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(57)【要約】
【課題】　固形物を含む被処理物の連続的亜臨界水分解
処理において、被処理物の分解反応を制御でき、大規模
化が可能で、さらに装置コストを低く抑えることができ
、所望の有用物を選択的に高収率で生産する方法および
装置を提供する。
【解決手段】　被処理物を予め粉砕して粒子化して、水
と混合し、スラリーを調製する。このスラリーは、冠を
通じて加圧手段１に送られて加圧される。次に、加圧さ
れたスラリーは、加熱手段２に送られて加熱され、亜臨
界状態になる。亜臨界状態のスラリーは、導入口８から
反応容器３の底部に導入される。この反応容器３内で、
下から、固定層、流動層および亜臨界水溶解層がそれぞ
れ形成される。亜臨界水溶解層は、反応容器３の上部お
よび側部に設けられた排出口１０１～１０６のいずれか
を選択して亜臨界水溶解層を取り出すことで、亜臨界水
の滞留時間を調整し、被処理物の亜臨界水分解反応時間
を調整する。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　固形物を含む被処理物と亜臨界水との混合物を、静止状態にある亜臨界水中で、前記固
形物が移動する方向と逆方向に流し、
　前記流れにおいて、流れの上流から、前記固形物が前記亜臨界水により分解されて微粒
子化し、この微粒子が流れの中で流動する流動層と、前記被処理物がさらに微粒子化した
物または完全に可溶化した物となり亜臨界水とともに流れる亜臨界水溶解層とを、少なく
とも形成し、
　さらに、被処理物の種類に応じては、前記流動層の上流に、前記流れによっても一定の
箇所に固形物が留まる固定層を形成し、
　前記亜臨界水溶解層の流れる距離を調整して、前記固形物の滞留時間と前記亜臨界水の
滞留時間とを異ならせ、亜臨界水に可溶化した前記被処理物の成分の分解程度を調整し、
目的とする分解処理物を得ることを特徴とする亜臨界水分解処理物の生産方法。
【請求項２】
　請求項１に記載の亜臨界水分解処理物の生産方法であって、
前記固形物が、静止状態にある混合物中で沈殿し、前記混合物の流れが、重力と逆方向で
ある亜臨界水分解処理物の生産方法。
【請求項３】
　請求項４に記載の亜臨界水分解処理物の生産方法であって、
　前記固形物が、静止状態にある混合物中で浮遊し、前記混合物の流れが、重力方向であ
る亜臨界水分解処理物の生産方法。
【請求項４】
　請求項１ないし３のいずれかに記載の亜臨界水分解処理物の生産方法であって、
　前記混合物の流速が、静止状態にある混合物中で、前記混合物の沈降速度または浮上速
度以下であることを特徴とする亜臨界水分解処理物の生産方法。
【請求項５】
　請求項１ないし４のいずれかに記載の亜臨界水分解処理物の生産方法であって、
　前記混合物が、スラリーである亜臨界水分解処理物の生産方法。
【請求項６】
　請求項１ないし５のいずれかに記載の亜臨界水分解処理物の生産方法であって、
　亜臨界水加水分解の反応温度が、１３０～３７４℃の範囲であり、反応圧力が、反応温
度の飽和水蒸気圧以上の範囲であることを特徴とする亜臨界水分解処理物の生産方法。
【請求項７】
　請求項１ないし５のいずれかに記載の亜臨界水分解処理物の生産方法であって、
　前記被処理物が、食品、畜産物、農産物、水産物、木材、天然有機物、プラスチック、
有機塩素系化合物、ゴム、繊維、およびこれらの廃棄物、下水処理廃棄物、ならびに、廃
水処理廃棄物からなる群から選択される少なくとも１つである亜臨界水分解処理物の生産
方法。
【請求項８】
　被処理物を、亜臨界水を用いて分解する縦型反応容器と、
　水と前記被処理物との混合物を、水の亜臨界状態を形成・維持するために、加熱する加
熱手段と、加圧する加圧手段と、
　前記被処理物を反応容器に導入するための導入手段と、
　前記被処理物を反応容器に導入するための導入口と、
　分解物と水との混合物を反応容器から導出するための導出口と
を備え、
　前記反応容器は、実質的に垂直に設置され、
　前記導入口は、前記反応容器の上端部および下端部の少なくとも一方に設けられ、
　導入された被処理物と亜臨界水との混合物を、静止状態にある亜臨界水中で、前記固形
物が移動する方向と逆方向に流し、前記流れにおいて、流れの上流から、前記固形物が前
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記亜臨界水により分解されて微粒子化し、この微粒子が流れの中で流動する流動層と、前
記被処理物がさらに微粒子化した物または完全に可溶化した物となり亜臨界水とともに流
れる亜臨界水溶解層とを、少なくとも形成し、さらに、被処理物に応じて、前記流動層の
上流に、前記流れによっても一定の箇所に固形物が留まる固定層を形成するとともに、亜
臨界水溶解層を導出し、亜臨界水溶解層の流れる距離を調整できるように、前記導出口の
設定位置を設定できることを特徴とする亜臨界水分解処理装置。
【請求項９】
　請求項８に記載の亜臨界水分解処理装置であって、
　前記導出口が、前記流れ方向に沿って、前記反応容器側壁に複数箇所形成されている亜
臨界水分解処理装置。
【請求項１０】
　請求項８に記載の亜臨界水分解処理装置であって、
　前記導出口が、前記流れ方向に沿って、連続的に移動可能な導出口である亜臨界水分解
処理装置。
【請求項１１】
　請求項８ないし１０のいずれかに記載の亜臨界水分解処理装置であって、
　前記縦型反応容器は、内部を視覚化できる観察手段を備えることを特徴とする亜臨界水
分解処理装置。
【請求項１２】
　請求項８ないし１１のいずれかに記載の亜臨界水分解処理装置であって、
　前記縦型反応容器が円筒状容器であり、前記導入口が円形であり、この導入口の内径が
前記縦型円筒状容器の内径の１／５～１／１５倍の範囲であることを特徴とする亜臨界水
分解処理装置。
【請求項１３】
　請求項８ないし１２のいずれかに記載の亜臨界水分解処理装置であって、
　前記装置は、前記縦型反応容器を複数備えることを特徴とする亜臨界水分解処理装置。
【請求項１４】
　請求項８ないし１３のいずれかに記載の亜臨界水分解処理装置であって、
　前記亜臨界水分解処理装置は、さらに、前記反応容器の導出口に接続する流通管型円筒
状二次反応容器を備え、
　前記流通管型円筒状二次反応容器の内径が、前記縦型円筒状容器の内径の１～１／５倍
の範囲であることを特徴とする亜臨界水分解処理装置。
【請求項１５】
　請求項８ないし１４のいずれかに記載の亜臨界水分解処理装置であって、
　前記流通管型円筒状二次反応容器が複数であり、
　これらの流通管型円筒状二次反応容器同士を直列接続および／または並列接続すること
　を特徴とする亜臨界水分解処理装置。
【請求項１６】
　請求項１４または１５に記載の亜臨界水分解処理装置であって、
　前記流通管型円筒状二次反応容器における反応温度を制御する加熱冷却手段を備えるこ
とを特徴とする亜臨界水分解処理装置。
【請求項１７】
　請求項８ないし１６のいずれかに記載の亜臨界水分解処理装置であって、
前記縦型反応容器には、背圧弁が設けられ、
　この背圧弁を用いて、前記縦型反応容器内の反応圧力を制御することを特徴とする亜臨
界水分解処理装置。
【請求項１８】
　請求項１７に記載の亜臨界水分解処理装置であって、
前記背圧弁の直前に、冷却管を備えることを特徴とする亜臨界水分解処理装置。
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【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、亜臨界水分解処理物の生産方法および亜臨界水分解処理物生産装置に関する
。
【背景技術】
【０００２】
　食品廃棄物、廃木材等の廃棄物から有用物を回収する方法として、亜臨界水・超臨界水
加水分解反応を用いる方法が知られている。例えば、バイオマス中に多量に含まれるセル
ロース、でんぷん等に対して亜臨界水・超臨界水による分解反応を行い、単糖類やオリゴ
糖に分解し、これらを回収する方法がある。得られた単糖類やオリゴ糖は、さらにアルコ
ール発酵若しくはメタン発酵を行うことにより、より利用しやすいエタノールやメタンガ
