/n-ヘキサン分配（DMF 分配）によっ
てさらに精製したところ、PAHs のピーク強度を低下させ

図３ 分析方法の概略

ずに、PAHs のピーク高さとバックグラウンド高さの比

（P/B）を 2.5～13 倍改善することができた。最終的に確立した分析方法を図３に示した。

研究開発体制
リーダ

藤原祺多夫 東京薬科大学生命科学部教授

参画研究者 熊田 英峰 東京薬科大学生命科学部助教

藤原祺多夫

熊田英峰

３．研究開発の成果
(1) サンプリング期間の影響の検討

真夏日/猛暑日
熱帯夜
平均気温

7 月9 日

2010 年 7 月 9 日～10 月４日まで１～３ヶ月で期間
を変化させてサンプリングを行い、化合物捕集速度を比較

9 日/1 日
3日
2 7 .4 ±4 .5 ℃

2 7 日/8 日
27日
3 4 .1 ±1 .7 ℃

2 5 日/4 日
25日
3 2 .4 ±2 .5 ℃

8 月1 0 日

9 月6 日

1 0 月4 日

[n g /PU F d isk /d a y]

70

した（図４）
。４環以上の PAHs（Flu, Pyr, Chr）では捕
集速度が２ヶ月目まで変化せず、３ヶ月目に低下した。３
環 PAHs（Phe, 1MP）は２ヶ月目から捕集速度が低下し

捕集速度

た。１～２ヶ月目までの期間は年間で最も暑い時期であっ
たため、低分子化合物の PUF-大気間の分配平衡が大気側

60
Ph e

50

1 MP
40

F lu

30

Pyr
Ch r

20
10
0

に偏ったと推察される。以上より、４環以上の PAHs では

0

年間を通じて２ヶ月までのサンプリング期間を設定できる

20

40
60
サン プ リ ン グ期間 [d a y]

80

100

図４ サンプリング期間と PAHs 捕集速度の関係

が、３環 PAHs をモニタリング対象に含める場合は１ヶ月
以内のサンプリング期間を設定することが望ましい。
(2) 設置場所の地上高の影響の検討
本学研究棟（地上 11 階建て）１～11 階のベランダに
PAS を１ヶ月間設置し、PAHs の捕集量、組成を比較し
た。PAHs の捕集量は 2 階以上では明確な差が認められな
かった（図５）
。１F は道路に近く、道路からの汚染大気が
拡散しにくい場所であったことが影響した可能性がある。
PAHs 組成はいずれの階でも違いが認められなかった（デ
ータ非表示）
。PAS の設置は、地上 2 階以上であれば高さ

図５ 同一地点での高さ方向の PAHs 捕集量分布

の影響を受けないことが確認された。
(3) 東京都多摩地区での多地点モニタリングの試行

2 km

東京都八王子市・日野市の 7 つの小学校で、校舎（３階
建）屋上に PAS を設置し、2010 年 9～11 月の期間に

K I※

O※

J

H※

１ヶ月サンプリングを 2 回ずつ行った（図６上）
。測定結
果を図２の式に基づいて濃度換算した値と 幹線道路から

K T※
N

の距離とその交通量を反映した交通強度を検討した（図６

Y

下）
。その結果、市街地や幹線道路近傍では PAHs の汚染
10000

レベルと交通強度の関連が強いが、山林や田畑地域では交

s

6000

H

PAS モニタリングによって、地域内の汚染分布と汚染要

A

8000

P
∝
度
強
通

5000

交

交通強度

7000

4000
3000

山岳大気P A H 濃度
M W 1 7 8 -3 0 6 合
計<2 .5 n g /m 3

2000
1000

交通以外の影響

0

４．今後の展開
今後は、PAS を用いた同一地点での長期モニタリング
によって、汚染レベルや汚染要因の季節変動を把握してい

H1
H2
K T1
N1
N2
O1
O2
K I1
K I2
Y1
Y2
J1
J2

9000

通以外の要因が汚染に寄与していることが明らかとなった。
因の判別を行うことができることが示された。

（ 記号の色： 周囲の環境）
赤字： 市街地
青字： 山林や田畑
※： 幹線道路が隣接

0

100

200

300

400

500

PA H 大気中濃度[n g /m 3 ]

図６ 多地点モニタリング実施地点（上）と交通強度と主要 PAH
濃度との関係（下）

く。また、PAS ではモニタリングが難しい高分子量の PAHs の簡易モニタリングを可能にする手法の検討も進めていく。
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土壌汚染評価技術の開発

1．研究開発の目的
ドライクリーニングや金属部品の洗浄剤として使用されてきたテトラクロロエチレン（PCE）
、トリクロロエチレン（TCE）
などの揮発性有機塩素化合物は、難水溶性及び難分解性物質であり、土壌へ浸透し地下水を介して長期間にわたり汚染を示す
ことから社会的問題となっている。土壌中の VOC を分析するには、これまで前処理法としてヘッドスペース法や溶媒抽出法
などを利用したガスクロマトグラフィー質量分析法（GC/MS）が用いられているが、それぞれ低濃度試料の分析が困難であ
ること、多量の抽出溶媒を使用し煩雑な操作を伴うことなどが問題点として挙げられる。本研究では、前処理法として簡易な
操作で分析が可能な固相マイクロ抽出法（SPME 法：図 1）の測定条件及び定量精度を検討し、さらに汚染サイトからの試
料を用いて、地下水及び土壌中の VOC 分析における SPME 法の有用性を検討した。

２．研究開発の内容
(1) SPME 法の最適化及び定量精度の検討
精製水及び市販の園芸用土に土壌汚染物質測定用 12 種
揮発性有機化合物混合標準溶液（1,1-ジクロロエチレン、
ジクロロメタン、シス-1,2-ジクロロエチレン、1,1,1-ト
リクロロエタン、四塩化炭素、ベンゼン、1,2-ジクロロエ
タン、トリクロロエチレン、シス-1,3-ジクロロプロペン、
トランス-1,3-ジクロロプロペン、1,1,2-トリクロロエタ
ン、テトラクロロエチレン、各 1 mg/mL）をそれぞれ
100 μg/L となるように添加し、添加回収試験用試料を
調製した。水試料はバイアルに 5 mL 採り、内標準物質
p-ブロモフルオロベンゼン（1 mg/L） 0.1 mL を加え、
図１ SPME による抽出操作

塩化ナトリウムを約 30w/v%となるように添加し、測定
試料とした。いっぽう、土壌試料は、バイアルに調製した
土壌試料を約 0.5 g 入れ、30w/v%塩化ナトリウム水溶
液を 5 mL、
内標準物質 0.1 mL を加え、
測定試料とした。
測定条件は水浴の加熱温度、加熱時間、並びに抽出時間を
検討した。また、同一の水試料、土壌試料を用いてヘッド
スペース法、
メタノールによる溶媒抽出法を用いて測定し、
SPME 法との比較を行った。
(2) 汚染サイト試料の測定
東京都内のクリーニング店から地下水及び土壌を採取し
た（図 2）
。地下水は敷地内の１地点から採取し、ガラス
容器中で氷中保存した。土壌試料は敷地内の 4 地点につい
て、地表から 0.5、2、4、6 m と深度別にガラス容器に
採取し氷中保存した。土壌試料は SPME 法並びにメタノ

図２ 汚染サイトの見取り図

ールによる溶媒抽出法の比較を行った。

研究開発体制
リーダ

貝瀬利一 東京薬科大学生命科学部教授
（平成２１年１１月１５日 ご逝去）

参画研究者 野田和廣 東京薬科大学大学院生命科学研究科修士
（現 株式会社アクアパルス勤務）

木下健司 都産技研
貝瀬利一

野田和廣

木下健司

３．研究開発の成果
ng/g
ng/mL

(1) SPME 法の最適条件及び定量精度の検討
SPME 法について測定条件を検討したところ、加熱温度を
70℃、加熱時間を 30 分、抽出時間を 5 分と設定した際に、
良好な抽出効率が得られたので、実試料測定における測定条
件とした。また再現性については、水試料及び土壌試料共に
ヘッドスペース法、溶媒抽出法の相対標準偏差（RSD）と比
較してほぼ同程度であり、 RSD が 10%以下であることか
ら、SPME 法の定量精度が良好であることが示された。
(2) 汚染サイト試料の測定
地下水からはドライクリーニング溶剤であるPCEの他に、
土壌微生物による PCE 分解生成物とみられる TCE、1,1-

図 3 SPME 法による土壌 A 地点における VOC 濃度

ジクロロエチレン（1,1-DCE）
、シス-1,2 ジクロロエチレン
（cis1,2-DCE）が高濃度で検出された。いっぽう、土壌試
料ではそれぞれの地点から PCE、TCE、1,1-DCE、
cis1,2-DCE が 検 出 さ れ た 他 、 1,2- ジ ク ロ ロ エ タ ン
（1,2-DCEthane）が検出された（図 3）
。
土壌試料について SPME 法と溶媒抽出法を比較した結果、
多くの試料について得られた測定値の比が 0.92～1.30 と
ほぼ同程度の値を示した。また、土壌 B 地点の深度 4 m 及
び 6 m 付近より採取した試料では、特に溶媒抽出法を用い
た前処理法において、対象とする VOC 以外にナフタレン等
の芳香族化合物を主とした多数のピークが検出された。図 4

図 4 溶媒抽出法による土壌 B 地点における
クロマトグラム

に示すように、それらの芳香族化合物等の夾雑成分の影響に
より VOC のピークの検出並びに解析が困難であった。いっ
ぽう、SPME 法により測定を行ったところ、図 5 に示すよ
うに、VOC や内部標準物質のピークを明確に確認すること
が可能であり、1～6 μg/L の VOC が検出された。
以上の結果より、SPME 法を用いた前処理法は実土壌試料
において有用な手法であり、夾雑成分による影響の大きい試
料を分析するに当たり、メタノールによる溶媒抽出法と比較
して優れていることが示唆された。
図５ SPME 法による土壌 B 地点における

４．今後の展開

クロマトグラム

SPME 法における測定条件を検討し、添加回収試験において、ヘッドスペース法や溶媒抽出法とほぼ同程度の再現性が得ら
れ、
RSD が 10%以下であり、
SPME 法の定量精度が良好であることが示された。
また、
汚染サイトから採取した土壌を SPME
法と溶媒抽出法にて分析し、それぞれの測定値を比較した結果、比率が 0.92～1.30 とほぼ同程度の値を示したことから、
SPME 法が土壌中の VOC の測定に有用であることが示された。現在、SPME 法による汚染サイト土壌サンプルを測定した
実施例が少ないため、今後更に汚染サイトの土壌サンプリング及び測定を行い、SPME 法が様々な汚染サイトにおいても、土
壌中の VOC の測定に有用であることを示したい。

材料１
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VOC 分解触媒の開発

１．研究開発の目的
環境に排出される VOC（揮発性有機化合物）は光化学オキシダントや浮遊粒子状物質生成の原因とされている。また VOC
の中には悪臭物質があり、ごく微量でも人に直接不快感を与えるため、近隣住民とのトラブルに発展することもある。安価で
高性能な VOC 処理技術の開発は重要な課題である。
触媒燃焼法は、直接燃焼法（700-800℃）と比べてより低温（250-350℃）で反応が進行するので、悪臭を分解する
ための消費エネルギーが小さくて済むという利点がある。特に分解対象物が微量である場合や、また乾燥炉排気ガスのように
排気ガス自体が熱を持っている場合には、吸着や溶剤回収よりも有効な手段となりうる。ただし、排ガス成分の種類や触媒毒
の混入など、使用条件によってはその性能が大きく低下し、対応できないケースも出てくる。
これまでに我々は安価な金属酸化物に着目し、Co,Ce 系複合酸化物が白金代替物質として有効である 1,2)ことを見出してき
た。それら成果の一部は平成 22 年度の当事業成果集にも記載している。本テーマでは白金触媒の代替となりうる実機に搭
載可能なハニカム型 Co,Ce 系複合酸化物触媒の試作、
処理のスケールアップ、
触媒の量産化に向けた検討を行
い、白金触媒にはない付加価値の追加も念頭に置いた、
事業化を目指した試作品の開発を進めた。

２．研究開発の内容
金属酸化物が排ガス浄化に活性を示すことは白金など
の貴金属と同様に従前から知られていた。
しかしながら、

処理量：0.068 m3/min

単位表面積当たりの活性が白金に比べて大幅に劣ること
や、高温条件下ではシンタリング（凝集）し易く長期運
転で活性が低下するなどの問題があったために、現在で
は白金触媒が主流になっている。しかし白金触媒は高価
で分解が不十分な物質があること、高湿度下では活性が
低下することなどの短所があるため、我々は再度金属酸
化物の特性に着目してその触媒性能向上の研究を進めて

処理量：0.132 m3/min

きた。触媒表面積の大幅な向上や活性サイト数の増加、

処理量：5 m3/min

図１ ハニカム型触媒の性能評価装置

異種金属の複合化による酸化還元反応性の向上などを行
い、白金触媒に匹敵する Co,Ce 系複合酸化物を開発し、さらにセラミックハニカム

浸漬

担体に触媒を担持する検討も行った。性能評価は図１に示すような装置を用い、より
実用に近い条件で試験を行った。ハニカム担体に触媒を担持すると、表面に付けた触

担体

媒が凝集して表面積が小さくなるために十分な性能が発揮できず、いっぽう、担持触

焼成

媒量を増やして膜厚を厚くすると性能は多少改善するが剥離し易くなるなどの課題が
あったが、独自の技術で剥離耐性を維持しつつポーラス状の膜を担体壁面に担持させ
ることで高性能化を実現した。触媒担持は図２に示すような浸漬法で行った。量産化

