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１．研究の背景
なぜエチレン（C2H4）の新しい合成法を研究するのか？

（エチレンから作られる主なプラスチック製品と原料）

・レジ袋、食品ラップフィルムなど・・・ポリエチレン(PE)

・ペットボトル、繊維、磁気テープなど・・・ポリエチレンテレフタレート(PET)

・各種ビニールパイプ、農業用フィルムなど・・・塩化ビニル(PVC)

エチレンなどから作られる各種プラスチック製品は現代社会の必需品

今後、世界的人口増加に伴ってエチレン需要は増加する。

世界のエチレン誘導体の需要動向（エチレン換算）

2016年 1.42億ｔ －－－ ＞ 2022年 1.77億ｔ

“世界の石油化学製品の今後の需給動向” 経済産業省 製造産業局素材製造課（平成30年10月）
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研究開発を進めるうえで考えるべきこと

環境･社会への影響

（重要な環境問題）

・地球温暖化 ＝＝＞ CO2(温室効果ガス)排出量の削減

（再生可能エネルギーの活用）

太陽光発電、風力発電、バイオマス発電

・海洋プラスチック汚染（マイクロプラスチック）

＝＝＞石油系プラスチックの削減

＝＝＞ 脱炭素社会の実現

石油系プラスチックからバイオマスプラスチックへ4
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バイオマスプラスチックは本当に環境問題の救世主？

・バイオマスポリエチレンは、海洋プラスチック汚染を起こさない？

バイオマスポリエチレンでも石油系ポリエチレンでも

ポリエチレンは自然界では分解されにくい。

・バイオマスプラスチックはカーボンニュートラル？

石油系プラスチック製造に比べCO2排出量を大幅に削減できるが、

CO2排出量をゼロにすることはできない。

・現在のバイオプラスチックの原料は大豆･トウモロコシなどの可食性資源

を利用している。
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“でんぷんや糖などの食糧の発酵により作られるバイオエタノール(酒)”
（第一世代バイオ燃料）

表 原料ごとのバイオエタノールへの変換量

表 農地1ha当たりのバイオエタノールへの変換量

＊黒麹菌（アルコール発酵で18％の酒ができる）でバイオエタノールを製造

エチレンモノマー 2億tを全てコメから製造する場合に必要な農地面積：約174万km2

（穀物作付け面積： 米国 約60万km2＋中国 約97万km2 ＝ 157万km2）

世界人口90億人(2050年)の食料資源(可食性原料)をプラスチックや燃料にしていいのだろうか？

＝＝＞ 非可食性原料（セルロース、リグニンなど）の利用実用化が重要

バイオマスプラスチック、バイオ燃料の原料は何か？

トウモロコシ コメ ムギ てん菜

１t 当たりの
エタノール製造量

0.44 kL 0.45 kL 0.43 kL 0.10 kL

トウモロコシ コメ＊ ムギ てん菜

農地1ha 当たりの
エタノール製造量

遺伝子組み換えで
収量が大きく異なる

2.4 kL
(1.89 t)

2.0 kL
(1.58 t)

5.9 kL
(4.73 t)
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石油系エチレン製造時におけるCO2排出量

エチレン合成でのエネルギー消費量と二酸化炭素排出量

C2H6 ーーー＞ C2H4 + H2

・エチレン１ｔの合成に必要なエネルギー：2×1010 J/t-C2H6（熱分解2/3，分留1/3)

・エチレン合成エネルギーを重油の燃焼エネルギーから得る場合

必要な重油の量（単位：L）

A重油換算（単位発熱量：39.1MJ/L）：511.5 L

B･C重油換算（単位発熱量：41.7MJ/L）：480.0 L

重油燃焼によるCO2発生量（A重油 71ｇCO2/MJ C重油 71.6ｇCO2/MJ）

A重油 511.5 Lの燃焼で 1.42t のCO2発生

C重油 480.0 Lの燃焼で 1.49t のCO2発生

エチレン１t を合成すると約1.5 tのCO2が排出される。(注意：熱分解反応のみを考慮）

ナフサ･エタンクラッカーから排出されるCO2量

4.5 t/t-C2H2（ナフサ） 3.2 t/t-C2H2（エタン）

(“我が国石油化学産業の現状と展望”みずほ銀行 産業調査部)

ナフサ･エタンクラッカーによるエチレン製造は多量のCO2を排出している
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熱分解法を用いないエチレン合成法

(1)触媒を利用したエタンの酸化的脱水素によるエチレン合成

2C2H6 + 2O2 –---> CH2CH2 + CH4 + CO2 + 2H2O（at 720℃C2H4の収率：約60%)

(BaCl2–TiO2–SnO2 触媒)

（CO2排出量の少ないエチレン合成法）

(2)メタンの酸化的カップリング(OCM)によるエタン・エチレン合成

2CH4 + 1/2･O2 ---> C2H6 + H2O (触媒反応、反応温度 600℃以上）

2CH4 + O2 ----> C2H4 + 2H2O (酸化的脱水素反応）

(3)電界印加による低温下でのメタンの酸化的カップリング反応によるエチレン合成

（2018年 早稲田大学 小河・関根Gr.)