スに変換される（特許文献１参照）。この方法では、木材等の廃棄物を、あらかじめ粉砕
して微粒子化し、これを水と混合してスラリー化してから亜臨界水・超臨界水により分解
反応を行う。
【０００３】
　しかし、この方法は分解反応の制御が難しい。反応が行き過ぎると、二酸化炭素や水ま
で分解してしまい、有用物が回収できない。逆に、分解が不十分であると、反応残渣が多
く残り、処理効率が悪くなる。このように、この方法で分解反応の制御が難しいのは、亜
臨界水等による加水分解反応が廃棄物の固形成分の表面で進行するためと、考えられてい
る。例えば、亜臨界水若しくは超臨界水によるセルロース分解反応では、セルロース自身
の分解反応速度よりも、分解物である単糖やオリゴ糖の分解反応速度が速い。このため、
単糖やオリゴ糖は、有機酸、二酸化炭素若しくは水に分解される、あるいは互いに重合し
て炭化する。
【０００４】
　　この問題を解決する方法として、以下の方法が提案されている（特許文献２参照）。
まず、両端に孔径５μｍの焼結フィルターを装着した管にセルロース粉末を入れ、亜臨界
状態の水を連続的に流通させながら、セルロース粉末表面で分解生成したオリゴ糖を亜臨
界水で抽出する。次に、亜臨界水を急冷しながら、反応器外に取り出すことにより、オリ
ゴ糖の分解などといった副反応を防止する。しかし、この方法は、バッチ式反応であるた
め、大規模化に適さない。さらに、焼結フィルターの細孔が、多様な生成物により閉塞す
るという問題がある。
【０００５】
　また、超臨界水を用いて、電子機器スクラップ、廃プラスチック等を特殊な形状の流動
層で分解・可溶化し、無機固形分を分離した後、高圧反応器でガスと無機塩に完全に分解
する方法が提案されている（特許文献３参照）。この方法で用いる装置は、垂直の隔離壁
を有する円柱状流動層反応器からなり、反応器の下部より超臨界水を圧送しながら、反応
器の上部より廃棄物の粉砕物を超臨界水に分散したスラリーを圧入する。その結果、有機
成分を含んだ廃棄物は、反応器内を一旦下降して、垂直隔離壁下部を潜った後に、さらに
反応容器の反対側へと流入する。このときに、有機成分は、超臨界水に溶解するために反
応器上部より流出する。超臨界水に溶解した有機成分は、さらに高圧反応器中で酸化剤を
添加されて二酸化炭素等のガスおよび無機塩にまで完全に分解される。また、廃棄物中に
含まれていたセラミック等の無機粉末は、流動層反応器上部より排出される。この方法で
は、廃棄物が流動層反応器内をある一定の流路に沿って移動する間に、有機物が超臨界水
により分解・可溶化される。反応および抽出溶媒として密度が小さい超臨界状態の水を用
いるので、この方法は、密度が大きいセラミック、廃プラスチック等を、ガスおよび無機
塩にまで完全に分解する、あるいは無機固形物質を分離するのに適する。
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【０００６】
　しかし、含水率の高い固形分を含む有機廃棄物は、超臨界水に近い密度になるため、分
解反応を制御するため、あるいは特定の分解物を高収率で得るためには、この方法では問
題がある。また、この方法では、超臨界水と有機廃棄物とが別の投入口から流動層に圧入
されるために、装置形状が複雑となり、圧入のために少なくとも２つの高価な高圧圧入装
置（加圧手段）を必要とする。さらに、超臨界水の腐食性に耐えるためには、反応器の材
質として、ハステロイ、インコネルなど高価なものを用いる必要がある。このため、装置
コストが高くなるという問題がある。
【０００７】
　その他、耐圧性反応容器の上部から、亜臨界水と有機廃棄物との混合スラリーを、反応
容器内に噴射導入することによって、有機廃棄物を分解処理する方法が提案されている（
特許文献４）。しかし、この方法によっても、有機廃棄物の分解を制御することは難しい
。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００８】
【特許文献１】特開２００１－２６２１６２号公報
【特許文献２】特開平１０－３２７９００号公報
【特許文献３】特開２００２－２１０３４８号公報
【特許文献４】特開２００１－２４６２３９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　そこで、本発明の目的は、亜臨界水分解処理において有用物を連続的に、効率よく生産
する方法および装置を提供することにある。
【００１０】
　また、本発明の別の目的は、固形物を含む被処理物の連続的亜臨界水分解処理において
、被処理物の分解反応を制御でき、大規模化が可能で、さらに装置コストを低く抑えるこ
とができ、所望の有用物を選択的に高収率で生産する方法および装置を提供することにあ
る。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　本発明者らは、上記課題を解決するために、亜臨界状態における固体物の分解の進行メ
カニズムについて考察した結果、以下の方法および装置を見出した。すなわち、本発明は
、以下の通りである。
【００１２】
　水の亜臨界状態下では、超臨界状態下ほどではないが、分解が急激に進行する。導入口
から供給された被処理物が反応容器中で亜臨界状態の水に接触すると、分解は経時的に進
行する。すなわち、滞留時間に対応した低分子化が進行する。被処理物に分解が過度に進
行すれば、有機物は炭酸ガスと水までに分解され、分解の途中段階で得られる有機酸、ア
ミノ酸などの有用物が採取できなくなる。このため、有用物を採取するためには、適度な
分解により所期の有用物まで分解された時点で、分解物を含む液を反応容器から取り出さ
なくてはならない。適当な分解状態まで分解が進行した液を、反応容器から取り出して亜
臨界状態から通常の状態に戻すと、水の溶解力が下がる。このため、親水性の低い成分は
油層に、親水性の高い成分は水層に、層別分離され、有用物が効率よく回収できる。
【００１３】
　本発明においては、一または複数の導出口から、分解物を含む液を連続的に取り出し、
反応容器内に定常的あるいは擬定常的濃度分布を形成させる。被処理物の滞留時間は、導
入口からの距離と流速により定まる。すなわち、所期有用物は、導入口からの距離に対応
した濃度分布になる。本発明の構成によれば、所期分解物濃度の高い位置に設けられた導
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出口から、前記所望の分解物を取り出すので、有用物を効率よく回収できる。なお、定常
的な濃度分布が形成されない場合もある。例えば、泥や砂に付着した有機物を分解する場
合、分解しない砂や泥が固定層あるいは流動層として塔下部に蓄積する。これを避けるた
め塔底に固体抜き出し口を設け、そのようなことが起こった時は、間歇的にそこから固体
粒子を抜き出すことができる。
【００１４】
　なお、反応容器から分解物を含む液を取り出せば、亜臨界状態ではなくなるので、分解
は止まる。しかし、現実には、完全に分解が停止するまでの間にも、分解は進行する。こ
のため、所期有用物濃度がピークになる位置よりも、少し導入口よりの位置で、分解物を
含む液を取り出すことが好ましい。また、導出口は、一定の被分解物を常時分解する場合
には、最適位置に固定しておけばよく、異なる被分解物を処理する場合は、導出口の位置
、取り出し量、圧損を考慮して適宜設定すればよい。
【００１５】
　本発明の最大の特徴は、被処理物を十分に分解するためには、被処理物の固形物が完全
に分解するまで、あるいは骨のように無機物と有機物とからなる固形物中に含まれる有機
物のすべてが消滅するまで、前記固形物を反応容器中に留め、その一方で、亜臨界水中に
可溶化した被処理物の成分が過度に分解することを抑制する、あるいは熱分解による炭化
を抑制するために、亜臨界水が反応容器内に滞留する時間を任意に調整することができる
ことにある。本発明では、重力や固形物の比重を利用して、固定層、流動層と亜臨界水溶
解層（プラグフロー層）の三層のうち、少なくとも前記流動層と亜臨界水溶解層をこの順
に形成させ、前記亜臨界水溶解層において、その流れる距離と流速を調整することにより