遠心機

完成品

の検討において、開発した浸漬液が粘性のあり、エアーブローなどの液切り法では担
持の均一性に問題があったが、図 2 左下に示されるような遠心機を用いることで、量

図２ ハニカム型触媒の作製

産の条件下でも膜の均一性を確保することができた。
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３．研究開発の成果
図３は試作した Co, Ce 系複合酸化物担持ハニカム型触媒の
外観とリブ壁面の走査型電子顕微鏡（SEM）写真（右上）
、通
気方向断面の光学顕微鏡写真（右下）である。SEM 写真から、
担持された触媒は多孔質構造をとっていることが分かり、この
構造が活性向上に寄与していると推測される。光学顕微鏡断面
図の解析から、触媒膜厚は平均約 20 μm と見積もられた。
性能評価の結果は図４に示した。処理条件としては、一般的
な空間速度（SV）である 30,000 h-1 を用いた。SV は触媒
体積当たりの処理風量を表す指標であり、通常 20,000～
40,000 h-1 の範囲で用いられる。例えば SV= 30,000 h-1
では触媒1 L で30,000 L/時の排ガスを処理することになる。
反応管入口温度は 275℃に設定し、数種類の VOC を分解さ
せた。白金触媒では、酢酸エチル以外は高効率で分解できた。
またトルエンの分解率は開発した Co,Ce 系複合酸化物触媒よ

図３ 開発したCo,Ce系複合酸
化物担持ハニカム型触媒の写真
(右上は壁面の SEM 写真、右下
は断面の光学顕微鏡写真であ
る）

りも優れていた。しかしながら、酢酸エチルやアセトアルデヒ
ドでは反応物以外の臭気が存在した。酢酸エチ
ルやアセトアルデヒドの分解は Co,Ce 系複合

Co,Ce系複合酸化物触媒(200セル/インチ2)

酸化物触媒の方が優れており、副生成物による
臭気は確認されなかった。400 セル/インチ 2

Pt触媒(市販品)(200セル/インチ2) 僅かに酸の
臭気あり↓

ではその分解性能は更に向上した。なお、開発
触媒で塗装乾燥炉悪臭の浄化試験も試みており、

酢酸臭あり

処理後の浄化ガスがほぼ無臭であることを確認
Co,Ce系複合酸化物触媒(400セル/インチ2)

している（テーマ 20 参照）
。
また、開発ハニカム型触媒上に付着させたヤ
ニを 350℃以下で分解できることを昇温反応
法で確認した(図５)。この結果は粉末を用いて
行った示差熱・熱重量同時測定の結果と一致し

・SV: 30000h-1(N), ・入口温度：275℃,
・VOC 濃度：約 100 ppm,
・LV: 0.42 m/s(N),
・キャリアガス：乾燥エアー86 L/min)

ている。いっぽう、白金触媒では分解に 450
～500℃が必要であった。

図４ 開発したハニカム型触媒の VOCs 処理性能

図６は開発ハニカム型触媒を用いて長時間運
転した時のトルエン分解率の経時変化を示し
ている。触媒の劣化はほとんど確認されず、
実環境下で安定して活性を保持できた。
ヤニ
【参考文献】1) 染川正一, 堂免一成, 東京都立産
業技術研究センター 研究報告 5, 48-51, (2010).

キャリアガス：乾燥エアー
昇温速度：10℃/分

2) Shouichi Somekawa, Leny Yuliati, Asako Ishikawa,
Kazuhiro Takanabe, Kazunari Domen, Chemistry letters
39, 26-27, (2010).

４．今後の展開

・VOC は随時投入(主に酢酸エチル 約 700 ppm,
又はトルエン約 320 ppm)
・SV: 27000 h-1, 入口温度: 320℃, 出口温度: 340-350℃
・処理量: 136 L/min (室内空気(水分量:約 15 g/m3))
・触媒: Co,Ce 系酸化物触媒(200 セル/インチ 2),
(□50×200 mm)

図６ 開発したハニカム型触媒の浄化性能の経時変化
図５ 昇温反応法によるヤニの燃
焼温度(開発ハニカム型触媒上に
ヤニを付着)

今後は信頼性を確立するために工場での実証試験を行い、シリコンなどの触媒毒に対する影響や長期耐性、使用環境の影響
などを調べる。現在、環境用触媒の市場は 150 億円ほどであるが、更なる市場拡大を目指して関係機関と連携しながら開発を
進めていく予定である。
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VOC 吸着に向けたスーパーマイクロポーラスシリカの開発

１．研究開発の目的
高い VOC 動的吸着能と優れた脱着能を有する次世代型吸着材の開発を目的としてメソポーラスシリカ（MPS）に着目し、
1 nm 前後の細孔径とマクロ・ナノ形態の制御を目指した。シリカは不燃性なため VOC の吸着材として安全であり、また、
MPS の細孔はシリンダー状であることから、吸着脱着サイクル特性も高く、多くの期待を集める材料である。しかし、大風
量で流れる気体中から VOC を吸着（動的吸着）させるためには、MPS のメソ孔（>2 nm）では大きすぎ、より吸着力の強
いスーパーミクロ孔（0.7～2.0 nm）が必要であることが分かってきた。しかし、従来の合成法では 1.5 nm 以下の細孔を
制御することは困難であった。本研究では、細孔径 0.7～1.5 nm のスーパーマイクロポーラスシリカ（SMPS）の開発、及
びそれらのマクロ・ナノ形態の制御に着目し、VOC 吸着に最適な SMPS の開発を行った。

２．研究開発の内容
メソポーラスシリカ（MPS）は界面活性剤ミセルを鋳型
として合成され、約 2～10 nm の均一で規則性の高い細
孔構造を有する多孔質体である。発見当初より、高い比表
面積と細孔容積を有することから吸着材への応用が期待さ
れてきた。
我々は、
実際の処理条件に近い動的吸着条件で、
MPS 吸着材の性能と細孔の関連性を調査した。動的吸着
条件では、メソ孔による毛管凝縮がほとんど起こらず、ス
ーパーミクロ孔、特に直径 1 nm 前後の細孔が必須である
ことが明らかになった。しかし、MPS 細孔のミクロ孔化
は検討されているものの、特殊な界面活性剤や極低温での

図１ スーパーマイクロポーラスシリカ無溶媒合成法の模式図

反応が要求される上、1 nm 以下の細孔制御には至ってい
ない。いっぽう、SBA-15 に代表されるメソ細孔壁面へ
のミクロ孔導入法では、細孔容積に乏しい。そのため、大
容積を有するスーパーマイクロポーラスシリカ（SMPS）
の安価で簡便な合成法の開発は大きな課題である。
さらに、
通常 MPS は数μm 程度の微粒子で得られ、装置への搭載
には造粒の必要がある。一般的なバインダを用いた造粒法
は、MPS の耐熱性や透明性が損なわれ適切ではない。そ
こで、我々は新しく SMPS の無溶媒合成法を開発し、主
細孔を 1 nm 前後で制御しつつ、成型性の向上を同時に解
決した。

図 2 本研究の多孔質シリカの平均細孔径と界面活性
剤鎖長の関係 （ +OS=有機シラン添加）
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３．研究開発の成果
(1) SMPS の無溶媒合成法の開発
MPS の細孔径は鋳型となる界面活性剤疎水基の炭素数に
依存するが、水溶液中では炭素数 8 未満の界面活性剤はミセ
ルを形成することが困難となり、1nm 前後の細孔をもつ
SMPS の合成例は無かった。そのため、典型的なゼオライト
の細孔窓径（約 0.7 nm）と MCM-41 型 MPS の最小細孔
径（約 1.5 nm）の間には制御不能の空白領域が残されてい
た。我々は試行錯誤の結果、シリカ源のテトラエトキシシラ
ン（TEOS）加水分解の化学量論量のみの水を系に添加する
無溶媒合成法にたどり着いた（図 1）
。この条件では、TEOS
の加水分解が完了した段階で、濃厚な界面活性剤とケイ酸イ
オンの混合物が生成し、
この中ではミセルの形成が促進され、

図 3 本研究の多孔質シリカのトルエン動的吸着量

短い炭素鎖の界面活性剤を用いた SMPS の合成が可能にな

(括弧内はシリカの平均細孔直径)

った。さらに有機シラン化合物を系に少量添加することで細
孔径を更に減少させることにも成功した。これにより、平均
細孔径を 0.7～約 3.0 nm の範囲、特に空白領域において微
細かつ自由なコントロールが可能になった（図 2）
。
(2) SMPS の VOC 動的吸着能評価
塗装工場等での VOC 処理を想定して、大風量・低濃度下
（1 m/s, 100ppm）でのトルエン動的吸着能を評価した。
細孔径の減少に伴い吸着能は飛躍的に向上し、トルエンの分
子サイズに最も近い、細孔径が約 0.8 nm の SMPS では、
市販の A 型シリカゲルの 3 倍以上の高い動的吸着能示した
（図 3）
。これは一般的な活性炭で報告されている値をわず
かながら上回っている。このような高い動的吸着能を示す不
燃性吸着材は例が無く、次世代型吸着材開発に向け大きく前

図 4 SMPS ビーズの外観写真
（左:SMPS ビーズ、右:SMPS ナノ粒子ビーズ）

進したと言える。
(3) SMPS のナノ形態制御
我々は、MPS のナノ粒子化にすでに成功しているが、この手法を無溶媒反応に最適な手法に改良し、SMPS 粒子径を約 5
～20 nm にまで低下させることにも成功した。粒子間隙には直径約 20～50 nm のメソ孔が生成した。これにより、VOC
の拡散効率を上げ、吸脱着能を向上させる効果が期待できる。
(4) SMPS のマクロ形態制御
無溶媒合成法では系全体がゲル状になり、無色透明なモノリス状の MPS が得られる。また、1～5 mm 程度の球状ビーズ
状の SMPS やナノ粒子集合体を得ることもできる（図 4）
。無溶媒反応を応用すれば、その他にも膜状、繊維状など種々のマ
クロ形態制御が可能である。これにより、幅広いフィールドへの応用が可能になる。
【特許出願】 特願 2010-48371 多孔質シリカ並びにその製造方法及び集合体

４．今後の展開
本研究では 0.7～1.5 nm 範囲の規則細孔を有する SMPS を、汎用的な界面活性剤と簡便なプロセスで合成可能とした。
得られた SMPS は高い動的吸着能を有し、生産性・成型性が高いことから、VOC 吸着材をはじめとして、湿度調整剤、デシ
カント空調、触媒担持、などの応用用途に広く実用化が可能である。今後は本研究から生まれた成果を新たな出発点として、
ナノ空間を活用した新規機能性材料の創成に向けて意欲的に研究を続けていく。

材料３

1５ 木質系吸着材の開発
1．研究開発の目的
VOC（揮発性有機化合物）などの排ガス処理には各種方式があるが、低濃度のガス処理においては吸着方式がよく使われ
ている。その吸着材としては、活性炭、ゼオライト、シリカゲル等があるが、VOC など非極性成分の吸着には、吸着材表面
が非極性の活性炭が向いている。そこで、未利用や廃棄物系のバイオマスから VOC 吸着用活性炭を開発し、輸入活性炭の代
替品として利用できれば、輸送等のコスト低下やそれに伴う CO2 排出量抑制、循環型社会の形成、資源の有効活用に繋がり、
また、VOC の発生を抑制することで地域環境の改善にも貢献することができる。

２．研究開発の内容
数種類の未利用または廃棄物系のバイオマス資源を原料と
した VOC 吸着材の開発を行った。
(1) 廃樹皮
多摩地域、新木場などにある製材所や木材市場から、製
品としては利用されない樹皮が大量に廃棄されてる（図１）
。
その廃樹皮は、一部は燃料として使用されてはいるが、発熱
量が低いことや煙の発生量が多いなどの理由により、ほとん
どが焼却処分されている。この廃樹皮や低質材を原料として
図２のようなペレット状に成形したものを活性炭の原料とし
た。
図１ 木材市場に積まれた廃樹皮
（多摩木材センター）

(2) バイオエタノール残渣
近年、資源の枯渇や地球温暖化などの問題から、従来の化
石燃料の代替品として、再生可能でカーボンニュートラルで
あるバイオマスを原料とするバイオエタノールへの関心が高
まっている。バイオエタノールは、トウモロコシやサトウキ
ビなどから製造されるが、食糧との競合などの問題があるた
め、非食品の木材などを原料としたセルロース系バイオエタ
ノールが注目されている。セルロース系バイオエタノールの
製造過程において、リグニンはエタノールへ分解できないた
め、リグニン残渣として排出される（図３）
。このリグニン残
渣も活性炭の原料とした。

100：0

75：25

50：50

25：75

0：100

図２ 低質材（木部）と廃樹皮の混合ペレット
（枠内数値は木部：廃樹皮の混合比率）

(3) 活性炭の作成
これらのバイオマス原料を、炭化、賦活などの工程を経て
破砕

活性炭にするが、その際の炭化、賦活工程における、温度や
時間、使用ガスなどについて最適な製造条件の検討を行い、

加水分解
・糖液回収

発酵

濃縮
蒸留
脱水
エタノール

木材等

VOC 吸着に適した活性炭の開発を行った。
リグニン残渣

図３ セルロース系バイオエタノール製造工程で発
生するリグニン残渣
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シガラ活性炭の比表面積は 1000 m /g 程度であった。バイオエタ
ノール製造工程より排出されるリグニン残渣を原料とした活性炭の
2

比表面積も 1000 m /g であり、市販活性炭と同様の吸着性能を有
していた

1)