2CH4 + O2 ｰｰｰｰ＞ C2H4 + 2H2O (Ce2(WO4)3触媒、at 150℃）
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(4)SOFC(固体酸化物型燃料電池)を用いたエチレン合成

1980年代 メタンおよびエタンを燃料に用いた燃料電池研究において

発電とエチレンなどの有機化合物の合成を同時に行うことを目的とした研究が行われる。

(i)酸化物イオン伝導型(O2-)固体酸化物隔膜利用

電解質：Zr系酸化物、Ce系酸化物（空気極側から燃料極へO2-が移動) 温度：800－900℃

(-極：燃料極)： 2C2H6 + 2O2- ---＞ 2C2H4 + 2H2O + 4e
ｰ 酸化反応(酸化的脱水素反応)

(+極：空気極)： O2 +  4e- ---＞ 2O2- 還元反応

エチレンの選択的合成が出来ずエタンがCO2まで酸化されるなど問題が多い

(ⅱ)プロトン伝導型(H+)固体酸化物隔膜利用（高温型）（1981年岩原弘育(名大)らの研究Gr)

電解質：SrCe0.95Yb0.05O3-x酸化物（燃料極側から対極へH+が移動) 温度：800－900℃

(-極：燃料極)： C2H6 ---＞ C2H4 + 2H+ + 2eｰ 酸化反応(酸化的脱水素反応)

(+極)    ： 2H+ + 2eｰ ---＞ H2 還元反応

最適温度：900℃
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(ⅲ)プロトン伝導型(H+)固体酸化物隔膜利用（中･高温型）（2010年 J-Li Luoらの研究Gr)

電解質：BaCe0.80Y0.15Nd0.05O3-x酸化物 最適温度：700℃

電解質：BaZr0.1Ce0.7Y0.1Yb0.1O3-δ酸化物 最適温度：600℃

電極反応を進行するように外部電源を用いて電圧を印加する。

＝＝＞ 燃料電池 ではない。
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なぜSOFCを用いたエチレン合成が実用化されないのか？

(1)プロトン伝導性固体酸化物(セラミックス)に起因する問題

・Y,Yb,Nbなどの希少金属(レアアース)を使用する。

・サンプル作製に長時間を要する。（固相反応法）

粉砕･高圧成形･高温焼成の工程を数回繰り返して一定品質試料を作製。

・高圧でのプレス成型を行うため大面積試料の作製が難しい。

・リサイクル･資源の回収などが難しい。

(2)中高温型SOFCの操業に起因する問題

・中温型SOFCでも操業時の温度は600℃以上で、ナフサ･エタンクラッカーの

操業温度800℃と大差がなく、装置のメンテナンス等を考えると製造コスト

が割高になる。
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SOFC型セルを用いたエチレン合成を実用化するためには

(1)希少金属を極力使用しないプロトン伝導性固体酸化物を使用すること。

(2)大面積試料を高温高圧プロセスを用いないで容易に作製できること。

(3)エチレン合成時における操業温度が低温であること。

(4)リサイクル・資源の回収再利用が容易であること。

“プロトン伝導性リン酸塩ガラスの利用”を提案する。

(理由）

・多くのリン酸塩ガラスは200℃以下で良好なプロトン伝導性を示す。

・リン酸塩ガラスは700℃前後の温度で合成可能である。

・ガラスなので任意形状・大面積試料の作製が容易である。

・再溶解によりリサイクル使用が可能である。

12
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プロトン伝導性リン酸塩ガラスを用いたSOFC型反応装置の特徴

・原理的にCO2の生成が起こらない。（CO2排出量ゼロ）

・合成温度（操業温度）が200℃以下の低温なので操業の停止運転が容易にできる。

＝＝＝＞ 電気抵抗加熱により容易に装置温度を制御できる。

＝＝＝＞再生可能エネルギーを利用できる

・装置を常に高温状態に保持しておく必要が無い。

＝＝＝＞ 操業停止時における装置温度の保持が不要。（ランニングコストの削減）

＝＝＝＞エチレン生産量の調整が容易に行えれる。

・炭素析出が無いのでナフサ分解管のデコーキング作業が不要（ランニングコストの削減）

デコーキング作業：分解管に析出した炭素を高圧スチームでの炭素皮膜の破壊と

空気導入による燃焼除去。2-3週毎に行われている。

・エタンの代わりにプロパンを使用することでプロピレンの合成も可能

プロピレン：ポリプロピレン(PP)、アクリロニトリルなどの原料 13

本研究の目的

プロトン伝導性リン酸塩ガラスを用いた燃料電池開発ではなく、SOFC型反応装置として

燃料極側でのエタンの脱水素酸化反応によるエチレン合成を行うことである。

（目標）

エチレン合成時の温度：300℃以下

エチレン選択性： 60%以上

（研究計画）

１．ガラス作製技術の確立（2019年4月 – 2021年3月）

(対象ガラス) ① CaxLayZnz(PO3)(1-x-y-z) ② CaxYyZnz(PO3)(1-x-y-z)