、前記固形物の滞留時間と亜臨界水の滞留時間を異にさせ、亜臨界水に可溶化した前記被
処理物中の成分の分解の程度を調整し、目的とする分解処理物を回収する生産方法である
。
【００１６】
　すなわち、分解が不十分な固形物は、固定層および流動層に留まり、亜臨界水によって
分解反応を受ける。一方、この分解によって生じた成分は、亜臨界水に溶解し、亜臨界水
層に位置する。この亜臨界層は、反応容器の下流方向に流れている。したがって、その流
れる距離および流速を調整することで、分解反応の時間を調整することができる。適当な
距離を流れた亜臨界水溶解層の一部または全部を、反応容器中から取り出し、分解反応を
停止させれば、それ以上の分解が生じることなく、目的とする分解物を取り出すことがで
きる。例えば、骨などのように、固形物が有機物ではなく有機物を含む無機物の場合は、
亜臨界水により骨中の分解可溶化することにより、粒子が割れて粒子径が小さくなり、最
終的にリン酸カルシウムの粉になる。その過程で、流動化開始粒子径より大きな粒子から
なる固定層と、流動化開始粒子径より小さな粒子径の粒子からなる流動層と、さらに微粒
子化して亜臨界水と同じ速度、すなわちプラグフロー状態となり、粉化したリン酸カルシ
ウムを含んだ亜臨界水溶解層の３層を形成させる。この亜臨界水溶解層において、この層
が流れる距離を調整することで、有機物の分解程度を調整し、目的とする分解物を回収す
ることができる。なお、前記骨中の有機物が、例えば病原性プリオンなどの毒性物質や病
原性物質である場合でも、この分解過程で、それらを分解することができる。また、プラ
スチックのように破砕粒子そのものが亜臨界水分解により小さくなる場合も、上記と同様
、固定層、流動層およびプラグフローの領域を形成する。この方法によれば、バッチ式に
比べ効率のよい連続式で、処理することができる。
【００１７】
　本発明の具体的な方法、装置は以下の通りである。
【００１８】
　本発明の亜臨界水分解処理物の生産方法は、（１）容器内が水の亜臨界状態に保たれた
反応容器に設けられた導入口を介して、被処理物を反応容器内に連続的に供給し、（２）
前記反応容器に導入口が設けられた位置とは異なる位置に設けられた一または複数の導出
口から、分解物を含む液を連続的に取り出して、反応容器内で、前記分解物を含む液の滞
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留時間を調整することにより行う。
【００１９】
　また、本発明の亜臨界水分解処理物の生産方法は、（１）容器内が水の亜臨界状態に保
たれた反応容器に設けられた導入口を介して、被処理物を反応容器内に連続的に供給し、
（２）前記反応容器に導入口が設けられた位置とは異なる位置に設けられた一または複数
の導出口から、分解物を含む液を連続的に取り出して、反応容器内に、所望の分解物の定
常的濃度分布を生じさせ、（３）前記一または複数の導出口のうち、所望の分解物濃度の
高い位置に設けられた導出口から、前記所望の分解物を取り出すことにより行う。なお、
ここで、「連続的」とは、断続を含む意である。
【００２０】
　本発明の亜臨界水分解処理物の生産方法は、（１）容器内が水の亜臨界状態に保たれた
縦型の反応容器に設けられた導入口を介して、亜臨界水による分解速度が遅く、亜臨界水
とは比重が異なる固形物を含む被処理物を反応容器内に連続的に供給し、（２）前記反応
容器に導入口が設けられた高さとは異なる位置に設けられた一または複数の導出口におい
て、分解物を含む液を導出する位置とその導出量とを調整して、静止状態にある亜臨界水
中で、前記固形物の沈降または浮上する方向と逆方向で、かつその沈降速度または浮上速
度よりも遅い定常流を作り出し、（３）前記定常流中で、流れの上流から、前記固形物が
前記亜臨界水により分解されて微粒子化し、この微粒子が流れの中で流動する流動層と、
前記被処理物がさらに微粒子化した物または完全に可溶化した物となり亜臨界水とともに
流れる亜臨界水溶解層とを、少なくとも形成し、（４）さらに、被処理物の種類に応じて
は、前記流動層の上流に、前記流れによっても一定の箇所に固形物が留まる固定層を形成
し、（５）前記一または複数の導出口のいずれかを用いて、前記亜臨界水溶解層から、所
望の分解物を含む液を反応容器から取り出すことにより行う。
【００２１】
　また、本発明の亜臨界水分解処理物の生産方法は、（１）固形物を含む被処理物と亜臨
界水との混合物を、静止状態にある亜臨界水中で、前記固形物が移動する方向と逆方向に
流し、（２）前記流れにおいて、流れの上流から、前記固形物が前記亜臨界水により分解
されて微粒子化し、この微粒子が流れの中で流動する流動層と、前記被処理物がさらに微
粒子化した物または完全に可溶化した物となり亜臨界水とともに流れる亜臨界水溶解層と
を、少なくとも形成し、（３）さらに、被処理物の種類に応じては、前記流動層の上流に
、前記流れによっても一定の箇所に固形物が留まる固定層を形成し、（４）前記亜臨界水
溶解層の流れる距離を調整して、前記固形物の滞留時間と前記亜臨界水の滞留時間とを異
ならせ、亜臨界水に可溶化した前記被処理物の成分の分解程度を調整し、目的とする分解
処理物を得ることとしてもよい。
【００２２】
　この構成においても、上記方法と同様に、目的とする分解物を取り出すことができる。
【００２３】
　上記生産方法においては、上記固形物が、静止状態にある混合物中で沈殿し、前記混合
物の流れが、重力と逆方向であってもよく、静止状態にある混合物中で浮遊し、前記混合
物の流れが、重力方向であってもよい。本発明において、前記固形物が静止状態の前記混
合物中で沈殿する場合、前記混合物の流れは、重力と逆方向であることが好ましい。また
、前記固形物が静止状態の前記混合物中で浮遊する場合、前記混合物の流れは、重力方向
であることが好ましい。
【００２４】
　上記生産方法においては、上記混合物の流速が、静止状態にある混合物中で、前記混合
物の沈降速度または浮上速度以下であればよい。
【００２５】
　上記混合物は、スラリーであればよい。
【００２６】
　上記生産方法においては、亜臨界水加水分解の反応温度が、１３０～３７４℃の範囲で
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あり、反応圧力が、反応温度の飽和水蒸気圧以上の範囲であればよい。
【００２７】
　本発明において、亜臨界水に代えて若しくは亜臨界水と共に超臨界水を使用してもよい
。前記亜臨界水は、例えば、温度１３４～３７４℃で圧力０．３～１００ＭＰａであり、
好ましくは、温度１５０～３５０℃で圧力０．５～１００ＭＰａであり、より好ましくは
、温度１７０～３００℃で圧力０．８～１００ＭＰａである。
【００２８】
　また、上記被処理物が、食品、畜産物、農産物、水産物、木材、天然有機物、プラスチ
ック、有機塩素系化合物、ゴム、繊維、およびこれらの廃棄物、下水処理廃棄物、ならび
に、廃水処理廃棄物からなる群から選択される少なくとも１つであればよい。
【００２９】
　上記亜臨界水分解処理物の生産方法は、以下の装置を用いて、実施することができる。
【００３０】
　本発明の亜臨界水分解処理装置は、被処理物を、亜臨界水を用いて分解する反応容器と
、水と前記被処理物とからなる混合物を、水の亜臨界状態を形成・維持するために、加熱
する加熱手段と、加圧する加圧手段と、前記被処理物を反応容器に導入するための導入手
段と、前記被処理物を反応容器に導入するための導入口と、分解物と水との混合物を反応
容器から導出するための導出口とを備え、前記導出口は、前記導入口が設けられた位置と
は異なる位置に設けられ、複数の位置を取ることができるものである。
【００３１】
　また、本発明の亜臨界水分解処理装置は、被処理物を、亜臨界水を用いて分解する縦型
反応容器と、水と前記被処理物との混合物を、水の亜臨界状態を形成・維持するために、
加熱する加熱手段と、加圧する加圧手段と、前記被処理物を反応容器に導入するための導
入手段と、前記被処理物を反応容器に導入するための導入口と、分解物と水との混合物を
反応容器から導出するための導出口とを備え、前記反応容器は、実質的に垂直に設置され
、前記導入口は、前記反応容器の上端部および下端部の少なくとも一方に設けられ、導入