。いっぽう、廃樹皮から作製した活性炭の比表面積は

1800

木部：樹皮=100：0

1600

木部：樹皮=75：25

1400

木部：樹皮=50：50
木部：樹皮=25：75

1200

木部：樹皮=0：100

1000
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600
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200

804 m2/g であった。原料に含まれている灰分（無機成分）が比表

0

面積低下の一因となっていたことから、酸処理により灰分の除去を

0

5

25%混合した活性炭では、比表面積の増大がおこり、市販活性炭
よりも 40%以上大きな比表面積となった（収率 10%付近）3)。こ
の原因は、樹皮の灰分に含まれているシュウ酸カルシウムの熱分解
木部・樹皮混合活性炭について、
生成物によるものと考えられた 4）。

BET 比表面積 (m2/g)

性炭は、木部だけの活性炭よりも比表面積が低いが、木部に樹皮を

20

25

図４ 木部・樹皮混合活性炭の収率と BET 比表面積

樹皮を木部と所定の割合で混合した原料より作製したペレット活
性炭の収率と比表面積の関係は図４のようになった。樹皮だけの活

15

収率 (%)

行ったところ、比表面積は酸処理前よりも約 15%増加し、923
m2/g となった 2)。
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混合活性炭の比表面積増大は見られなかった。スケールアップにお

（木部 樹:皮＝７５ ２:５）

能温度、ガス量などの作製条件を変えざるを得なかったため、樹皮

リグニン残渣活性炭

ラボスケールでの作製条件と比較して、バッチ式と流動式、設定可

廃樹皮活性炭
（酸処理）

市販活性炭
（ヤシガラ）

0

原料量を数百キロ程度にスケールアップした作製実験を行ったが、

0.6

1000

0

ミクロ孔・メソ孔容積 (cm3/g)

吸着性能の指標として比表面積がよく使われているが、市販のヤ

BET 比表面積 (m2/g)

３．研究開発の成果

いては、条件の再検討が必要である 5)。
図５ 開発した活性炭と市販活性炭の特性比較

これらの開発した活性炭と市販の活性炭のミクロ孔（細孔径 2
nm 以下）容積、メソ孔（細孔径 2～50 nm）容積の比較を行った

700

（図５）
。
ミクロ孔容積は、
比表面積に比例して多少の増減はあるが、
メソ孔容積では大きな違いがみられ、市販活性炭はメソ孔が殆どな
いのに対し、開発した活性炭は大きいメソ孔容積を有していた。メ
ソ孔は吸着速度に影響するため、
吸着速度が速いことが期待される。
また、VOC の一つであり、塗料の溶剤としてもよく使用される
トルエンによる吸着性能の評価も行った（図６）
。その結果、リグニ
ン残渣より作製した活性炭は市販の活性炭とほぼ同等の吸着性能を

600

トルエン吸着量 (mg/g)

開発した活性炭と市販活性炭とでは大きな差はなかった。
いっぽう、

500
400
300

市販活性炭（ヤシガラ）
廃樹皮活性炭（酸処理）

200

リグニン残渣活性炭

100

木部・樹皮混合活性炭

（木部：樹皮＝75：25）

有していた。また、木部・樹皮混合活性炭の吸着性能は、市販活性
炭より大きく向上しており、VOC 吸着材として十分な性能を有し
ていることが分かった。

0
0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

相対圧 P/P0
図６ トルエン吸着等温線
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日本エネルギー学会誌 90(1), 66-74, (2010). 5)萩原利哉, 瓦田研介, 井上潤, 杉森博和, 白石稔, 渡辺昭, 東京都立産業技術研究センター
研究報告, 5, 44-47, (2010).

４．今後の展開
未利用または廃棄物系のバイオマスより、市販のヤシガラ活性炭に匹敵する VOC 吸着性能を有する活性炭を作製すること
ができた。また、活性炭は VOC 吸着材以外でも様々な用途で使用されており、特徴を生かした用途での利用も期待される。
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高分子吸収材の開発

１．研究開発の目的
固定発生源から排出されるＶＯＣを削減するため、従来はＶＯＣを吸着材（例えば、活性炭やメソポーラスシリカ等）に吸
着させて除去する吸着法が採られてきた。しかしこれらの吸着材は、頻繁に交換・再生させる必要があり、ランニングコスト
の面で問題があった。
このような問題点を解決するため、
VOC 回収処理を念頭に置いた VOC 捕捉技術の確立が必要である。
そこで本研究では、VOC の大量吸収と容易な脱着が期待できる高分子吸収材に着目し、気体状態の VOC を迅速かつ大量に
収着できる材料の開発を目的として研究を進めた。

２．研究開発の内容
一般に用いられている“吸着材”は、吸着速度は速いが
吸着量は不十分である。
このような課題を解決するために、
より捕捉能力の高い材料が求められている。ポリスチレン
（PS）のような“吸収材”は目的分子を構造内部に取り込
むため、自重の何倍も吸収する可能性を秘めている。図 1
にトルエン飽和蒸気圧下での活性炭と PS のトルエン収着
量を示す。収着量に着目すると、PS は収着の初速度は小
さいものの、最終的に活性炭の約 1.8 倍のトルエンを収着
した。しかし、今回の対象物質が気体状態の VOC である
ことから、収着量に関しては期待が持てるものの、収着速
度に関しては改善する必要がある。そこで、吸収能力と吸
着能力を併せ持つ材料の開発を進めることとした。

図１ PS と活性炭におけるトルエンの収着挙動
(飽和蒸気圧下)

吸収材に吸着能力を付与する方法として、以下の２つを
考えた。1 つ目は、VOC との親和性が高い不揮発不活性
溶媒を吸収材に含ませてゲル状にする方法
（ゲル状吸収材）
である。混合した不揮発性溶媒が吸収材の代わりに気体状
態の VOC を迅速に捕捉し、吸収材内部へと誘導すること
が期待できる。２つ目は、吸収材構造中に細孔をつくり、
多孔質部分と吸収材部分を共存させる方法
（多孔質吸収材）
である。これは吸着材に見られる多孔質構造を、有機合成
により吸収材の構造へ組み込み、吸着能を付与するもので
ある。いずれの方法でも、ベースとなる吸収材の選択が重
要である。疎水性の高分子吸収材は、VOC との親和性が
高い上、水分の影響が少ない。さらに、構造変換が容易と
いう点でも適している。そこで本研究では、ポリスチレン
（PS）を基本骨格として用いた。

図 2 PS ゲル、PS、活性炭におけるトルエンの収着挙動
(飽和蒸気圧下)
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３．研究開発の成果
ゲル状吸収材は、二塩基性エステル系溶媒を PS と混合
しゲル化させることにより得た。混合比や溶媒の種類を変
化させ、収着量、収着速度、材料の形態安定性を比較した
ところ、ジメチルアジペート溶媒を用い、PS との混合比
を 1：1 としたものが最適であった。図 2 に、PS ゲル、
PS、活性炭におけるトルエンの収着挙動を示す。PS ゲル
のトルエンの収着量は、PS と比較して、約２倍、活性炭
の約３倍多かった。また、PS ゲルの収着速度は、PS より
速く、活性炭と同程度であった。これらの結果から、PS
ゲルは、従来の吸着材と比較し、VOC を収着する能力に
優れていることが明らかになった。
多孔質吸収材は、ポリスチレン－ジビニルベンゼン共重
合体（PS-DVB）にリンカー分子を加えて Friedel-Crafts
アルキル化反応を行うことで合成した（図 3）
。PS-DVB
共重合体中の DVB 架橋度や、リンカー分子種の組み合わ
せを変えることで、性質の異なる種々の多孔質吸収材を合
成した。得られた材料についてトルエンの収着性能を調査

図３ Friedel-Crafts アルキル化による多孔質吸収材の合成法

し、VOC の迅速かつ大量収着に適した材料を選定した。

ＣＭＭＥ：クロロメチルメチルエーテル

合成した多孔質体のトルエンに対する収着挙動を比較する

ＣＭＥＥ：クロロメチルエチルエーテル

と、吸着能と吸収量の間に負の相関が観察された。吸着能
と吸収能のバランスに注目すると、
DVB の架橋度が1%、
リンカーが CMME の多孔質吸収材（比表面積＝943 ｍ３
/g）のトルエン収着能力が、速度・量の両面のバランスが
良く、最も優れている結果となった。図 4 に、多孔質吸収
材、PS、PS ゲルにおけるトルエン収着挙動の観察結果を
示す。収着時間が 1 時間の場合、多孔質吸収材の収着量は、
PS ゲルの 2 倍、PS の 18 倍多かった。これは、高い比
表面積を持つ多孔質吸収材の方が、PS ゲルや PS よりも
トルエン分子との接触確率が高く、トルエンの収着速度が
速かったためであると考えられる。
また、
多孔質吸収材は、
流通法による脱着実験の結果、吸着材に比べてトルエンの
脱着性能が高いことも明らかになった。本材料は、吸着・

図４ 多孔質吸収材におけるトルエンの収着挙動

吸収・脱着性能が高く、VOC の回収処理に有用である。

(飽和蒸気圧下)

４．今後の展開
高分子吸収材は、取扱いが簡便で、従来の吸着材よりも VOC の収着能（収着量及び収着速度）の向上が見込まれる。それ
に伴い、VOC 吸着能力の限界などの問題が解決するとともに、吸着材の交換や再生を頻繁に行う必要がなくなるため、ラン
ニングコストをも抑えることができる。また、このゲルは真空熱処理により VOC 成分の脱離が可能であり、VOC の溶液回
収への応用が期待できる。さらに、今回得られた種々の多孔質吸収材誘導体の知見をもとに分子設計を行うことで、トルエン
に留まらず他の溶媒に対しても効率的に収着可能な材料となることも期待できる。
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アパタイト吸着材の開発

１．研究開発の目的
本研究では、環境汚染や悪臭の原因物質である VOC の除去のために、廃骨を原料としたヒドロキシアパタイト-光触媒
複合体の開発を行った。焼成した廃骨を粉砕することによりナノ粒子化し、吸着に必要な 2～5nm 程度のメソ細孔を有す
る多孔質アパタイトを開発することを目標とした。また、粉砕工程で起こるメカノケミカル反応を制御することによって、
材料自体の高機能化も同時に達成し、高付加価値の材料開発も目的とした。

２．研究開発の内容
骨の主成分はヒドロキシアパタイト（Hap）と呼ばれる
リン酸カルシウムであり、悪臭やウィルスなどの除去を目
的に、環境浄化材料としての効果が期待されている。いっ
ぽう、近年では廃骨処理が問題となっており、東京都だけ
でも年間 1 万 t 近くの骨が廃棄されている。BSE 問題以
降、廃骨を飼料に用いることはできなくなり、他の材料に
転用する場合にも 1000℃以上での焼却処理が義務づけ
られている。焼却処理した廃骨は焼結により著しく粒成長
している（図 1）
。そのため、吸着材として用いるために
は多孔質にし、比表面積と細孔容積を増加させる必要があ
る。本研究では粉砕法により HAp をナノ粒子化し、粒子
間隙に 2～5nm 程度のメソ細孔を生成させ、同時に、光

図１ 焼成骨粉の SEM 画像

触媒とナノレベルで複合化させる技術を開発した。
さらに、
粉砕中に応力を駆動力として進行する化学反応（メカノケ
ミカル反応）を制御し、アパタイトの耐酸性向上や光触媒
能の付与を行い、廃骨を高機能材料に転化させる方法を開
発した。

３．研究開発の成果
(1) メソ細孔を有するアパタイトの生成
アパタイトを単純に粉砕した場合、微粒子化は進行する
が、
粒子間隙が失われるほど極度に凝集してしまう
（図 2）
。
この凝集は、粉砕過程で生成する粒子間の架橋結合に起因
し、結合は粒子表面水酸基間のメカノケミカル脱水縮合反
応で生成することが明らかになった。この問題を乾・湿式
の二段階粉砕を行うことで解決した。架橋結合は湿式粉砕

図２ 乾式粉砕後の凝集した HAp 粒子の SEM 画像

過程で加水分解され、粉砕後の粒子は 20～50 nm まで
ナノ粒子化し、比表面積は約 80 m2/g まで増加した

研究開発体制
リーダ
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（図 3）
。乾式粉砕で見られた凝集は抑制され、有機物
を添加することで、比表面積は約 120 m2/g まで増加、
細孔径は6 nm 程度まで減小した。
尿素のアミノ基はHAp
表面の Ca 原子との相互作用が強いため、効果的な粉砕助
剤として機能する。これに対して、PTFE などの親和性が
低い有機物の場合には粉砕助剤効果は得られなかった。
(2) メカノケミカル反応によるフッ素アパタイトの生成
HAp は、塩基性下では水にほとんど溶解しないが、酸
性下では水に溶解する。そのため、HAp 材料は酸性雨の
影響を受ける屋外での使用には適さない。HAp の水酸基
をフッ素イオンで置き換えたフッ素アパタイト（FAp）は
酸性下での溶解度が低く、酸性条件下でも安定な材料とし

図３ 二段階粉砕で得られた HAp ナノ粒子の SEM 画像

て用いられる。我々は、フッ素を有する有機化合物を粉砕
助剤に用いることで廃骨を FAp 化することに成功した。
粉砕助剤効果の高いアミノ基とフッ素の両方を有する化合
物の添加により、効果的なナノ粒子化とフッ素化が達成で
きる。
湿式粉砕のみではフッ素化率が著しく低下するため、
乾式・湿式の二段階粉砕がこの場合も有効であった。
(3) アパタイト-二酸化チタンのナノ複合体及び光触媒チ
タンアパタイトの生成
HAp と二酸化チタン（TiO2）の複合体は有害物の吸着・
分解が可能な材料であり、HAp の Ca 原子を Ti 原子で置
き換えたチタンアパタイト（TiHAp）は、単独で光触媒活
性を示す。本研究では TiO2 と HAp を粉砕法でナノ複合体
を得る技術を開発した。さらに、粉砕助剤としてトリフル
オロアセタミド（FAA）を用いると、TiO2 側にもフッ素

図 4 可視光を吸収する TiO2-アパタイトナノ複合体
(a)TiO2、 (b)N ドープ型、(ｃ)N ドープ型焼成後、(ｄ)
N,F ドープ型、(e) N,F ドープ型焼成後

とアミノ基由来の窒素がドープされ可視光応答性が付与で
きた。また、HAp の Ca 原子が Ti 原子に置き換わり、
TiHAp の生成が進行する（図 4）
。Ca-Ti の交換は FAA
無添加では進行せず、TiO2 へのフッ素ドープによる酸素欠
陥の過剰導入が表面の Ti の結合状態を不安定化し、Ca-Ti
の交換を可能にすると考えられる。TiO2 との共粉砕は更に
比表面積を増大させ、最大で約 170 m2/g、細孔容積、
0.21 cm3/g を達成した（図 5）
。
【参考文献】1)特願 2008-263686「多孔質アパタイト及びその製造

図 5 粉砕して得られたナノ粒子の比表面積

方法」. 2)特願 2008-263687「フッ素アパタイトの製造方法」. 3)特願 2009-266467「家畜骨残渣の処理方法」.