２．電気化学的エチレン合成技術の確立（2019年9月 – 2021年3月）

①ガラス膜厚・温度・電解電圧などの最適化

②酸化的脱水素反応用の電極触媒の最適化

（対象触媒）ポリモリブデン酸、ポリタングステン酸
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２．研究結果とまとめ

15

エチレン合成用セルの外観写真（左図）とセルの分解写真（右図）

リン酸塩ガラス隔膜サイズ
φ-20mm、厚さ=1mm

エチレン合成用セルの試作と合成システムの構築

エチレン合成実験

（エチレン合成条件）
・使用リン酸塩ガラス：10Ca-10Y-10Zn-70P2O5（焼成温度：700℃、焼成時間：40分）
・反応温度：150℃ ・印加電圧：0.60～1.00V（電源：北斗電工(株)ポテンショスタット）

・反応時間：30min～24h ・燃料ガス：エタン＋水蒸気 対極雰囲気：N2ガス
・反応系容積：２ L強

測定方法：北川式ガス検知器（エチレン用検出感度: > 2ppm）でのエチレンガス濃度の測定
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（合成実験結果）
ガラス電解質の抵抗値：800 Ω（at r.t.) 印加電圧：0.80V 電解時間：30分
測定電流：3.0mA（at 150℃）

測定結果 約200 ppmのエチレン濃度を検出

反応前後での北川式ガス検知管の変化 （左）反応前 （右）反応後

黄色ーー＞青色
エチレンガス検知
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（エチレン合成反応）
C2H6 ーーー＞ C2H4＋H2 （吸熱反応）

ΔG＝ 139.1 kJ/mol   at 25℃

燃料極側： C2H6 ----> C2H4 + 2H+ + 2e-

対極側 ： 2H+ + 2e- ----> H2
全反応： C2H6 ーーー＞ C2H4＋H2

電池起電力：-0.72 V ====> 0.72V以上の電圧印加でエチレン合成可能

（エチレン合成の反応効率）
印加電圧 0.80 Vで30分間で流れた総電気量：5.4 C (＝ 3×10-3(A)×1800(s))
観測されたエチレンのモル数：約18μmol（エチレン濃度：200ppm、容積：２L）
エチレン還元に要した電気量： 約3.74 C

η(ファラデイ効率）＝ 3.74(C)／5.4(C) ×100 = 64.3%

単位時間単位電極面積当たりのエチレン生成速度（mol･s-1･cm-2）
3.18×10-9（mol･s-1･cm-2）
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(1)10Ca-10Y-10Zn-70P2O5リン酸塩ガラスの作製を行った。
＝＝＞ 従来のPb系リン酸塩ガラスよりも低環境負荷（鉛フリー）

(2)試料作製法として鋳型流し込み法を使用することによって試料形状を一定化できた。
鋳型：アルミナワッシャー

試料の形状･厚みを一定にできる。燃料極と対極との電気的短絡を防止できる。

(3)SOFC型反応セルの設計・試作、および、エチレン合成反応システムを作製した。

(4)10Ca-10Y-10Zn-70P2O5リン酸塩ガラスを用いたSOFC型セルを用いて脱水素酸化反応
によりエタンをエチレンに変換できることが確認された。

C2H6 ---- > C2H4 + H2 (ΔG0 = 139.1 kJ/mol at 25℃ )

反応温度：150℃ 印加電圧：0.80V
ファラデー効率：約64％
エチレン生成速度： 3.18×10-9（mol･s-1･cm-2）（印加電圧：0.80V at 150℃）

まとめ
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３．研究課題と研究体制

(1)ガラス作製条件の最適化

・ガラスの成分と組成，合成温度と時間などと電気伝導度および機械的特性

との関係評価（物性評価は、田橋研(EL)との共同研究）

(2)燃料極側から対極へのガス漏れ防止

・耐熱性Siシーリングによるガス漏れ防止（欠点：反応セルの再利用が出来ない。）

・電解用ガラスセルの仕様変更（価格：90,000円ー＞50,000円へコストダウン）

(3)エチレン合成条件の最適化

・印加電圧,温度などと生成物濃度との関係評価

(生成物の濃度測定は、下内研(スポーツ保険医療学科)との共同研究）

(4)電極触媒および電極形成法の最適化

(5)電解セル構造および装置システムの最適化

（(4),(5)については伊藤響研(創造理工学実験教育科）との共同研究）
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