された被処理物と亜臨界水との混合物を、静止状態にある亜臨界水中で、前記固形物が移
動する方向と逆方向に流し、前記流れにおいて、流れの上流から、前記固形物が前記亜臨
界水により分解されて微粒子化し、この微粒子が流れの中で流動する流動層と、前記被処
理物がさらに微粒子化した物または完全に可溶化した物となり亜臨界水とともに流れる亜
臨界水溶解層とを、少なくとも形成し、さらに、被処理物に応じて、前記流動層の上流に
、前記流れによっても一定の箇所に固形物が留まる固定層を形成するとともに、亜臨界水
溶解層を導出し、亜臨界水溶解層の流れる距離を調整できるように、前記導出口の設定位
置を設定できるものである。
【００３２】
　上記導出口は、前記流れ方向に沿って、前記反応容器側壁に複数箇所形成されていれば
よい。上記導出口は、前記流れ方向に沿って、連続的に移動可能な導出口であってもよい
。
【００３３】
　上記縦型反応容器は、内部を視覚化できる観察手段を備えていてもよい。また、上記縦
型反応容器が円筒状容器であり、上記導入口が円形であり、この導入口の内径が前記縦型
円筒状容器の内径の１／５～１／１５倍の範囲であればよい。
【００３４】
　上記装置は、上記縦型反応容器を複数備えるものであってもよい。
【００３５】
　また、上記亜臨界水分解処理装置は、さらに、前記反応容器の導出口に接続する流通管
型円筒状二次反応容器を備え、前記流通管型円筒状二次反応容器の内径が、前記縦型円筒
状容器の内径の１～１／５倍の範囲であればよい。
【００３６】
　上記流通管型円筒状二次反応容器が複数であり、これらの流通管型円筒状二次反応容器
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同士を直列接続および／または並列接続することができるものであればよい。
【００３７】
　上記流通管型円筒状二次反応容器における反応温度を制御する加熱冷却手段を備えるこ
とができれば好ましい。
【００３８】
　上記縦型反応容器には、背圧弁が設けられ、この背圧弁を用いて、前記縦型反応容器内
の反応圧力を制御することができるものであればよい。
【００３９】
　上記背圧弁の直前に、冷却管を備えるものであればよい。
【発明の効果】
【００４０】
　本発明の亜臨界水分解処理物の生産方法および亜臨界水分解処理装置によれば、亜臨界
水溶解層の滞留時間を調整することで、反応容器内において、固形物の反応時間と可溶化
物の反応時間をそれぞれ任意に設定できる。この結果、被処理物の分解反応を容易に制御
できる。また、本発明の亜臨界水分解処理物の生産方法および亜臨界水分解処理装置は、
被処理物を連続的に処理ができるので、大規模化に適する。さらに、超臨界状態に比べて
、亜臨界状態は、比較的穏やかな条件で反応が進むので、装置コストを低く抑えることが
できる。亜臨界水溶解層の滞留時間を調整することで、所望の有用物を選択的に高収率で
生産することができる。
【図面の簡単な説明】
【００４１】
【図１】図１は、本発明の亜臨界水分解処理装置の一例を説明するための概略構成図であ
る。
【図２】図２は、本発明の亜臨界水分解処理装置の他の一例を説明するための概略構成図
である。
【図３】図３は、本発明の亜臨界水分解処理装置の他の一例を説明するための概略構成図
である。
【図４】図４は、本発明の亜臨界水分解処理装置の他の一例を説明するための概略構成図
である。
【図５】図５は、本発明の一実施例における滞留時間に対する各相の収率を示すグラフで
ある。
【図６】図６は、本発明の一実施例における滞留時間に対する水相中の有機酸の収率を示
すグラフである。
【図７】図７は、本発明の一実施例における滞留時間に対する水相中のアミノ酸の収率を
示すグラフである。
【図８】図８は、本発明のその他の実施例における滞留時間に対する水相中の有機酸の収
率を示すグラフである。
【図９】図９は、本発明のその他の実施例における滞留時間に対する水相中のアミノ酸の
収率を示すグラフである。
【図１０】図１０は、本発明のさらにその他の実施例における滞留時間に対する水相中の
有機酸の収率を示すグラフである。
【図１１】図１１は、本発明のさらにその他の実施例における滞留時間に対する水相中の
アミノ酸の収率を示すグラフである。
【図１２】図１２は、本発明のさらにその他の実施例における滞留時間に対する水相中の
有機酸の収率を示すグラフである。
【図１３】図１３は、本発明のさらにその他の実施例における滞留時間に対する水相中の
アミノ酸の収率を示すグラフである。
【図１４】図１４は、本発明のさらにその他の実施例における滞留時間に対する水相中の
有機酸の収率を示すグラフである。
【図１５】図１５は、本発明のさらにその他の実施例における滞留時間に対する水相中の
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アミノ酸の収率を示すグラフである。
【発明を実施するための形態】
【００４２】
　［被処理物］
本発明の亜臨界水分解処理物の生産方法および亜臨界水分解処理装置を用いて分解処理さ
れる被処理物としては、畜産物、農産物、水産物、木材・植物などの天然有機物やこれら
の廃棄物、食品や食品廃棄物、プラスチックや有機塩素系化合物を含む合成有機物、ゴム
、繊維およびこれらの廃棄物、並びに活性汚泥や余剰汚泥を含む下水処理廃棄物、廃水処
理廃棄物などである。これらの被処理物は、１種類の固形物であってもよく、数種類の固
形物の混合物であってもよい。また、これらの被処理物は、水を含むものであってもよい
。
【００４３】
　上記被処理物としては、例えば、魚腸骨、イカのイカゴロやホタテのウロ、タコのはら
わた、牡蠣のゴロ、魚のあら等、ウシやブタ等の動物の肉や、骨、脳、皮、内臓、脂肪、
肉骨粉、病原性プリオン等、野菜くずやトウモロコシの芯、わら等、木や竹、幹や皮、大
鋸屑、廃木材等、活性汚泥、余剰汚泥、動物の糞尿等が挙げられる。被処理物が骨等の硬
い固形物を含む場合には、装置の導入口の大きさ、加圧に用いられるポンプ等、管路等の
事情により、あるいは反応時間の短縮の要請により、被処理物は、通常粉砕または破砕し
て、亜臨界水分解に供される。
【００４４】
　ただし、本発明の亜臨界水分解処理物の生産方法および処理装置で用いられる被処理物
は、固形物を含む被処理物に限られない。例えば、亜臨界水に難溶性であり、亜臨界水で
相を成す液体であって、亜臨界水中で浮く若しくは沈む性質を有する液体を、被処理物と
することができる。本発明によれば、このような液体に対しても、液体の反応時間と、こ
の液体を分解した亜臨界水溶解物の反応時間とをそれぞれ調整することができる。また、
本発明の方法または装置を用いれば、亜臨界水に溶解する液体からなる被処理物であって
も、適切な亜臨界水分解反応の条件を選択できる。この結果、ＰＣＢ（ポリ塩化ビフェニ
ル）のような液体のみの被処理物であっても、分解処理をすることができる。このような
被処理物は、有機物を含む無機物であってもよい。
【００４５】
　さらに、本発明の亜臨界水分解処理物の生産方法および処理装置で用いられる被処理物
は、亜臨界水では分解できない無機物を含んでいてもよい。このような被処理物としては
、例えば、石、砂、あるいは金属片を含む汚泥、ガラス繊維を含むＦＲＰ（繊維強化プラ
スチック）等が挙げられる。後述するように、本発明の装置は、縦型反応容器を使用する
。上記分解できない無機物は、反応容器の底部に溜まる。したがって、反応容器の底部に
溜まった分解できない無機物を随時排出することで、連続的に分解処理をすることができ
る。
【００４６】
　本発明において、被処理物に含まれる「固形物」は、有機物を含む固形物であれば好ま
しい。このような固形物では、亜臨界水による加水分解や熱分解が、固形物表面で起こる
。このため、固形物が完全に分解されるまで時間がかかる。このような固形物は、従来連
続式装置で分解する場合に、目詰まりの原因となっていた。また、このような固形物は、
バッチ式の装置で分解する場合に、最初に亜臨界水に溶解した固形物成分が過度の分解ま
たは熱分解による炭化を受け、目的とする有用物が効率よく生産できなかった。
【００４７】
　上記固形物の密度（比重）は、亜臨界水の密度より大きいか小さければよい。本発明に