４．今後の展開
本研究は、高機能光触媒アパタイトを廃骨より製造することを可能とした。HAp が本来有する吸着能に加え、ミクロ・メ
ソ細孔を有するため、VOC 等の種々の有害物質の除去に効果を発揮する。フッ素化は、屋外での使用や酸性ガスの処理を可
能とし、幅広い環境下での応用展開が期待される。光触媒との粉砕によるナノ複合化は、二酸化チタンへの可視光応答性付与
のみならず、アパタイトの光触媒化も同時に進行するため、効率的な有害物の分解が期待できる。合成アパタイトと比較して、
粉砕のみの単純な工程、かつ安価な廃棄物を原料とするメリットは大きく、幅広い用途での実用化を進めていきたい。
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機能性表面を有する担持体の開発
担持体の開発（ポーラスアルミナ）

１．研究開発の目的
光触媒は室温でも触媒活性を示し、有機物を分解することが可能であることから、室内の空気の浄化、脱臭、あるいは殺菌
などへの利用が始まっている。中でも、酸化チタンは有機物の分解能力が高いことから、VOC 処理に有望な光触媒と考えら
れている。光触媒を VOC 処理システムとして実用化させるためには、光触媒の表面積の増大をはじめ、触媒反応の効率を飛
躍的に向上させる必要がある。中でも、光触媒を固定する担持体の構造設計、素材の選定が重要な課題となる。
アルミニウムを特定の酸性電解液中で陽極酸化することにより形成されるポーラスアルミナ膜は、
ナノスケールの直行細孔
が高密度に配列したユニークな構造を有する（図 1）
。適切な条件での陽極酸化により、細孔配列を高度に規則化させること
も可能である。また、ポーラスアルミナは短波長光も透過する透明な媒体でもある。本研究グループは、ポーラスアルミナに
基づく透明担持体を作製し、これに光触媒を固定する方法について検討を進めている。対象ガスを細孔内に通過させながら光
照射を行うことにより、
細孔の深部まで光触媒活性を維持し、
高い処理能力を発揮する VOC 処理プロセスを提案する
（図 2）
。

２．研究開発の内容
細孔内を通過するガスの流量は、細孔のサイズに大きく
影響する。ポーラスアルミナにもとづく触媒担持体の作製
図１．VOC 歌合せの風景

では、VOC ガスの高い透過流量を得ることを目的とし、
従来よりも大きい細孔サイズのポーラスアルミナの形成条
件についての検討を進めた。ポーラスアルミナの細孔サイ
ズは陽極酸化時の化成電圧に比例し、200 V で陽極酸化
したときの細孔サイズは 100～300 nm 程度となる。本
研究では、200 V 以上の高電圧下での陽極酸化を可能と
する電解条件の探索を行った。

図 1 ポーラスアルミナの模式図

更に高効率の VOC 処理プロセスを目的とし、より表面
積の大きい 3 次元形状の細孔構造を有する透明触媒担持
体についても研究を進めた。結晶方位が制御されたアルミ
ニウム箔を、塩酸を含む水溶液中で電解エッチングしてト
ンネルピット配列（ピット径数ミクロン、深さ数 10 ミク
ロン）を形成し、これを陽極酸化することによってトンネ
ルピットの壁面にポーラスアルミナを形成した。
このとき、
トンネルピットがランダムに配列したエッチド箔のアルミ
ニウムを効率良く陽極酸化し、アルミニウム箔が透明化す
る条件について探索を行った。
ポーラスアルミナの細孔への光触媒の担持では、チタニ
アゾルを用いた湿式プロセスにより、ナノスケールの細孔
図 2 ポーラスアルミナを用いた VOC

壁への固定化条件の検討を行った。

処理プロセス
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３．研究開発の成果
200 V を超える高電圧での陽極酸化条件の探索では、
電解液にクエン酸を用いると安定して陽極酸化を行えるこ
とが分かった。図 3 に、0.13 M のクエン酸水溶液中で
400 V での陽極酸化を行って得られたポーラスアルミナ
の破断面 SEM 像を示す。平均細孔間隔が約 1μm、膜厚
が約 2 μm のポーラスアルミナの形成が確認された。こ
の試料の細孔径は約 200 nm であるが、ポーラスアルミ
ナをリン酸などの水溶液中で化学的にエッチングすると細
孔壁が均等に溶解するため、ポストエッチング処理で細孔
サイズを最適化することも可能である。
3 次元形状のポーラスアルミナ膜の作製と透明媒質化で
は、トンネルピットがランダムに配列したエッチド箔を効

図３ 細孔間隔 1μm のポーラスアルミナ

率良く陽極酸化する必要があることから、ポーラスアルミ
ナの成長が柔軟な陽極酸化条件の探索を進めた。これまで
の陽極酸化では硫酸、シュウ酸、リン酸の水溶液を使用し
てきたが、今回の検討ではクロム酸の水溶液を使用し、5V
の低化成電圧でアルミニウムエッチド箔を陽極酸化するこ
とにより、トンネルピットの壁面から成長したポーラスア
ルミナが効率良くアルミニウムを消費し、箔を透明化でき
ることが分かった。図４は、クロム酸水溶液中で陽極酸化
したアルミニウムエッチド箔の陽極酸化時間と透過率の関
係を調べた結果であるが、30 分以上の陽極酸化でエッチ
ド箔の光透過が確認され、40 分の陽極酸化で透過率が約
10%まで上昇し、透明媒質化を達成することができた 1)。
ポーラスアルミナの細孔への光触媒（酸化チタン）の担

図４ アルミニウムエッチド箔の陽極酸化
により得られた 3 次元多孔質透明媒体

持手法については、アルミナゾルの細孔壁への析出条件の
最適化により、ナノスケールの細孔の壁面に均一に酸化チ
タンをコートすることが可能となった。図５にその結果を
示すが、細孔サイズ約 50 nm、細孔深さ約 700 nm の高
アスペクト比ポーラスアルミナの細孔壁面全面に酸化チタ
ンの微細構造が形成されていることが確認されている。
【参考文献】1) Issei Mizuki, Toshiaki Kondo, Kazuyuki Nishio, and
Hideki Masuda, Japanese Journal of Applied Physics, 48, 020218 (2009).

図 5 酸化チタンを細孔壁に固定した

４．今後の展開

ポーラスアルミナ膜

これまでの研究で陽極酸化ポーラスアルミナの細孔サイズを幅広く設定することが可能となり、さらに 3 次元形状の大面積
ポーラスアルミナ膜も得られていることから、これらに光触媒を担持し、VOC ガスの分解効率の確認を行っていく予定であ
る。

材料７
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機能性表面を有する担持体の開発

１．研究開発の目的
環境浄化材料は適切な吸着材や触媒だけでなく、担持体との組み合わせが重要であり、吸着材や触媒保持用のカートリッジ
やカプセル等の担持体の作製により、VOC 処理及び吸着材や触媒の効率向上を目指す。３次元構造を有し、さらにその表面
に機能を付与するマイクロカプセル型担持体の開発を目的とする。
具体的には、金属材料のプレス成形技術により、小型で高精度かつ高強度な３次元構造体を創製し、粉体材料の回収及び再
処理が容易な担持体を試作する。また、担持体表面にカーボンナノチューブを合成し、表面に多数のカーボンナノチューブを
垂直配列することにより、担持体表面積をドラスティックに拡大し、VOCなどの吸着効率向上を目指す。

２．研究開発の内容
本研究では、金属薄材を用いて高効率なマイクロ３次元
形状創成について検討した。具体的には、マイクロ金型を
用いたプレス成形、及び高エネルギービームを用いたマイ
クロ溶接によるマイクロ円筒形状の形成を試みた。図１に
金属薄材プレス成形機とマイクロ金型を示す。図２に電子
ビーム溶接の概要図とマイクロ部品固定用冶具を示す。金
型を用いた３次元成形は加工効率が高く、製品の量産に適
している。いっぽう、高エネルギービーム溶接は金型を必

図１ 金属薄材プレス成形機とマイクロ金型概要

要とせず、密閉性を要する構造の製作に有効である。
吸着材、触媒などの担持体として、マイクロな３次元構
造に表面機能を付与する目的で、金属基板と透明樹脂基板
表面にカーボンナノチューブを垂直配向することを試みた。
図３にカーボンナノチューブ合成装置概要を示す。基板材
料をエタノール雰囲気中で加熱することにより、基板表面
にカーボンナノチューブが垂直配向で合成される。合成さ
れたカーボンナノチューブを自己組織化の手法を用いて、

図２ 電子ビーム溶接装置概要

カーボンナノチューブを凝集させ、適切なサイズを有する
セル構造を形成する。また、用途に応じてカーボンナノチ
ューブを透明樹脂基板に転写する。
金属薄材成形が金属基板上のカーボンナノチューブ合成
への影響を明らかにするために、プロセスの最適化につい
て検討した。カーボンナノチューブを樹脂基板へ転写する
場合の転写特性について検討した。さらにセル構造を形成
する場合、各種プロセス条件がカーボンナノチューブ凝集
への影響を調べた。
図３ カーボンナノチューブ合成装置概要

研究開発体制
リーダ

楊 明 首都大学東京システムデザイン研究科教授
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３．研究開発の成果
金属プレス成形を用いた金属薄材（SUS304H ，
t=0.02mm）を円筒形状に成形することができた。この場
合 2 段マイクロ深絞り加工により，φ1.1 ㎜のブランクを
切り出し、１工程目でφ0.7 ㎜の円筒カップに絞り、２工
程目で再絞りすることにより、φ0.5mm の円筒カップを
成形加工した。図４に各プロセスにおける形成品を示す。
精密プレス成形によるマイクロ 3 次元容器形状の高効率

図４ プレス成形金属薄材の円筒構造

成形が可能であることが分かった。また、プレス曲げによ

２段マイクロ深絞りによる創成

って金属箔材をチューブ状に成形した後、高エネルギー電

（材料: SUS304H、ｔ=20μm、Φ=0.5mm）

子ビーム溶接を行った。薄材の場合、熱容量が小さく、剛
性が低いため、溶接が大変困難とされたが、本研究では、
板厚 10 ・ m と 20 ・ m のステンレス鋼及びチタンに対
して、適切な溶接条件で溶接に成功した。これらの条件を
用いてチューブ状に成形したチタン材（t=0.02mm，Φ
=2mm）の溶接を行い、その結果を図５に示す。
素材表面に触媒をコーティングし、炭化水素雰囲気で
CVD 法による垂直配向カーボンナノチューブの合成を行
った。図６にステンレス鋼の表面に垂直配向したカーボン

図５ 電子ビーム溶接によるマイクロチューブ形状創成

ナノチューブの写真を示す。触媒コーティング条件や
CVD プロセス条件を適切に制御することによって、カー
ボンナノチューブの長さ制御が可能であることが分かった。
また、適切な表面処理及び自己組織化によって、カーボン
ナノチューブをセル組織に凝集させることに成功した。自
己組織化条件を制御することにより、セル構造の大きさを
数・ m～数十・ m に変化させることができた。図７に凝
集前と凝集後のカーボンナノチューブを示す。このような
3 次元マイクロセル構造表面に VOC 分解触媒をコーティ

図６ 金属基板表面に垂直配向したカーボンナノチューブ

ングすることにより、VOC との接触表面積を拡大し、分
解効率向上につながる。また、カーボンナノチューブを透
明樹脂の表面に転写することにより、可視光応答型光触媒
などの担持体として利用できる。
【参考文献】1) Hiroki Ogawa, Ming Yang, Yukiko Matsumoto,

Wei Guo, J. of Solid Mechanics and materials Engineering,
3-4(2009), 647-655.

2) Tatsuya Sameshima, Takuya Yabe,

図７ 自己組織化によるカーボンナノチューブのセル構造形成

Ming Yang Ryuichi KOBAYASHI, Ming YANG, Proceedings of
MENS, (2011), CD-ROM. 3) 特願 2009-117120．

４．今後の展開
機能性表面を有する担持体の開発において、3 次元マイクロ担持体の製作及びカーボンナノチューブ垂直配向とセル構造形
成による表面機能創成に関する要素技術に関する研究開発を行ってきた。これらの機能表面を有する３次元構造体を担持体と
して高効率な VOC 吸着や分解ができるマイクロカプセル型デバイスに適用できる。また、これらの要素技術は、VOC 吸着
処理のみならず、その他の環境浄化や生化学分析などのマイクロ機能デバイスへの応用も期待される。
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装置１

塗装乾燥炉用 VOC 処理装置の開発

１．研究開発の目的
塗装作業は、塗布、セッティング、乾燥の３工程で構成され、前の２工程では、低濃度 VOC が多量に排出され、最後の
乾燥工程では、高温加熱に伴い VOC の他にヤニや悪臭が排出される。VOC は大気中の光化学オキシダントや PM2.5 の
原因物質であり、各事業所の事業形態に応じて VOC 削減対策は取られているが、乾燥炉排ガス処理装置の開発は遅れてい
る。
平成 20 年度の都苦情受付件数を見ても、悪臭と大気汚染の占める比率は 35％と高い状況である。高温排気ガスを処理
できる触媒燃焼法は、低温処理が可能で各種産業施設で多数使用されているが、ヤニを含む塗装乾燥炉向けの適用事例は少
ない。
東京大学と都産技研が共同で開発した触媒（以下、TIRI 触媒と呼ぶ）は、従来の白金触媒に対して、①VOC 処理性能は
ほぼ同じ、②酢酸エチルとヤニを約 100℃低温で除去、③悪臭除去性能が高い、④材料費が安価などの特長を有する。
そこで、TIRI 触媒を搭載した金庫型乾燥炉用 VOC・悪臭処理装置の製品化を目的に、①省面積、②省エネ、③設備・維
持費が安価、のコンセプトで試作機を製作し、塗料を用いた実負荷実験に

構成部品と機能④

部品名

より装置基本性能と仕様の明確化を図った。

②
③

①

２．研究開発の内容

⑤

(1) 塗装乾燥炉の特性調査

被塗物収納と気密性確保

30

②吸気

VOCの希釈空気導入

62

③循環

熱風ガスを炉内に供給

8

④排気

VOCとヤニ排出

－

⑤加熱源

炉体、吸気空気、循環空
気の加熱

100

図１ 乾燥炉構造と機能

制されている。図２は乾燥炉排気濃度と成分の一例を示す。乾燥立上工
程は塗料成分由来の VOC が排出され、乾燥定温工程は加熱による熱変
性でホルムアルデヒドなどが増加し悪臭が発生する。

入口濃度(ppm)

炉加熱熱量は大幅に低減でき省エネ化が図れるが、炉内 VOC 濃度は労
働安全衛生規則で対象 VOC の爆発下限界値の 30％未満にするよう規

加熱熱量
比率(%)

能

①炉体

図１は熱風式金庫型乾燥炉の構造と機能を示す。乾燥炉加熱熱量は炉
体・吸気空気加熱量、放熱量などで決まり、吸気量を低減すると、乾燥

機

(2) 省面積化の検討

200
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悪臭原因物質
ブチルアルデヒド
ホルムアルデヒド
キシレン
エチルベンゼン
トルエン
ブタノール
乾燥立上
1170ppmC

乾燥定温
440ppmC

図３は処理装置の設置場所比較結果を示す。中小事業所では設置場所
図２

の確保が装置導入時の課題となるので、設置面積が不要な乾燥炉上部搭
方

載形を採用した。

配

乾燥炉排気濃度と成

式

別 置

方 式

K

T

１F

K：乾燥炉
T：処理装置
D：ダクト

(3) 低圧損化の検討
図 4 は方式別の圧損比較結果を示す。TIRI 触媒は、触媒被毒となるヤ
ニを VOC とともに 300℃前後で処理できるので、ヤニ処理材が不要
で、低圧化で送風機動力の低減、省エネ化が図れる。

開 発

方 式

置

屋上

T
K

T
１F

１F

設置面積

K
△（必要）

○（不要）

装置流入温度

△（ダクト放熱で低下）

○（低下無し）

送風機動力

△（ダクト圧損で増加）

○（増加無し）

ダクト工事

△（有り）

○（不要）

△

◎（採用）

評価

図３ 設置場所比較

(4) 省エネ化の検討
図５は通常の処理装置のフローを示す。乾燥炉の排気ガスは触媒ヒータ
で加熱され、ヤニ処理材を経由して触媒槽で VOC を分解後、熱交換器で
熱を利用し排出される。図６は開発装置のフローを示す。乾燥炉の排気

方

式

従来方式 （白金触媒）
450～500℃

300～350℃

ヤニ除去方法

前処理材に付着で分離

VOC分解温度とともに除去

前処理材

ヤニ
VOC

ガスは触媒ヒータで加熱され、触媒槽で VOC 分解後、浄化高温ガスとな
る。このガスの大部分を乾燥炉加熱循環用に利用する方式のため、乾燥炉
の吸気量を低減しても炉内 VOC 濃度は高濃度にならず、残量を熱交換器

開発方式(TIRI触媒)

ヤニ分解温度

Φ３

触媒材

触媒材

ヤニ
VOC

VOC

Φ５

前処理材抵抗

１６００Pa（層高７０mm）

０（前処理材無し）

触媒材抵抗

３５０Pa（層高２００mm）

３５０Pa（層高さ２００mm）

抵抗合計

１９５０Pa

３５０Pa

で利用するので、乾燥ヒータ容量は小さくなり設備電力と運転電力の省エ
図４ 低圧損化比較

ネルギー化が可能である。
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図５ 通常装置フロー

図６ 開発装置フロー

図 7 試作機外観

３．研究開発の成果
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図 8 上段は VOC 除去性能試験結果を示す。入口濃度は
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率は 99%以上であった。なお、計測は FID で行った。
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表１は三点比較式におい袋法の結果を示す。出口の臭気
22 以下である。
表１ TIRI 触媒脱臭性能
採取時間 検体名称 臭気濃度 臭気指数 脱臭効率
13,000

41

31

15

出口ガス

2 50

温度、開度(℃, %)
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図 8 乾燥炉排ガス処理結果

(3) 制御方法
図 8 下段は運転時の各種データを示す。触媒出入口温度が 300℃に到達後、乾燥炉内に塗装物を充填し、乾燥炉扉を閉
めて乾燥を開始した。触媒出口温度は VOC の触媒分解熱により 30℃程度上昇、その間に、乾燥炉は乾燥ヒータと調整弁
で制御される処理装置からの熱風で昇温され 130℃に到達した。乾燥定温工程では、乾燥ヒータは OFF 状態で、調整弁は
開度 65～0%の間で PID 制御され、触媒ヒータは４kＷ定格の約 65％負荷で PID 制御された。塗料を用いた実負荷時電力
は、触媒反応熱により無負荷運転時より 12％減で運転できた。
(4) 省エネルギー効果
表 1 は試作機をもとに検討した結果を示す。設備電力は
従来方式 112.2 kＷに対して、開発方式は 54％低減の
51.7 kＷ、運転費は従来方式 141.2 万円に対して、開発
方式は 52％低減の 68.7 万円となった。開発方式の運転
費（年）は乾燥炉単独 43.5 万円に対して 25.2 万円アップで、
毎月約 2.1 万円で悪臭ガスと VOC の浄化が可能である。

表 1 省エネルギー効果の比較
方

式

構 造
K：乾燥炉
T：処理装置

A乾燥炉

B従来方式

K

C開発方式

T

T

K

K

５

５

MAX１

１８０

１８０

１８０

処理風量(Nm3/min）

ー

５

３

処理装置温度(℃）

―

４５０

３００

４０．４
（36+2.2+2.2）

１１２．２（１００）
（36+2.2+63+11）

５１．７（４６）
（13+2.2+31+5.5）

３７．５

１１２．２（１００）

４８．７（４４）

６

２９

２０

４３．５

１４１．２（１００）

６８．７（４８）

吸・排気量（Nm3/min）
乾燥炉温度（℃）

設備動力（ｋＷ）
電気代（万円/年）
消耗品他（万円/年）
運転費(万円/年）

条件：1．乾燥炉容積：5ｍ３、2．昇温時間：60分、3．乾燥時間：80分、
4．稼働回数：2回/日×260日/年、5．電気代：20円/kWh、6気温：20℃

４．今後の展望
実塗料を使用した試作機での実験結果から、処理装置浄化ガスを乾燥炉に戻す方式と白金触媒に変わる TIRI 触媒の採用で、
当初の目標である VOC とヤニの同時処理が可能で、省面積・省エネ・低維持費を満足できる結果となった。今後は、シス
テムの簡素化による原価低減を行うとともに、触媒のヤニ耐久性などの信頼性向上を図り、製品の普及を進めていく。

装置２
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大風量低濃度 VOC 処理装置の開発

１．研究開発の目的
事業所から排出される VOC 削減方法にはインプラント（工程内対策）とエンドオブパイプ（VOC 処理装置の設置）があ
り、各事業所では事業形態に応じて対策中である。エンドオブパイプの処理装置は小型機と大規模事業所向に開発されたもの
が多く、中小企業向処理装置の開発は遅れているのが現状である。本研究は中小塗装工場向で、2005 年度、環境省の委託
で東京都環境局他が実施した「中小企業向け VOC 脱臭処理装置のニーズに関するアンケート調査結果」のニーズである低濃
度大風量や塗装ミストにも対応でき、設備・維持管理費が安価で、設置面積が小さいなどの要件を満たす処理装置の基本構造・
仕様の明確化を図る。

２．研究開発の内容

表１ 開発要件

(1) 開発ターゲットと要件

項目

内容

表 1 に示すフェーズⅠ結果による開発要件と塗装ブー

稼働日数（日/年）

260

ス排出ガスの下記特性から活性炭吸着材方式を採用した。

稼働時間（h/日）

6

① 作業員の安全性確保の法規制から塗装ブース内換気
風速が速いため、VOC 濃度は低く、発熱量も低い
② 塗料成分は顔料、樹脂分、溶剤から構成されているの
で排ガスには付着性ミストが混入している
③ 各種塗料が用いられているので排出ガス中の VOC 成
分も多岐にわたる

3

処理風量（ m /h）

10,000

VOC 流入負荷（kg/6h）

8（トルエン換算値：32ppm）

ミスト流入負荷（kg/6h）

0.348

VOC 除去率（％）

50（トルエン換算値：16ppm）

ミスト除去率（％）

100

２

設置面積（m ）

3.3

④ スプレーガンによる ON・OFF 運転やガン洗浄で
VOC 濃度は変動する

活性炭吸着部
フ固定ﾌｨﾙﾀ
ィルター部 活性炭吸着部

(2) 装置開発上の留意点
フェーズⅡの処理装置開発においては下記に留意した。
① フェーズⅠ結果の検証と課題抽出及びシステム比較
による優位性の確認

塗料ミスト含む
塗装ミスト・
V OCガス
VOCガス

浄化ガス
浄化ガス
出口
出口

② ミストが活性炭吸着部に流入すると圧損上昇と活性
炭吸着性能低下となるので除去する方式検討

図１ A 案方式

③ 設備導入費を安くするために工場製作一体搬入構造
として現場工事を削減

⑤ 洗浄空気
噴入

(3) 装置構造案
上記留意点から装置構造として２案に絞りこんで研究を

② プレコート

進めた。
A 案：ミストと VOC を個々に除去するフィルター部と
活性炭吸着部を組合せた方式（図１）

③ 塗料ミスト含む
ＶＯＣガス

B 案：ミストと VOC を同時処理する活性炭プレコー
ト方式（図２）

浄化ガス ④
出口
事前に粉末
活性炭注入 ①
使用済
⑥
活性炭排出

図２ B 案方式

研究開発体制
リーダ

小島正行 都産技研

参画研究者 伊瀬洋昭、平野康之 都産技研
参画企業
小島正行

伊瀬洋昭

平野康之

日立プラント建設サービス株式会社

３．研究開発の成果
(1) 塗装ミストの影響

100

600

80

400

60

200

40

ppm

ミストは後段に流出する。そこで、塗装ブースと活性炭吸着

/Pa

塗装ブースのミスト捕集効率は 95％前後のため、未除去

120

800

0
0

部を組合わせた試験装置を用いて塗料をスプレーガンにて

5

10

15

20

入
力
出
力

20
0
0

50

時 間/min

0.2 g/s（実機の 1/10 量）
噴射して 20 分間通気した結果、

図３

圧損上昇は 600Pa であった（図３）
。この時のミスト除去

100

150

200

250

時 間／min

塗装ミストの影響

図４ VOC 処理性能

率は 100％、活性炭 VOC 吸着量は数％低下した。観察の
結果、活性炭層上流面と空隙部に直径数μm の球状でミスト

200

が付着していた。このことから、A 案方式ではミスト流入条
件とリサイクル可能な金属フィルター（詳細は 26「金属繊
維フィルターの開発」参照）性能から金属と繊維フィルター

トルエン濃度（処理前）

100

フィルタ圧力損失
80

Pa

0

B 案方式実験装置（ろ過面積 0.5 m2）を用いてトルエン
含有ガスを通気し動的破過性能実験を実施した結果、処理後

トルエン濃度（処理後）

0

5

10

ppm

50

を組み合わせた構造とした。
(2) VOC 処理性能

150

1600
1400
1200
1000
800
600
400
200
0

15

時 間／min

図５ ミスト・VOC 同時処理性能

濃度が 16ppm を超える破過時間は約 200 分であった（図

排出口

４）
。流入負荷（処理前濃度は実機流入濃度の約 3 倍）と通
点検蓋
カートリッジ支持板

気時間 200 分から実機では 10 時間運転に相当し、表１の

吸込口

要件である 6 時間をクリアーできることが判明した。
(3) ミスト・VOC 同時処理性能

活性炭
プレコート

排出口

B 案方式実験装置と塗装ブースを組合せて（1）項と同条
件で 13 分間通気した結果、圧損上昇は 80Pa、ミストとト
ルエン除去率は 100％であった（図５）
。観察結果から、ミ