かかる亜臨界水による分解においては、被処理物と亜臨界水との混合物中に含まれる固形
物の沈降や浮上を利用するからである。
【００４８】
［亜臨界水分解処理物の生産方法］
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　本発明の亜臨界水分解処理物の生産方法は、本発明の亜臨界水分解処理装置を用いて行
うのが好ましい。したがって、以下では、装置の説明とともに、亜臨界水分解処理物の生
産方法の説明を行う。
【００４９】
［亜臨界水分解処理装置］
（実施の形態１）
　図１は、本発明の実施の形態１にかかる反応装置の一例を示す概念構成図である。この
図に示すように、この装置は、反応容器３と、加圧手段１と、加熱手段２と、冷却管４と
、背圧弁５と、反応終了物回収タンク６と、排出物回収タンク７とを備える。図１の装置
では、加圧手段１は、同時に混合物導入手段でもある。この反応容器３は、縦型で円筒状
であり、実質的に垂直に設置されている。この反応容器３の底部には、導入口８および排
出口９が設けられている。前記導入口８には、加圧手段１および加熱手段２が管により連
結されている。また、排出口９には、冷却管と背圧弁１１とを介して排出物回収タンク７
が連結されている。反応容器３の頭部および側壁には、導出口が設けられている。図１の
例では、合計８個の導出口１０１～１０８が設けられている。導出口１０１～１０８は、
それぞれのバルブを介して反応終了物回収タンク６に連結している。
【００５０】
　図１の装置を用いた被処理物の分解処理は、例えば次のようにして行われる。まず、被
処理物を予め粉砕して粒子化して、水と混合し、スラリーを調製する。このスラリーは、
管を通じて加圧手段１に送られて加圧される。次に、加圧されたスラリーは、加熱手段２
に送られて加熱され、亜臨界状態になる。亜臨界状態のスラリーは、導入口８から反応容
器３の底部に導入される。この反応容器３内で、下から、固定層、流動層および亜臨界水
溶解層がそれぞれ形成される。亜臨界水溶解層は、反応容器３の上部および側部に設けら
れた導出口１０１～１０８のいずれかから取り出される。取り出された亜臨界水溶解層は
、冷却管４および背圧弁５を介して、反応終了物回収タンク６に回収される。
【００５１】
（加熱手段・加圧手段）
　前記加熱手段１は、特に制限なく公知の加熱手段を用いることができる。例えば、電気
ヒータ、誘導加熱装置、熱媒油・水蒸気による加熱等が挙げられる。前記加圧手段２とし
ては、例えば、加圧ポンプなどを用いることができる。
【００５２】
（導入手段）
　前記導入手段は、水と被処理物との混合物を反応容器３内に導入する手段である。導入
手段としては、特に制限はないが、例えば高圧圧入装置などが利用できる。本発明では、
被処理物と亜臨界水との混合物を、スラリーとして反応装置に導入することが好ましい。
このようにすれば、前記加圧手段１を導入手段としても使用することができる。この結果
、高価な高圧圧入装置（加圧手段）は１台ですむので、装置コストを低く抑えることがで
きる。加圧手段１を導入手段としても使用する場合には、例えば、以下のようにして、被
処理物を反応容器３内に導入する。予め粉砕して微粒子化しておいた被処理物中の固形物
を、水と混合してスラリー状にする。次に、このスラリー状の混合物は、加熱手段１で加
熱した後、加圧手段２により、導入口８から反応容器３内に導入される。本発明の亜臨界
水分解処理装置は、さらに、被処理物中の固形物を、予め粉砕して微粒子化しておくため
の、微粒子化手段を有していてもよい。
【００５３】
　本発明の装置では、被処理物の分解は、亜臨界水を用いて行うのが好ましい。超臨界水
は、液体の水に比べて、強い酸化力を持ち、拡散係数が大きいので、優れた反応溶媒であ
る。その一方で、超臨界水は、殆んど全ての被処理物を二酸化炭素にまで分解する。亜臨
界水は、超臨界水に比べ酸化力は弱いが、有用物を得るための、十分な加水分解力と油や
脂肪酸などに対する十分な抽出力とを有する。また、亜臨界水は、超臨界水に比べ、金属
等に対する腐食性が低い。この結果、反応装置の素材としては、ハステロイ、インコネル
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などの高価な材質のものを使用しなくても、例えば、通常の耐圧容器で使用されている安
価な軟鋼（炭素鋼）などを使用することができる。有機酸が生成するような比較的腐食性
の高い条件下においても、ハステロイ、インコネルなどに比べて、はるかに安価なＳＵＳ
３１６程度の材質を用いることができる。なお、本発明では、必要に応じ、亜臨界水と超
臨界水とを併用してもよい。また、水に酸やアルコールなどを加えて、亜臨界水としても
よい。
【００５４】
　（反応容器）
本発明の装置において、反応容器３の形状は、特に制限されないが、円筒状であれば好ま
しい。この反応容器３の上端部または下端部の少なくとも一方には、導入口８が、設けら
れている。前記スラリー等の被処理物は、この導入口８を介して、反応容器内に導入され
る。導入口８の内径は、前記したように、前記縦型円筒状容器の内径の１／５～１／１５
倍の範囲であればよい。導入口８の内径が、上記範囲にあれば、以下に述べるように反応
容器３内での被処理物の流速を制御できる。例えば、輸送速度若しくはそれ以上の速度で
、スラリーを導入口８から反応容器３内へ導入すると、容器内へ導入されたスラリーは、
反応容器３内の内径が導入口の内径より大きいので、その流速が遅くなる。この結果、ス
ラリーの流速は、粒子の流動化開始速度（輸送速度）以上に調整されるので、反応容器３
内に、固液流動層を形成することができる。ここで、輸送速度とは、前記したように粒子
が静止した流体中を沈降または浮上する速度のことをいう。亜臨界水が輸送速度以上の速
度で反応容器３内を流れると、被処理物中に含まれる固形物も、その流れに乗って全て流
れる。この結果、固形物と亜臨界水溶解物におけるそれぞれの反応時間に差がなくなる。
亜臨界水が流動化開始速度以下の速度で反応容器３内を流れると、固形物は移動せず固定
層を形成する。亜臨界水が流動化開始速度以上の速度で反応容器３内を流れると、固形物
は流動層を形成する。すなわち、固液流動層が形成される。
【００５５】
　反応容器３内に、比較的粒度の大きい、未反応の固形物が多量に存在する場合には、反
応容器の上端部または下端部の、導入口８が設けられている部分では、固定床の状態（固
定層）となっている。比較的粒度の大きい、未反応の固形物は、次第に亜臨界水による反
応を受け、粒径が小さくなる。粒径が小さくなった粒子は、亜臨界水の流れにより反応容
器の下流へ流動して、固液流動層（流動層）を形成する。亜臨界水の分解反応によって生
成した有用物は、亜臨界水に溶解して、プラグフロー（亜臨界水溶解層）を形成しながら
、反応容器３内の下流方向に移動していく。反応容器３内で導入口が設けられている側に
は、前記固定相を形成する固形物を攪拌・破砕するための手段が、設けられていてもよい
。これにより、分解反応をより効率的に進めることができる。
【００５６】
　導出口は、前記導入口８が設けられた位置とは異なる位置に設けられる。導出口は、導
入口が設けられた位置の下流側で複数の位置を取ることができる。図１の例では、前記導
出口が、前記流れ方向に沿って、前記反応容器側壁に複数箇所形成されている（１０１～
１０８）。このように複数の導出口を設けることで、プラグフローを反応容器３から取り
出すことができる。具体的には、亜臨界水に溶解した被処理物の滞留時間、すなわち被処
理物成分の亜臨界水分解時間に対応させて、反応容器３内の亜臨界水の流れ方向に沿って
、導出口の位置を設定すればよい。図１の例では、複数箇所形成されている導出口（１０
１～１０８）のいずれかを選択して、プラグフローを取り出すことができる。このように
、いずれかの導出口からプラグフローを取り出すことで、亜臨界水分解反応時間を調整す
ることができる。
【００５７】
　反応容器３に設ける導入口８と導出口の位置は、被処理物中の固形物の密度と、亜臨界
水の密度とに基づいて決定される。例えば、導入する被処理物中の固形物の密度が、亜臨