吸込口

ストは活性炭層（1 mm 未満）表面に薄っすらと付着してい
る程度で活性炭層内部には到達してない。通気時間と流入負
荷からミスト・VOC 同時処理でもクリアーできることが判

カートリッジ

金属フィルター
活性炭

明した。

繊維フィルター

(4) 実機基本構造・仕様

図６ A 案構造

図７ B 案構造

実験結果により、設計検討した処理量 10,000 m3/h の A
案と B 案の現状の装置基本構造・仕様を示す（表２、図６及
表 2 実機基本仕様

び図７）
。表１の要件に対して両方式とも処理性能、設置面
積は満足する。本体価格は A 案より B 案のほうが安価であ
るが、更なる価格低減には LV（ろ過速度）向上・ろ過材最
適化実験と原価低減及び標準化設計などの検討が必要であ
る。処理装置導入による B 案維持管理費は木炭など安価な吸
着材の採用や、現状塗装ブースフィルターをリサイクル可能
な金属フィルターに交換することで低減が図れる。

構 成
寸法（ｍ）
設置面積（ｍ ２）
活性炭種類

A案方式
フィルター部＋吸着部
W1.7 ×L1.9×H2
3.3
３．３
破砕活性炭

LV（m/min ）
SV（１/h）
設備圧損（Pa ）
設備動力（ｋｗ）

15
１５
１１０００
11000
2100
２１００
１５
１5

B案方式
円筒形ろ布
□1.75×H6.75
3.1
３．１
粉末活性炭
1.5
１．５
１５００００
150000
3800
３８００
２０．７
20.7

４．今後の展望
実塗料を用いた実験により現在までに得られた結果をベースに設計検討を行い、フィルター無しでミストと VOC の同時処
理が可能な B 案を提案し、装置基本構造・仕様の明確化ができた。本研究により得られた成果を活用して、関連プラント・装
置メーカとユーザの連携による開発が推進されることを期待する。
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バグフィルター型 VOC・ミスト処理装置の開発

１．研究開発の目的
塗装工程から排出される VOC と塗装ミスト混じりの排気ガスは、塗装ブースのフィルターで塗装ミスト類を除去したあと
に活性炭吸着法などで VOC を除去し大気放出されているが、フィルターの塗装ミスト除去率は 95％程度なため、残存塗装
ミストが活性炭吸着部に流入して十分な性能を発揮できない。この状況に対して、塗装ミストと VOC を効率的に除去でき省
面積、省エネで安価な処理装置の開発が求められている。
そこで、中小塗装工場向けの省面積、省エネで安価なバグフィルター型 VOC・ミスト処理装置の製品化を目的に縮小モデ
ル機を試作し、塗料による実負荷実験を行い基本構造・仕様の明確化を図った。

表 1 塗装工場の操業条件モデル

２．研究開発の内容
設備価格が安価な活性炭吸着法において、VOC 吸着

換気風量

10 000 m3 h-1

操業時間

6 h d-1

能力を維持しながら塗装ミストも同時除去できる安価な

塗料種

粉末活性炭（ACP）とバグフィルターを組み合わせた処

塗料消費量（シンナーを含む）

理装置の開発を行った。処理装置の縮小モデル機を試作

アミノアルキド樹脂塗料
15.8 kg d-1

塗着効率

40 wt%

塗装ブースの種類

乾式ブース

して、ACP の処理性能を調査し、塗装工場への適用に

乾式ブースの塗装ミスト除去効率

94.2 wt%

ついて検討した。

塗料固形分比率

50 wt%，
（白色）

(1) 開発要件
有機溶剤中毒予防規則により、中小企業における塗装
作業の換気量は 10000 m3h-1 程度であることが多く、

出口

表 1 に示す操業条件を標準とした。また、1 日に排出さ

乾式ブース模擬装置

れる塗装ミストの固形分量は、表 1 条件から 275 g d-1
と仮定した。
(2) 縮小モデル機
図 1 に示す縮小モデル機を試作し、不織布製バグフィ
ルター（Ø155× H257 mm）を 4 本固定し、粒度の
入口

異なる ACP をフィルター上流側に保持させ ACP の圧
力損失、吸着率を測定した。表２に実験条件を示す。
バグフィルターの ACP 量を変化させ、ACP の圧力損
3 -1

縮小モデル機

バグフィルタ

失を測定した。また、縮小モデル機の 72 m h （線速
度 LV:0.04 m s-1）において、塗装ミストの固形分量

図 1 縮小モデル機

1.98 g は実稼働工場の 1 日分に等しく、ACP をバグ
フィルター上流側に保持させた後に、ミスト 2.14 g を
付着させ、ミストによる圧力損失を測定した。36 m3h-1
-1

（LV:0.04 m s ）
での実験も2.14 gの付着量とした。

表 2 圧力損失測定の実験条件
活性炭層面積 m2
3

-1

0.5
-1

風量 m h （LV: m s ）

36（0.02）,72（0.04）

トルエンガス 100ppm を ACP へ導入し、ACP 通

使用活性炭

過後の濃度が 15ppm に到達するまでトルエンを通気

メジアン径

PG-1PD(B)

37

させ、トルエン導入量と ACP 量から吸着率を求めた。

μm

PG-1PD(C)

67

PG-1PD

19

また、ACP 量を変化させ、吸着率の変化も調査した。

研究開発体制
リーダ

小島正行 都産技研

参画研究者 伊瀬洋昭、平野康之 都産技研

小島正行

伊瀬洋昭

平野康之

３．研究開発の成果
表 3 吸着率の設定による必要保持量と圧力損失

(1) ACP の圧力損失
図 2 に ACP 保持量と圧力損失の関係を、図 3 にミスト

吸着率

型番

付着による圧力損失の変化を示す。使用する粉末活性炭の

wt%

粒径によって圧力損失を低下できる事が明らかになった。

粉末活性炭

保持量

圧力損失

g m-2

kPa

塗装ミスト
付着後の
圧力損失
kPa

PG-1PD

25

455

5

PG-1PD(B)

20

569

1.3

0.1

PG-1PD(C)

10

1138

1

0.15

(2) ACP の VOC 処理性能
図 4 にトルエン吸着率と ACP 保持量の関係を示す。

粉末活性炭

0.4

ACP 保持量が増加すると吸着率は低下した。この原因は
偏りが生じ、抵抗の少ない ACP 層部を通過するガスが多
くなったためと考えられる。
(3) 実機の設計
実機の LV を 0.04 m s-1 と設定し、実機の設置面積を
3.3 m2 以下とした場合、実験で使用した外径 0.155 m、
4 本でのバグフィルター設置面積 0.233 m2 から、長さ
2.55 m のバグフィルター56 本を W1.76xL1.86 m 内

粉末活性炭の圧力損失 [Pa]

ACP 量増加にり活性炭層は不均一な厚さとなり、流れに
4500
4000
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
0

の平面内に装備する設計となる。
-1

LV0.04 m s

100

200
300 400
500 600
700
粉末活性炭保持量 [g m-2]
1PD, LV0.02m/s
1PD, LV0.04m/s
1PD(B),LV0.04m/s
1PD(C), LV0.04m/s

の吸着率の設計値は、図４から、

PG-1PD は、
およそ 30～25wt%の範囲であるので最小

図 2 粒度ごとの粉末活性炭保持量と圧力損失の関係

PG-1PD（C）は 10wt%とそれぞれ設定し、1 日の必要
な ACP 量を次に求めた。1 日の VOC 処理量は 7.9 kg
であるから、PG-1PD を使用する場合は 31.6 kg、
PG-1PD（B）は 39.5 kg、PG-1PD（C）は 79 kg 必
要になる。ACP 保持面積は 69.4 m2 であるから ACP 量
はそれぞれ表 3 に示す値となる。ACP 量から圧力損失は

塗装ミスト付着後の
圧力損失の変化 [Pa]

の 25wt%を用い、同様に PG-1PD（B）は 20wt%、

300
250
200
150
100
50
0

それぞれ図 2 及び 3 から推定され、表 3 の値となる。

0

圧力損失と吸着率から使用する ACP は PG-1PD（B）
が適し、実機の圧力損失は 1.3 kPa と設計される。バグフ
ィルター型 VOC 処理装置仕様を下記にまとめる。
35

⑤粉末活性炭量 39.5 kg d-1（使用メジアン径 37μm）
⑥装置圧力損失: 1.3 kPa

４．今後の展開
実塗料を用いた実験により、現在までに得られた結果を
ベースに設計を行い、従来装備されていた塗装ミストフィ
ルターなしでミストと VOC の同時処理が可能な方法を提

トルエン吸着率 [wt%]

②装置設置面積: 3.26 m2
④粉体保持面積: 69.4 m2

200 300 400 500 600 700
粉末活性炭保持量 [g m‐2]
1PD, LV0.02m/s
1PD, LV0.04m/s
1PD(B), LV0.04m/s
1PD(C), LV0.04m/s

図 3 ミスト付着による粉末活性炭の圧力損失の上昇

①風量: 10 000 m3h-1
③バグフィルター本数（Φ0.155x2.55 m）: 56 本

100

30
25
20
15
10
5
0
0

100

200
300
400
500
粉末活性炭保持量 [g m-2]
1PD, LV0.02m/s
1PD, LV0.04m/s
1PD(B), LV0.04m/s
1PD(C), LV0.04m/s

図 4 粉末活性炭保持量とトルエン吸着率の関係

案し、装置基本構造・仕様の明確化ができた。また、粉末活性炭を使用したバグフィルター型 VOC・ミスト同時処理装置は、
需要が多い設置面積 3.3 m2 以内に設置可能であることも分かった。今後は、バグフィルターの外径やバグフィルター間の距
離等の最適化と標準設計による原価低減や塗装工場のフィールドデータ取得による耐久性、信頼性の確認が必要である。
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プラズマによるＶＯＣ処理装置の開発

１．研究開発の目的
VOC の削減技術・低減技術には、吸着法や分解法など
多くが検討・実施されている。本研究では、分解法の一つ
としてプラズマを用いたガス浄化方法に着目した。この方

電源

法では、プラズマ放電場中（プラズマ空間内）に処理対象
の VOC ガスを導入することで、VOC がその場で分解さ

化学反応器

れるため運用が簡単である。また、処理効率を向上させる
ため、貴金属（白金、パラジウム、ロジウム等）の触媒を
併用することもある。問題点としては、装置の小型化を検
討する必要があること、分解時の副生成物対策を考慮する

ガス収集

ことが挙げられる。
これらを踏まえ、大気圧プラズマ励起と触媒活性を時空

ガスボンベへ

間 的 に 共 存 さ せ た 化 学 反 応 器 （ Plasma Assisted
Catalytic Technology: PACT）1)を基礎とし、改良に

図１ 簡易ガス分解評価装置

より小型化とVOC分解効率向上を図る2)ことを目的とし
た。また、可変要因の定量的把握を行い、広範囲な濃度と
電極

風量への対応可能性と、副生成物の抑制を検証した。

A

～2Nm /m）条件下での分解率50％以上を達成し、オフ
ィスや病院等でも使用できる、VOC等の小型有害ガス処

A

プラズマ発光

研究の成果をもとに、低濃度（～100ppm）
、低風量（
3

電極

電極
B

ガス

電極 B

ガス

(触媒材料)

触媒材料
プラズマ発光

理装置を実現することを目標とした。
電極

A

電極

A

図２ プラズマ発生電極の模式図

２．研究開発の内容
化学反応器の分解効率向上のため、
プラズマ発生用電極及
化により従来の6倍の出力を有する試作機を作製し、図１

評価ボックス
１ｍ×１ｍ×１ｍ

GC
V

S

～１００ppm
酸化エチレン
～１Nm3/m

するため、図２に示す構造とした。すなわち、プラズマ発
生電極の表面に触媒材料を担持し、処理対象ガスがプラズ
マと触媒に同時に接触するように工夫した。

す。ブロックダイアグラムに示すように、簡易ガス分解評

4

1
分
解 98
率

2

3

6
5

8
7

％
ファン

シャッター開閉

96

PACT反応器
Pt電極

PACT
反応器

図３に、VOCの一種である酸化エチレン（滅菌ガスとし
て医療機関で用いられる）の分解特性を評価した結果を示

100

EOG

に示す簡易ガス分解評価装置を用いて検証した。
電極は、プラズマ励起と触媒活性との相乗効果を効率化

1分後の分解特性

分解評価ブロックダイアグラム

び電源の改良を行い、電源装置の出力改善と電極の大面積

高周波
高電圧電源

ボンベ
（酸化
エチレン)

94

1 2

3

4

5

6

7

8

繰り返し回数

図３ 酸化エチレンの分解評価ブロックダイアグラムと、

価装置の内部に100ppmの濃度となるようにボンベから

処理開始１分後の分解結果

酸化エチレンガスを供給した。このときの初期濃度をガス

研究開発体制
リーダ

林 佑二 インパクトワールド（株）代表取締役

参画研究者 三尾 淳 都産技研

林 佑二

三尾 淳

クロマトグラフにより測定した。その後、1分間シャッタ
ーを開けて分解処理を行い、再び濃度を測定して分解率を
算出した。図３右の測定結果から、8回の評価でいずれも
分解率98％を上回っており、迅速かつ効率よく環境を浄
化できることが確認できた。
プラズマによる VOC 分解で発生する副生成物のうち、
特にオゾンについて検証を進めている。現在までに、化学
反応器の運転条件を種々設定することでオゾンの発生を抑
制することを試みており、低減の可能性を見出している。

３．研究開発の成果
図４は、本研究の成果をもとに開発した医療用ガス
分解装置の、実用化機である。本装置は、
「プラズマと
触媒が共存する環境を作り出す技術」PACT をキーワ
ードにして、低濃度・小風量条件下での VOC、特に医
療用滅菌ガスの酸化エチレンガスを高効率で分解・浄化
が可能な医療用ガス分解装置として販売を開始した

図４ 開発した医療用ガス分解装置

3)

。

表 1 にこの装置の主な仕様を示した。一般の家庭用
コンセントに接続可能であり、机上にも設置できるサ

表１ 開発した医療用ガス分解装置の仕様

項目

仕様

用途

亜酸化窒素、酸化エチレン

風量(m3/分）

最大 2 m3/分

ン分解特性を示す。ステンレス（SUS）電極よりも白金触

入力

AC 100V

媒電極において分解速度が速く、短時間で法規制値

消費電力(W)

300W

寸法(mm)

W280 D320 H390

質量(kg)

10.0

メンテナンス

フィルター類

イズとしている。本装置はプラズマと触媒の相乗効果
を引き出すため、電極に印加する電圧は可変とした。な
お、放電部の電極表面には白金触媒を施している。
図 5 に、開発した医療用ガス分解装置により酸化エチレ

（1ppm 以下）を達成できることが分かる。この処理時間
は最速で 1 分以内を実現可能である。
【参考文献】
1) 米国特許 5474747（1995 年）
.2) 特願 2009- 204833.
3) イ ン パ ク ト ワ ー ル ド 株 式 会 社 ホ ー ム ペ ー ジ 、 URL ：
http://www.impact-world.jp/

４．今後の展開
平成20年12月24日に、関東経済産業局長から中小企
業基盤整備機構新連携補助金の「新連携コア企業」
（課題名
「プラズマ・触媒融合技術による有害ガス浄化サービスの
事業化」
）に認定された。本研究により開発したガス分解
装置を事業の中心に据え、種々の環境における有害ガ
ス処理を視野にいれた活動を開始している。
平成22年度には「第23回中小企業優秀新技術･新製
品賞」に応募、奨励賞及び産学官連携特別賞を受賞し
た。現在、開発した装置は10社と商談中である。
図５ 開発した分解装置の特性
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VOC 処理リサイクルシステムの開発

１．研究開発の目的
既存の塗装ブースに設置可能な低コストの VOC 排ガス処理装置の具現化のために、
吸脱着処理が同時に行われる従来の処
理装置を吸着装置と脱着装置とに分離して運用できるシステムの実現を試みている。吸着と脱着の各工程を分離し、塗装ブー
ス（排出サイト）では吸着工程のみとすれば投資負担を軽減でき設置面積を抑制できることと、活性炭等吸着体に吸着された
VOC を専門工場等（処理サイト）で一括して脱着できれば脱着効率を向上できるという可能性を秘めている。しかしその一
方で、本システムでは、活性炭等の吸着材の輸送手段が必要となることから、輸送コストを低減するための新たな解決策が求
められることになる。輸送手段まで含めた表題のリサイクルシステムを、エネルギーパフォーマンスを最少化した分離処理シ
ステムで樹立しようとするものである。そのために VOC 処理装置向けのセンシング技術の構築と、センシング対象となる処
理装置を模擬し、連続的に吸着試験が実施可能な、吸脱着試験装置の実現を目的として研究開発を進めた。

２．研究開発の内容
対象とする塗装ブースでは、塗装ミストを含んだ平均濃
度700ppmC
（トルエン換算100ppm）
のVOCガスが、
断続的に排出される。
基本的な吸着装置の構成は、塗装ブースからの廃棄ガス
を活性炭等の吸着材で吸着して浄化するというものとなる
が、吸着材の前後に VOC センサを設置し、前置の VOC
センサは、吸着材への VOC 吸着量を計量する。そして、
後置の VOC センサは、吸着材が破過していないかどうか

図１ 初期のセンサ試験装置

を検出する。これら両者によって、吸着材の破過に至るま
での予想時間と、装置が確実に機能しているかどうかを確

シンナー1,128ppm投入時
（フィガロ技研 TGS823、Vcc = 5V = 10,000、1secサンプリング）

認でき、吸着材の輸送コストを抑えることが可能になる。
その際に問題となるのは、塗装ミストあるいは連続運転

4000

センサ試験装置内での循環

によってセンサの劣化が進行することであり、①「センサ
の異常を検出するための手段」が必要となる。また、測定
対象濃度に有効となる低コストの VOC センサは、現段階
では半導体型センサに絞られるが、図１に示す試験装置に
よってセンサの出力電圧をサンプリングした結果、半導体

3000

浄化ガス投入

2000

VOCガス投入
1000

型センサは大気の状態によってゼロ点が変化するとともに、
電源供給直後あるいは VOC ガス投入後からの浄化ガスに
よるゼロ点への復帰時間が図２のとおり極めて長いため、
②「ゼロ点の予測とキャリブレーション時間の短縮方法」

0
13:40:48

13:48:00

13:55:12

14:02:24

14:09:36

14:16:48

14:24:00

図２ VOC ガス投入後の半導体型センサの挙動

が必要となる。
さらに、長時間に渡ってセンサの性能を確認するには、実際に吸着材の前後にセンサを取り付け、連続的に VOC ガスを発
生させて吸着させるのと同時に、吸着材を再生する脱着機構を備えた③「自動流路切替えが可能な吸脱着試験装置」が必要と
なる。以上①～③の課題を解決するため、実験装置の設計と実装を行った。

研究開発体制
リーダ

森川 潔 株式会社モリカワ代表取締役社長

参画研究者 武田有志 都産技研
佐藤俊彦 都産技研（現 株式会社モリカワ）

３．研究開発の成果

佐取 朗 前立教大学大学院教授
森川 潔

武田有志

佐藤俊彦

佐取 朗

3．研究開発の成果
課題①に対して開発したセンシング機構は、VOC セン
サが 2 つ設置されており、片方のセンサで吸着材への
VOC ガス投入量を常時計量し、他方のセンサで吸着材か
らの浄化ガスを計測する。また、プログラミングされたバ
ルブにより流路を切り替えることで、吸着材への VOC ガ
スを 2 つのセンサで同時に計測でき、2 つのセンサレベル
を比較することでセンサの劣化状況を監視できる仕組みに
なっている。流路に取り付けるセンサに対しては、防爆、
かつ、交換が容易、そして、信号劣化抑制のため、A/D 変
換チップを内蔵可能な SUS 製のプラグ式ネジ込み治具を
開発した（図３）
。

図３ 開発したセンシング機構とセンサプラグ

課題②における半導体型センサの立上り／立下り時間に
ついては、センサ出力に対して過渡解析を行った結果、表
1 に示す a）及び b）の 2 つの曲線が得られた。これらの

表１ センサレベル取得までの時間短縮率
a）立上り（VOC ガス投入後）の応答曲線

曲線が得られたことで、
最小二乗法を適用することにより、
センサの出力値が安定するまで待つ場合と比べ、誤差が

b）立下り（浄化ガス投入後）の応答曲線

5%未満であれば、立上り時間は 0.555 倍、すなわち、
1.80 倍、立下り時間は 0.0176 倍、すなわち、56.8 倍

誤差

の速さでセンサの到達値を予想可能である。

5%未満

5 秒（0.555）

25 秒（0.0176）

課題③に対して開発した吸脱着試験装置は、吸着材が充填さ

3%未満

5 秒（0.555）

98 秒（0.0690）

れる 2 つの吸脱着塔並びに流路切替えバルブから構成されて

1%未満

9 秒（1.000）

443 秒（0.3120）

立上り時間（時間短縮率）

立下り時間（時間短縮率）

おり、すべての主要なバルブは右側にある制御盤から電気的に
開閉することが可能となっている（図４）
。装置は、一方の吸
脱着塔が吸着している間に、もう一方の吸脱着塔が脱着できる
ようにプログラムすることができ、吸着材前後の VOC ガス濃
度を連続的に長時間、繰り返してセンシングすることが可能で
ある。本装置は、VOC センサの耐久試験に利用できるだけで
なく、吸着材の繰返し吸着性能を測る、あるいは、吸脱着塔の
形状を変えての圧力損失を計測できる装置となっている。

以上の結果、VOC 処理リサイクルシステムのための、
半導体型センサを備えた低コストの VOC 処理装置実現の
可能性が開けた。
【参考文献】1)特開 2009-210455. 2)特開 2009-125670.

４．今後の展開

図４ 開発したセンシング環境となる吸脱着試験装置

VOC 処理リサイクルシステムの実現には、以上に述べた吸着工程だけでなく、脱着工程にも目を向ける必要がある。脱着
工程では、輸送コスト削減のため吸着材での残存 VOC ガスを如何にして減らすかが重要な課題となる。そこで我々は、過熱
蒸気による高効率脱着と、その際に問題となる水と VOC の混合液を分離する方法について、現在、継続的に研究を進めてい
る。脱着工程におけるセンシングでは、高濃度の VOC ガスが発生するため、接触燃焼式センサを利用する等の改善が必要に
なる。センシング技術はシステムの自動化だけでなく、PRTR 制度における排出量管理の上で重要な要素であると位置づけて
おり、包括的な VOC の回収・リサイクルを行うグリーン・サービサイジング事業へと発展させ、その立ち上げを目指してい
る。
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土壌 VOC 浄化装置の開発

１．研究開発の目的
VOC は大気汚染だけでなく土壌汚染をも引き起こし、製造業やクリーニング店の事業転換及び工場建替え等の阻害要因と
なっている。土壌汚染の約半分がテトラクロロエチレンやトリクロロエチレンなどの VOC であり、重金属（六価クロム、鉛、
水銀など）に匹敵する汚染の広がりを見せている。東京の指定区域は土地面積の小さいものが多く、鍍金業の 17 m2 を最小
に、大半が 1,000 m2 以下である。また、住宅やオフィスなどと近接した土地が多く、隣接する道路の幅も狭いことから掘
削除去が困難な場合が多い。そこで、大掛かりな土木工事が不要で、維持管理も容易な狭小サイト向け土壌浄化装置の開発を
目的とした。
活性炭吸着槽
浄化ガス

２．研究開発の内容

真空ポンプ

従来の VOC 汚染土壌浄化装置を図 1 に示す。地下に漏

吸引井戸

洩した VOC は、土壌間隙中の原液、ガス、地下水中の原

非帯水層
気化

液、溶解分として存在する。従来の浄化装置は、土壌間隙

帯水層

中のガスを吸引し、活性炭が充填されたタンクに通気する

溶解

ものである。ガス中の VOC は活性炭に吸着され、浄化さ

VOC原液

れた空気が排出される。土壌間隙中の VOC ガスが排除さ

不透水層

れることにより、土壌間隙中の VOC 原液、地下水に溶解

図１ 従来の VOC 汚染土壌浄化装置

した VOC は土壌ガス中に移行する。これにより、土壌間

スーパーオキサイドイオン

隙中の VOC ガスのみならず、VOC 原液、地下水中の
VOC も除去される。この浄化装置は主に、吸引井戸、真

紫外線

空ポンプ、活性炭吸着槽から構成される非常に簡易なもの

O2

であり、狭小サイトに適している。しかし、活性炭の交換

分解

酸素
O2-

VOC

が必要であることと、使用済み活性炭の運搬途中における

光触媒

VOC の漏洩が懸念されている。

図２ 光触媒による VOC の分解

開発技術は、活性炭吸着槽の代わりとして、光触媒によ
る VOC 分解槽を用いるものである。光触媒の作用を図 2
に示す。光触媒に紫外線などのエネルギーを与えることに

SUS mesh − TiO2
TiO2
WO3

1.0

る。スーパーオキサイドイオンは強力な酸化剤であり、
VOC を分解することができる。光触媒のエネルギー源と
しては紫外線ランプが一般的であるが、高価であるためケ
ミカルランプ、蛍光灯の使用を試みた。同時に、代表的な

[DCE]/[DCE]0

よって空気中の酸素はスーパーオキサイドイオンに変換す

Pt−WO3

0.5

光触媒である酸化チタンに加え、近年可視光応答型として
開発が進められている酸化タングステンについても検討し

0

5

10

Time (min)

た。

図３ 光触媒による cis-DCE の分解

また、光触媒による VOC 分解を一次反応と仮定すると、

（光源：ケミカルランプ）

分解前の VOC 濃度が高いほど単位時間当たりの VOC 分
解量が多くなり、設備をコンパクト化できる可能性がある。そこで、光触媒による分解の前処理として、吸着材による濃縮を
試みた。
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３．研究開発の成果

吸着材*

PCE吸着量**（mg）

吸着量の50 %脱着
に要する時間（min）

合成高分子系吸着剤（市販）
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20（80 ˚C ）

TG /mg
0

シリカ系吸着剤（SBA‐15）
活性炭（市販）

(1) 装置の目標仕様

-5

本プロジェクトの VOC 処理装置の目標である、設置面積

-10

3.3 m2 以下、価格 300 万円以下を達成するためには、でき

-15

るだけ市販品を利用することが必要であり、主機となる触媒

-20

分解塔の仕様を以下のように設定した。
・分解塔形状：250A パイプ、高さ 1.5m×8 塔
・光源

* 試料量：20 mg

：40W 直管ランプ、長さ 1.2m×1 本/塔

また、ドラム缶 1 本分のテトラクロロエチレン（PCE）が

18（80 ˚C）

17

150（80 ˚C）

** PCE飽和蒸気中で24時間静置後の吸着量
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図４ 各種吸着材の PCE 脱着特性
（室温から 2 K/min で昇温、80 ℃で保持）