界水の密度よりも大きければ、導入口８は反応容器３の下端部に設置され、導出口は上記
導入口を設けた位置よりも上部に設置される。逆に、導入する被処理物中の固形物の密度
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口は上記導入口を設けた位置よりも下部に設置される。あるいは、導入する被処理物中の
固形物の密度が、亜臨界水の密度より大きいものと小さいものが混在する場合、導入口８
は、反応容器３の上端部と下端部とに設置することができる。この場合、上下端部からそ
れぞれ所望の位置にある２箇所の導出口から、あるいは同一の一つの導出口から亜臨界水
溶液層を取り出すことができる。また、亜臨界水より密度が大きい固形物中に、少量の亜
臨界水より密度が小さい固形物が含まれている場合、反応容器の下端部のみに導入口を設
置し、前記密度の小さい固形物の浮遊を抑制するためのフィルターを、一枚以上、反応容
器内に設置してもよい。
【００５８】
　被処理物の固形物は、固定層または固液流動層に留まり、固形物の表面から亜臨界水に
より分解される。また、例えば骨などのように、固形物が有機物を含む無機物の場合は、
骨中の有機物が、亜臨界水により分解可溶化することで、固形物は、骨の粒子が割れて粒
子径が小さくなり、最終的にはリン酸カルシウムの粉となる。反応容器内では、分解の過
程で、流動化開始粒子径より大きな粒子からなる固定層と、それより小さな粒子からなる
流動層と、さらに粉化して亜臨界水と同じ速度、すなわちプラグフローの状態となり、粉
化したリン酸カルシウムを含んだ亜臨界水溶解層との三層を形成させる。この亜臨界水溶
解層において、亜臨界水溶解層の流れる距離を調整することにより、有機物の分解程度を
調整し、目的とする分解物を回収することができる。骨中の有機物が、病原性プリオン（
異常プリオン）などの毒性物質や病原性物質であった場合であっても、上記分解処理過程
で、それらを分解し、無毒化することができる。
【００５９】
　スラリーを、反応容器３内まで配管圧送する場合には、スラリーの流速は、固形物の輸
送速度もしくはそれ以上の速度にすることが好ましい。配管圧送時の速度が輸送速度以下
となると、スラリーに含まれる固形物成分が配管底部に堆積し、管の閉塞の原因となるか
らである。
【００６０】
　亜臨界水の密度および粘度は、１７８℃（１ＭＰａ飽和水）で８８７ｋｇ／ｍ３、０．
５４１ｋｇ／ｍ・ｈｒ、３６４℃（５ＭＰａ飽和水）で７７８ｋｇ／ｍ３、０．３５９ｋ
ｇ／ｍ・ｈｒ、３１１℃（１０ＭＰａ飽和水）で６８８ｋｇ／ｍ３、０．２９４ｋｇ／ｍ
・ｈｒである。例えば、亜臨界水の浸透した木粉の密度は、約１０００ｋｇ／ｍ３である
ため、適切な流速で亜臨界水を流すことにより流動層を形成できる。
【００６１】
　被処理物中に含まれる固形物の密度が亜臨界水の密度より大きい場合、輸送速度は、亜
臨界水の物性値に基づいて、固形物と粒子径の関係から計算できる。流動化開始速度（Ｕ
ｍｆ）は、Ｗｅｎの式で計算できる。一方、輸送速度（Ｕｔ）も、流体抵抗の式より計算
できる。流動化開始速度（Ｕｍｆ）とは、粒子に働く流体抵抗が重力と釣り合う流速のこ
とである。流動化開始速度（Ｕｍｆ）以上の流速で亜臨界水を圧送することにより、固液
流動層を形成することができる。また、輸送速度（Ｕｔ）以上の流速で亜臨界水を圧送す
ると、前記したように、固形物が反応容器の導出口から流出する。
【００６２】
　固形粒子（固形分）の真比重が１５００ｋｇ／ｍ３の場合における、１ＭＰａ、５ＭＰ
ａ、１０ＭＰａの飽和水で計算した各粒子径（ｍｍ）に対する流動化開始速度（Ｕｍｆ）
、輸送速度（Ｕｔ）およびその比（Ｕｔ／Ｕｍｆ）を、下記表１に示す。
【００６３】
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【表１】

 
【００６４】
　表１から、加水分解を行う被処理物に含まれる固形物を適切なサイズに粉砕し、スラリ
ーとすることにより、前記固形物が輸送中に沈降しない十分な速度で移送することができ
、スラリーを加熱することができ、反応容器中では、スラリーの十分な流動状態が得られ
ることがわかる。例えば、粒子径が０．１ｍｍの被処理物のスラリーを、５ＭＰａの飽和
水で反応させる場合、輸送速度（Ｕｔ）は、０．０２２ｍ／ｓである。これから、スラリ
ーをその１０倍の０．２２ｍ／ｓで輸送すれば、スラリーは十分に輸送され、加熱するこ
とが可能となる。このスラリーが、導入口の１０倍の内径を持つ反応容器内に導入された
場合、空筒速度は、１／１００になる。この結果、固液流動層での亜臨界水の空筒速度は
、０．００２２ｍ／ｓとなり、流動化開始速度（Ｕｍｆ）の約４倍の速度の固液流動層が
形成できる。ここで、空筒速度とは、亜臨界水流体が反応容器３中を移動する速度のこと
をいう。
【００６５】
　表１から明らかなように、固体粒子の流動化開始速度（Ｕｍｆ）および輸送速度（Ｕｔ
）は、固体粒子の粒子径により異なる。粒子径が大きいほど、流動化開始速度（Ｕｍｆ）
および輸送速度（Ｕｔ）は、ともに大きくなる。このため、粒子径の異なる被処理物の粉
砕物を、ある一定の空筒速度で反応容器３内を上昇させた場合、粒子径の大きな固体物は
、固液流動層を形成せず、反応容器３内の底部に固定床を形成する。一旦固定床を形成し
た粒子径の大きな固体物も、亜臨界水による加水分解反応により、固体表面から分解物が
溶解し、粒径が小さくなると、反応容器３内を上昇し、固液流動層を形成するようになる
。なお、粒子径および真比重が比較的揃った固形物成分を含む被処理物を、亜臨界水分解
を行う場合、その粒子径が流動化開始粒子径より小さければ、固定床（固定層）を形成し
ない場合がある。
【００６６】
　このように本発明では、反応させる固形物の密度、粒子径および反応温度により、固液
比および反応時間を幅広く設定することができる。流量は、例えば加圧手段や導入手段で
制御できる。例えば、加圧ポンプを用いた場合、その回転数により流量を調整できる。
【００６７】
　なお、図１には示されていないが、本発明にかかる反応容器３には、反応容器３の内部
の様子を観察できる観察手段を設けることが好ましい。観察手段としては、特に制限はさ
れないが、例えば反応容器側壁への窓の設置や、カメラの設置などが挙げられる。窓を設
ける場合には、さらに採光用の窓を合わせて設置してもよい。また、カメラを用いる場合
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には、必要に応じて照明装置を設置してもよい。このように観察手段を設けることで、反
応容器内の混合物の色、粒子の大きさ、濁度、固定層の長さ、流動層の流動状態とこの層
の長さなどを観察または測定することにより、反応が設定どおりに進んでいるか否かを確
認することができる。設置する観察手段の数は、特に制限はなく、例えば反応容器３の上
端から下端まで一定間隔で設置してもよい。特に、反応容器３側壁に導出口を複数設ける
場合には、導出口に対応して観察手段を設置してもよい。
【００６８】
　反応容器３の底部に排出口９を設けてもよい。被処理物中に含まれる亜臨界水に溶解し
ない無機物や炭化物等の密度は、有機性固形分の密度より大きい。反応容器３の底部に排
出口９を設ければ、底部に沈降する無機物や炭化物等を排出口９から容易に排出すること
ができる。
【００６９】
　本発明において、反応容器３における反応温度は、加熱手段により調整される。その温
度は、１３０～３７４℃の範囲にあることが好ましく、１５０～３５０℃の範囲であるこ
とがより好ましく、１７０～３００℃の範囲であることがさらに好ましい。反応温度が１
５０℃以上であれば、反応時間が長すぎることはない。一方、反応時間が３００℃以下で
あれば、分解反応が過度に進む恐れもなく、また、反応容器３の腐食が防止できる。また
、保温等を目的として、反応容器の外周に加熱保温装置を設けてもよい。さらに、リリー
フ弁などの安全手段を設けてもよい。
【００７０】
　本発明の亜臨界水分解処理装置では、反応時間が極端に長くならない範囲で、比較的低
温で分解反応を行うのが好ましい。有用物の熱分解を防ぎ、ランニングコストを低減でき