存在する汚染サイトを 5 年以内に浄化するためには、式①で
示される分解速度が必要である。
C = Co・e-0.75T

19

Temp. /°C
PCE

①

ここで、C：PCE 分解目標値（30 ppm）
、Co：PCE 初
期濃度（仮定値 100 ppm）
、T：分解時間（min）
、0.75：
分解速度定数である。
(2) 光触媒と吸着材の基礎性能
光源、触媒を選定するため、静的環境における cis-1,2-ジ
クロロエチレン（cis-DCE）分解実験を行った。結果を図 3
に示す。市販の酸化チタン（TiO2 ）や酸化タングステン
（WO3）を利用することにより、cis-DCE を効率的に分解
できることを確認した。また、処理装置に実装するために、

図５ サイト実験の様子

TiO2 を電気泳動電着法にてステンレス繊維に固定し、同様の
。
実験を行った（SUS mesh–TiO2）
1.00

触媒分解塔をコンパクトにするためには、土壌ガスを濃縮

y=e

材について、温度に対する PCE 脱着挙動を検証した。熱重
量測定-FTIR 発生ガス同時分析（TG-FTIR）を用いて解析
した結果を図 4 に示す。PCE の脱着に要する時間を比較す

C/Co(-)

することが有効である。そこで、PCE を吸着させた各種吸着

-0.4484x

0.10
y=e

-1.5682x

ると、合成高分子系及びシリカ系吸着材が活性炭に比べ脱着
Glass Fiber
SUS Mesh

性に優れ、80 ℃という比較的低温で脱着が可能であること
を明らかにした。
(3) サイト実験結果
実際の土壌汚染サイトで実施した小型触媒分解塔を用いた

0.01
0

1
2
反応時間(min)

3

図６ サイト実験における PCE 分解

実験の様子を図 5 に示す。Glass Fiber に TiO2 を固定した
ものの PCE 分解速度定数は 1.57 であり、目標値を満足す
ることができた。

４．今後の展開
今後製品化に当たっては、実寸の触媒分解塔を用いた長期実証実験、及び吸脱着塔の連続実験による経済性や寿命などの確
認が必要である。
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装置７

金属繊維フィルターの開発

１．研究開発の目的
中小塗装工場では、エアガン等を用いて塗料を高圧で吹き付け塗装を行う場合、塗料の一部が雰囲気中にミストとして飛散
する。この塗料ミストを捕集する従来のフィルターは、ポリエステル繊維やガラス繊維などからなる不織布を加工したものを
用いていた。しかしながら、塗装ミストは樹脂成分が多いため、捕集後のフィルターの再生処理は難しく、殆どは埋立てや焼
却処分されている。このため、再生して繰り返し使用することができるフィルターが求められている。
そこで、本研究ではフィルターの繰り返し使用を考慮して、1,000℃以上の耐熱性を有する金属繊維を使用し、その繊維
で捕集効率が高い不織布構造の編物を考案し、フィルターへの活用を試みた。さらに、塗装ブースシミュレータを用いて、模
擬的に塗料を噴霧して、市販品と開発品のフィルターによるミスト捕集効率の評価を行った。

２．研究開発の内容
(1) 交撚糸及び金属繊維フィルターの開発
耐熱性金属繊維には、線径 30 μm と 60 μm の金属線
を使用した。収縮糸には、編成・熱水処理後に生じる 50％
以上の強い収縮や、沸騰水処理後に耐熱性金属繊維 100％
図１ 金属繊維と収縮繊維の交撚糸

の組成にするため、水溶性ビニロン繊維で高収縮タイプの糸
とした。撚糸機には、積極的に撚りをかけられるリング加撚
機構を有する合撚糸機を用い、耐熱性金属繊維と水溶性収縮
繊維の交撚糸を試作した（図１）
。
編機の給糸装置は、糸のビレやカール発生の抑制及び安定
した給糸を行うため、ビリ防止の装置を使用した。さらに、
編み針は耐久性を考慮して DLC 加工を施し編成を行った
（図２）
。編物の収縮及び水溶性糸の溶解には、小判ダライを
用いて、浴槽に浸漬し熱水及び沸騰水処理を施した。
(2) フィルター性能試験
フィルター性能試験は、実際の塗装を模擬した方法で行っ

図２ 収縮処理前の金属繊維編物

た。図３の性能評価装置は、塗装ミスト発生部、ミスト捕集
用フィルター性能試験部、VOC 吸着材性能試験部、風量計
測部、風量調整部などからなり、可変な条件での測定を可能
とした。
塗装ミスト発生部に難燃性のクラフト紙からなる 1 次フ
ィルターを 2 枚設置した。ミスト捕集フィルター性能試験部
に試験用フィルターを設置した。スプレーガンを用いて塗料
を噴霧した後、1 次フィルターを通過したフィルター上流側
のミストと、試験フィルターで捕集され、これを通過したフ

塗装ミスト発生部 ミスト捕集用
フィルタ性能試験部

ィルター下流側のミストにより、ミスト捕集効率や圧力損失

VOC 吸着材
性能試験部

図３ フィルター性能評価装置

を測定した。
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３．研究開発の成果
(1) 金属繊維フィルターの開発
撚り数や水溶性収縮糸本数と収縮率の関係を検討した。そ
の結果、撚り数 400 回/m 以下、収縮繊維が 1 本以上であ
れば、熱処理後に交撚糸を 50％以上収縮可能であった。交
撚糸で編成した後、熱水処理を施すことで面積が 30％収縮
され、高密度化が図れるとともに、収縮繊維の収縮力により
金属繊維が不規則に変形して、不織布のフィルターを模擬し
た網目状の構造が形成された（図４）
。

図４ 収縮後の金属繊維フィルター

(2) 金属繊維フィルターの性能
①線径及び積層枚数と捕集効率の関係
線径、積層枚数などを変化させた金属繊維編物を、風速
3m/sの条件で塗装ミストを捕集したときの捕集効率を検討
した。結果を図５に示す。金属繊維編物は、細線化や積層枚
数の増加にともない、捕集効率や圧力損失が増加する傾向を
示した。また、未収縮の金属繊維編物の捕集効率が低い値を
示した。これは、収縮による変形、高密度化に加え、細線化
や積層枚数の増加により、慣性衝突の回数が増加して、高い
捕集効率を示したと考えられる。

図５ 線径と積層枚数と捕集効率の関係

②市販フィルターとの比較
7枚積層した金属繊維編物と市販品の不織布フィルターを
比較した結果を図６に示す。開発品は、高捕集効率を有する
市販品Aと比較して、捕集効率は低い値を示したが、使い捨
てフィルターである市販品ＢやＣのフィルターと同程度の捕
集効率を有していた。
また、風速 1m/s でのフィルターの上流側と下流側のミス
ト粒度分布は、1 次フィルターを通過したフィルター上流側
のミストは、バラツキが見受けられるが、0.4～11 μm に
分布し、2.1～3.3 μm のものが多かった。通過したミスト

図６ 市販品と開発品の捕集効率の比較

においては、
分布の山が細かい粒径に移行する傾向を示した。
なお、1 次フィルター通過前の塗装ミスト（スプレーから噴
出するミスト）は主に 10～80 μm に分布している。
③再生後のフィルター性能
ミスト捕集後の金属繊維編物について、トルエンを使用し
て再生処理を施し、同一条件（風速 1m/s、7 枚積層）で、
フィルター性能の再試験を行った。その結果、再生後も捕集
効率の低下は認められなかった（図７）
。

４．今後の展望

図７ 再生処理前後の捕集効率の比較

本研究により金属繊維を活用した不織布構造を有する編物の製造に成功した。開発品をフィルターに使用することで、塗装
工場から排出される大量の塗装ミストを効率良く捕集でき、しかも、フィルターごと再生することで、繰り返し使用が可能で
あった。現在、企業へのライセンス及び技術移転を図っており、今後は塗装業界などへの普及を進めていく。
さらに開発品は、無機繊維や収縮繊維の材質を、使用用途に合わせて選択することで、多種多様な用途に供することが可能
であり、フィルター以外に、燃焼バーナー用マットや断熱材、燃料電池用部材などへの応用が期待できる。
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加沢 エリト

東京都立産業技術研究センター

計測

17

小林 丈士

東京都立産業技術研究センター

計測

18

吉田 裕道

東京都立産業技術研究センター

計測

19

武田 有志

東京都立産業技術研究センター

計測

20

原本 欽朗

東京都立産業技術研究センター

計測

21

石束 真典

東京都立産業技術研究センター

計測

22

植松 卓彦

東京都立産業技術研究センター

計測

23

伊瀬 洋昭

東京都立産業技術研究センター

評価

24

柳沢 幸雄

東京大学大学院 新領域創成科学研究科 環境学専攻 教授

評価

25

野口 美由貴

東京大学大学院 新領域創成科学研究科

評価

26

貝瀬 利一

東京薬科大学 生命科学部 環境動態化学研究室 教授（ご逝去）

評価

27

野田 和廣

東京薬科大学 生命科学部 環境動態化学研究室

評価

28

宮下 振一

東京薬科大学 生命科学部 環境動態化学研究室

評価

29

菅原 寿江

東京薬科大学 生命科学部 環境動態化学研究室

評価

30

三上 泰地

東京薬科大学 生命科学部 環境動態化学研究室

評価

31

熊田 英峰

東京薬科大学 生命科学部

評価

32

藤原 祺多夫

東京薬科大学 生命科学部

評価

33

横田 久司

東京都環境科学研究所

評価

34

上野 広行

東京都環境科学研究所

評価

35

木下 輝昭

東京都環境科学研究所

評価

36

藤原 哲之

東京都環境科学研究所、東京都立産業技術研究センター

評価

37

吉野 彩子

東京都環境科学研究所、東京都立産業技術研究センター

評価

38

木下 健司

東京都立産業技術研究センター

評価

39

堂免 一成

東京大学大学院 工学系研究科 化学システム工学専攻 教授

材料

40

石川 明生

東京大学大学院 工学系研究科 化学システム工学専攻 助教

材料

41

Chanda Shukla

東京大学大学院 工学系研究科、東京都立産業技術研究センター

材料

42

白 璐

東京大学大学院 工学系研究科、東京都立産業技術研究センター

材料

43

楊 明

首都大学東京 ｼｽﾃﾑﾃﾞｻﾞｲﾝ研究科 ﾋｭｰﾏﾝﾒｶﾄﾛﾆｸｽｼｽﾃﾑ専攻 教授

材料

44

益田 秀樹

首都大学東京 都市環境学部 材料化学コース 教授

材料

45

今井 宏明

慶應義塾大学 理工学部 教授

材料

46

仙名 保

慶応義塾大学 名誉教授 （本事業 前代表研究者）

材料

47

白石 稔

特定非営利活動法人 日本炭化研究協会

材料

48

増田 清

特定非営利活動法人 日本炭化研究協会

材料

49

渡辺 明

特定非営利活動法人 日本炭化研究協会

材料

50

末山 淳

特定非営利活動法人 日本炭化研究協会

材料

51

中山 三佑里

テクノファーム・アクセス株式会社

材料

52

瀬戸山 亨

株式会社三菱化学科学技術研究センター

材料

53

海老原 健

日本軽金属株式会社

材料

54

松澤 繁光

エヌ・イーケムキャット株式会社

材料

55

瓦田 研介

東京都立産業技術研究センター

材料

56

柳 捷凡

東京都立産業技術研究センター

材料

57

紋川 亮

東京都立産業技術研究センター

材料

58

中川 朋恵

東京都立産業技術研究センター

材料

59

山本 真

東京都立産業技術研究センター

材料

60

篠田 勉

東京都立産業技術研究センター

材料

61

佐々木 智憲

東京都立産業技術研究センター

材料

62

濱田 憲二

株式会社奈良機械製作所

材料

63

永禮 四郎

株式会社奈良機械製作所

材料

64

森川 潔

株式会社モリカワ

装置

65

森川 潤一

株式会社モリカワ

装置

66

加藤 浩二

日立プラント建設サービス株式会社

装置

67

原口 裕光

日立プラント建設サービス株式会社

装置

68

冨岡 孝宏

日本バイリーン株式会社

装置

69

木村 英雄

日本バイリーン株式会社

装置

70

宮林 哲司

株式会社日立プラントテクノロジー

装置

71

吉田 輝久

株式会社日立プラントテクノロジー

装置

72

林 佑二

インパクトワールド株式会社

装置

73

平野 康之

東京都立産業技術研究センター

装置

74

樋口 明久

東京都立産業技術研究センター

装置

75

堀江 暁

東京都立産業技術研究センター

装置

76

木下 稔夫

東京都立産業技術研究センター

装置

77

吉川 孝

東京工業塗装協同組合 理事

装置

78

田村 和男

東京都立産業技術研究センター（ご逝去）

装置

79

三尾 淳

東京都立産業技術研究センター

装置

80

小坂 幸夫

東京都立産業技術研究センター

装置

81

杉森 博和

東京都立産業技術研究センター

装置

82

渡邊 禎之

東京都立産業技術研究センター

装置

83

平井 正人

東京都立産業技術研究センター

装置

84

新川 真二郎

東京都立産業技術研究センター

装置