るからである。例えば、残飯に多量に含まれるでんぷんを加水分解してグルコース、オリ
ゴ糖を得る場合、１５０～２２０℃で加水分解を行えばよい。でんぷんは、加水分解を比
較的受けやすく、また熱分解により炭化を起こしやすいからである。また、例えば、おか
らに含まれるセルロースを加水分解してグルコース、オリゴ糖を得る場合、１７０～２５
０℃で加水分解を行うと好ましい。セルロースは、でんぷんに比べ、加水分解速度が遅い
からである。さらに、魚腸骨に含まれるタンパク質を加水分解してアミノ酸および有機酸
と、油とを同時に抽出して回収する場合には、１５０～２５０℃で加水分解を行うとよい
。
【００７１】
　本発明では、反応を促進させるため、および熱分解を抑制するために、一般に亜臨界水
分解に用いられる触媒を用いてもよい。使用する触媒としては、例えば硫酸、塩酸、リン
酸などの酸触媒、水酸化ナトリウム、炭酸ナトリウムなどのアルカリ触媒、酸化マンガン
、酸化銅などの金属酸化物系触媒、ロジウム、ルテニウム、パラジウムなどの希土類酸化
物系触媒、金、白金などの貴金属系触媒などが挙げられる。触媒の添加方法は、特に制限
されず、例えば予めスラリーに添加しておいてもよい。
【００７２】
　本発明の装置では、反応圧力の制御を、背圧弁５、１１の開度を調整することで行って
もよい。また、背圧弁５、１１の直前に、冷却管４、１０を備えていてもよい。冷却管１
０を備えると、反応終了物を、安全に反応終了物回収タンク６等に回収することができる
。この反応終了物タンク６では、目的生成物が水溶性のオリゴ糖、単糖類、アミノ酸、有
機酸、ペプチドなどである場合には、水に溶解した状態で回収され、油、脂肪等の水不溶
性物質の場合は、水溶液上部に滞留した状態で回収される。
【００７３】
　本発明の生産方法を用いて生産される亜臨界水分解処理物は、例えば、前記反応終了物
から回収できる。この反応終了物は、水相、油相、固相を含む混合物である。これらの相
は、自然分離や遠心分離等によって分離できる。得られる分解処理物の種類は、温度、圧
力、反応時間、あるいは被処理物の種類により異なる。
【００７４】
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　例えば、被処理物が、ウシ由来の骨や肉等の場合、水相には、有機酸、リン酸、アミノ
酸、アンモニア、および糖等が含まれる。得られる有機酸は、例えばピログルタミン酸、
乳酸、酢酸、ギ酸、コハク酸、ピルビン酸、プロピオン酸等の低級脂肪酸（カルボキシル
基を持つもの）である。得られるアミノ酸は、例えば、ヒスチジン、グリシン、アラニン
、グルタミン酸、アスパラギン酸、ロイシン、イソロイシン、フェニルアラニン、バリン
、タウリン等である。得られる糖は、例えば、グルコース、フルクトース等である。また
、油相には、脂肪酸等が含まれる。脂肪酸としては、例えば、オレイン酸、パルミチン酸
、ステアリン酸、パルミトレイン酸等が挙げられる。さらに、固相には、骨に由来するリ
ン酸カルシウムなどが含まれる。
【００７５】
　また、例えば、被処理物が木材等に由来する場合、水相には、有機酸や糖等が含まれる
。得られる有機酸としては、例えば、グリコール酸、乳酸、酢酸、ギ酸、レブリン酸、プ
ロピオン酸、リンゴ酸、およびコハク酸等が挙げられる。得られる糖としては、例えば、
セロトリオース（グルコースが３つ結合したもの）、セロビオース（グルコースが２つ結
合したもの）、グルコース、フルクトース、およびエリトロース（グルコースの分解生成
物）等が挙げられる。油相には、例えばタール状の油状物質が含まれる。さらに、固相に
は、例えば、多孔構造を有する低密度炭素材が含まれる。
【００７６】
　さらに、例えば、被処理物が軟体動物に由来するホタテのウロ等に由来する場合、水相
には、有機酸、リン酸、およびアミノ酸等が含まれる。得られる有機酸としては、例えば
、ピログルタミン酸、乳酸、酢酸、ギ酸、コハク酸、ピルビン酸等が挙げられる。また油
相には、たとえば脂肪酸等が含まれる。得られる脂肪酸としては、例えばエイコサペンタ
エン酸（ＥＰＡ）、ドコサヘキサエン酸（ＤＨＡ）、オレイン酸、パルミチン酸、パルミ
トレイン酸、ミリスチン酸、ステアリン酸、エイコセン酸、ドコセン酸等が挙げられる。
【００７７】
　これらの分解生成物をそれぞれ分離する方法については、特に制限されず、従来公知の
方法により行えばよい。例えば、水相から個々の分解生成物を分離する方法としては、例
えば、イオン交換法、膜分離法、晶析法、およびこれらの複合プロセスなどが挙げられる
。また、油相から個々の分解生成物を分離する方法としては、例えば、真空蒸留などが挙
げられる。
【００７８】
（実施の形態２）
　実施の形態２は、実施の形態１の反応装置にさらに二次反応容器を設けたものである。
図２は、本発明の亜臨界水分解処理装置の他の一例を説明するための概略構成図である。
図２において、図１と同一の部位には、同一符号を付している。図２に示すように、二次
反応容器１２は、管を介して、反応容器３の導出口１０１に連結している。二次反応容器
１２は、それぞれ管で連結されている。それぞれの管には切り替えバルブが設けられてい
る。二次反応容器１２は、バルブの切り替えにより、直列接続、並列接続が自在に切り替
えられる。これらの二次反応容器１２は、管によって冷却管に連結され、さらに背圧弁５
と連結されている。背圧弁５の先には、反応終了物回収タンク６が配置されている。また
、この図の例では、反応容器３の側壁に観察手段１３が設けられている。
【００７９】
　本実施の形態のように、本発明の装置は、反応容器３に加えて、導出口１０１～１０８
を介して接続される二次反応容器１２を備えてもよい。この構成により、亜臨界水による
分解反応をさらに長時間行うことができる。このような二次反応容器１２としては、例え
ば、流通管型円筒状二次反応容器が好ましい。
【００８０】
　上記二次反応容器１２は、加熱手段を有することが好ましい。また、二次反応容器に連
結される導入管および導出管には、それぞれ切り替えバルブを有することが好ましい。
【００８１】
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　反応容器３と二次反応容器１２とを直列に接続して、その流量をひとつの加圧手段によ
り調整することとしてもよい。この場合、反応容器３と二次反応容器１２との反応圧力お
よび反応温度は、容器内での沸騰防止のために、大きく変化させないほうがよい。したが
って、二次反応容器１２では、反応達成度は、亜臨界水の流速、すなわち二次反応容器１
２の内径に依存し、滞留時間は二次反応容器１２の長さに依存する。
【００８２】
　液相の反応達成度は、被処理物と反応温度に依存する。液相の反応達成度を適正に保つ
ためには、二次反応容器１２の内径は、反応容器３の内径の１～１／５の範囲にすればよ
い。
【００８３】
　反応時間を長くするためには、複数の二次反応容器１２を、連結管を用いて並列および
／または直列に接続すればよい。このように接続することで、適切な滞留時間が確保でき
る。また、連結管に切り替えバルブを設けてもよい。それぞれの切り替えバルブを適宜開
閉することで、使用する二次反応容器を選択して、反応時間を調節することができる。
【００８４】
　二次反応容器１２は、反応容器３と接続されている。このため、両者の反応温度をほぼ
等しくするために、二次反応容器１２の温度を調整することが好ましい。加水分解反応等
により発熱する場合には、二次反応容器１２は、反応容器３の反応温度とほぼ等しくなる
まで冷却することが好ましい。一方、吸熱反応や放熱を生じる場合には、二次反応容器１
２は、反応容器３の反応温度とほぼ等しくなるまで加熱することが好ましい。
【００８５】
　二次反応容器１２の反応温度が、例えば１５０℃以下になると、加水分解等の反応速度
が遅くなる。このため、二次反応容器１２の長さを著しく長くしなければならない場合が
ある。また、反応温度が３００℃を超えると、加水分解物の熱分解反応速度が大きくなる
。このため、目的生成物を、高い収率で回収することが困難になるとともに、二次反応容
器１２が腐食することがある。
【００８６】
　二次反応容器１２にのみ、上記触媒を利用する場合は、二次反応容器１２の導入用連結
管に、触媒の注入口を設け、ここから注入することとしてもよい。
【００８７】
　実施の形態２にかかる装置は、反応容器３から導出された反応終了物をさらに分解した
い場合に、有効である。反応容器３に設けられた導出口１０１～１０８のいずれかから、
取り出された亜臨界水分解物は、管を介して二次反応容器１２に導入される。図２の例で
は、二次反応容器１２は４個ある。これらの二次反応容器１２は、これらに連結されてい
る切り替えバルブの開閉を組み合わせることにより、４個の二次反応容器１２を直列若し
くは並列またはこれらの組み合わせで、それぞれを接続することができる。この接続の組
み合わせにより、分解反応を調整することができる。二次反応容器１２内で得られた分解
物は、二次反応容器１２から、管を通じて、冷却管４および背圧弁５を介して、反応終了
物回収タンク６に、回収される。ここで、背圧弁５は、反応容器３および二次反応容器１
２の双方若しくはいずれか一方の容器内の圧力を調整するためのものである。反応容器３
の底部に堆積した未反応物は、排出口９、冷却管１０および背圧弁１１を介して排出物回
収タンク７に回収される。
【００８８】
（実施の形態３）
　図３は、本発明の亜臨界水分解処理装置の他の一例を説明するための概略構成図である
。図３において、図１と同一の部位には、同一符号を付している。図３に示すように、本
実施の形態の装置では、反応容器３内の亜臨界水の流れ方向に沿って、連続的に移動可能
な導出口が、設けられている。
【００８９】
　移動可能な導出口は、可撓性パイプ１４と、その先端に位置し、所望の亜臨界水溶解層
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を吸入する吸入部１５と、前記可撓性パイプ１４を吊るチェーン１６と、このチェーン１
６を巻き上げあるいは巻き戻し可能な槽内ホイール１７とから構成される。チェーン１６
の長さを調整することで、吸入部１５を所望の位置に固定することができる。
【００９０】
　この図の例では、可撓性パイプ１４は、反応容器３の上端部から挿入する構成であるが
、反応容器３の下端部から挿入する構成であってもよい。
【００９１】
（実施の形態４）
　図４は、本発明の亜臨界水分解処理装置の他の一例を説明するための概略構成図である
。図４において、図１と同一の部位には、同一符号を付している。図４に示すように、反
応容器３は、導出口１０１～１０８のいずれかを介して、管により二次反応容器１２と結
合している。この二次反応容器１２には、３つの導出口２０１～２０３が形成されている
。導出口２０１～２０３は、それぞれ独立に、冷却管４および背圧弁５を介して反応終了
物回収タンク６に連結している。この構成によれば、反応容器３から取り出され、二次反
応容器１２に導入された亜臨界水溶解層が、温度低下により、水相、油相、固相などに応
じて層を形成した場合であっても、二次反応容器１２に設けられた複数の導出口から、目
的の相を回収することができる。
【実施例１】
【００９２】
　以下に、実施例を挙げて本発明を詳細に説明する。本発明は、これらによってなんら制
限されるものではない。
【００９３】
（実施例１）
　図１の亜臨界水分解処理装置を用いて、魚あら（コノシロをミンチにしたもの）の亜臨
界水処理を行った。導入口８の内径を１５ｍｍ、反応容器３の内径を１２８ｍｍ、高さを
３ｍとした。このとき、導入口８の内径は、反応容器３の内径の約１／９倍である。流速
を１リットル／ｍｉｎとし、反応温度２００℃および２６０℃の２通りの処理を行った。
反応温度２００℃での結果を、図５、６のグラフに、反応温度２６０℃での結果を、図８
、９のグラフに示す。なお、図５のグラフの縦軸には、各相の収率（ｋｇ／ｋｇ－乾燥原
料）を、図６～９のグラフには、水相中の各物質の収率（ｋｇ／ｋｇ－乾燥原料）を、図
５～９の横軸には、反応容器３での滞留時間（反応時間）をとっている。反応容器３での
滞留時間（反応時間）は、反応容器３の高さ方向に設けた複数の導出口１０１～１０７の
いずれかを選択することで変更した。図５～９の横軸の上部に、導出口１０１～１０７の
それぞれの位置での滞留時間（反応時間）を示した。また、図７、９におけるアミノ酸の
略称は、以下に示すとおりである。
ＡＳＰ　アスパラギン酸
ＴＨＲ　トレオニン
ＳＥＲ　セリン
ＧＬＵ　グルタミン酸
ＰＲＯ　プロリン
ＧＬＹ　グリシン
ＡＬＡ　アラニン
ＣＹＳ　シスチン
ＶＡＬ　バリン
ＭＥＴ　メチオニン
ＩＬＥ　イソロイシン
ＬＵＥ　ロイシン
ＴＹＲ　チロシン
ＰＨＥ　フェニルアラニン
ＬＹＳ　リシン
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ＨＩＳ　ヒスチジン
ＡＲＧ　アルギニン
【００９４】
（実施例２）
　図１の亜臨界水分解処理装置を用いて、活性汚泥の余剰汚泥の亜臨界水処理を行った。
導入口８の内径を１５ｍｍ、反応容器３の内径を１２８ｍｍ、高さを３ｍとした。このと
き、導入口４９の内径は、反応容器３の内径の約１／９倍である。流速を１リットル／ｍ
ｉｎとし、反応温度１６０℃、２００℃および２４０℃の３通りの処理を行った。反応温
度１６０℃での結果を、図１０、１１のグラフに、反応温度２００℃での結果を、図１２
、１３のグラフに、反応温度２４０℃での結果を、図１４、１５のグラフに示す。なお、
図１０～１５のグラフの縦軸には、水相の収率（ｋｇ／ｋｇ－乾燥原料）を、横軸には、
反応容器３での滞留時間（反応時間）をとっている。反応容器３での滞留時間（反応時間
）は、反応容器３の高さ方向に設けた複数の導出口１０１～１０７のいずれかを選択する
ことで変更した。図１０～１５の横軸の上部に、導出口１０１～１０７のそれぞれの位置
での滞留時間（反応時間）を示した。また、図１１、１３、１５におけるアミノ酸の略称
は、実施例１の図７、９におけるアミノ酸の略称と同様である。
【００９５】
　図５に示したように、２００℃で魚あらの亜臨界処理を行ったところ、残存固体の収率
は、最も反応時間の短い導出口１０７でも、０．０５（ｋｇ／ｋｇ－乾燥原料）以下であ
る。滞留時間の増加に伴って、残存固体の収率は殆んど変化していない。これは魚あらの
分解が十分に進み、リン酸カルシウムのみになっているためである。また、例えば、図１
１に示したように、１６０℃で活性汚泥の余剰汚泥の亜臨界処理を行う際には、導出口１
０３を選択することで、メチオニンを高収率で回収できることがわかる。
【産業上の利用可能性】
【００９６】
　以上のように、本発明によれば、例えば焼却処分される廃棄物を資源化できる。この結
果、本発明は、例えば、環境資源化、ゼロエミッション技術の確立等に有用である。また
、本発明によれば、例えば、廃棄物が含有する有機酸、アミノ酸等の有用物の資源化も可
能である。さらに、酢酸等の有機酸をメタン発酵の原料に用いれば、高速・高消化率のメ
タン発酵が可能となり、高効率でのエネルギー化も可能となる。さらに本発明によれば、
例えば、病原性プリオン（異常プリオン）等を含む恐れのある肉骨粉等も無毒化および資
源化が可能である。この結果、本発明は、環境浄化等にも有用である。さらにまた、本発
明によれば、廃棄物以外の有機物原料からも、有用な亜臨界水分解処理物を生産できる。
【符号の説明】
【００９７】
　１　　加圧手段
　２　　加熱手段
　３　　反応容器
　４　　冷却管
　５　　背圧弁
　６　　反応終了物回収タンク
　７　　排出物回収タンク
　８　　導入口
　９　　排出口
　１０　　冷却管
　１１　　背圧弁
　１２　　二次反応容器
　１３　　観察手段
　１４　　可橈性パイプ
　１５　　吸入部
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　１６　　チェーン
　１７　　槽内ホイール
　１０１、１０２、１０３、１０４、１０５、１０６、１０７、１０８　　導出口
　２０１、２０２、２０３　　導出口
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【図１１】 【図１２】
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