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(57)【要約】
【課題】炭化水素系化合物を効率的に製造することが可
能な新規な炭化水素系化合物の製造方法を提供する。
【解決手段】炭化水素系化合物の製造方法であって、（
ａ）二酸化炭素含有ナノバブルおよび活性酸素を水中に
含む機能水を準備すること、および（ｂ）該機能水と炭
化水素系化合物を含む液状物とを混合して衝撃力を加え
ることを含み、該衝撃力が加えられた混合物における炭
化水素系化合物の量が、前記炭化水素系化合物を含む液
状物における炭化水素系化合物の量より増加している、
製造方法。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
炭化水素系化合物の製造方法であって、
（ａ）二酸化炭素含有ナノバブルおよび活性酸素を水中に含む機能水を準備すること、
および
（ｂ）該機能水と炭化水素系化合物を含む液状物とを混合して衝撃力を加えること
を含み、該衝撃力が加えられた混合物に含まれる炭化水素系化合物の量が、前記炭化水素
系化合物を含む液状物に含まれる炭化水素系化合物の量より増加している、製造方法。
【請求項２】
前記（ａ）が、
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（ｉ）二酸化炭素含有ナノバブルを水中に供給すること、および
（ｉｉ）少なくとも酸素を水中に供給し、該少なくとも酸素が供給された水に光触媒の
存在下にて光を照射して活性酸素を生成させること
を含む、請求項１に記載の炭化水素系化合物の製造方法。
【請求項３】
二酸化炭素含有ナノバブルが、空気のナノバブルであり、
前記（ｉｉ）が、二酸化炭素を水中に供給することを含む、請求項２に記載の炭化水素
系化合物の製造方法。
【請求項４】
二酸化炭素含有ナノバブルが、二酸化炭素のナノバブルである、請求項１または２に記
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載の炭化水素系化合物の製造方法。
【請求項５】
機能水が、１０ｐｐｍ以上の溶存酸素濃度を有する、請求項１〜４のいずれかに記載の
炭化水素系化合物の製造方法。
【請求項６】
前記（ａ）にて使用される水が、純水である、請求項１〜５のいずれかに記載の炭化水
素系化合物の製造方法。
【請求項７】
前記（ｂ）が、前記機能水と前記炭化水素系化合物を含む液状物とを、前記衝撃力を加
える前に予め混合することを含む、請求項１〜６のいずれかに記載の炭化水素系化合物の
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製造方法。
【請求項８】
前記（ｂ）における前記衝撃力は、前記機能水と前記炭化水素系化合物を含む液状物と
を一緒にノズルから吐出して壁面に衝突させることによって加えられる、請求項１〜７の
いずれかに記載の炭化水素系化合物の製造方法。
【請求項９】
（ｃ）前記衝撃力が加えられた混合物を、水相と炭化水素系化合物を含む相とに分離す
ること
を更に含む、請求項１〜８のいずれかに記載の炭化水素系化合物の製造方法。
【請求項１０】
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前記炭化水素系化合物を含む液状物が、炭素数５〜２７の飽和炭化水素、軽油、灯油、
ガソリンおよびジェット燃料からなる群より選択される少なくとも１種を含む、請求項１
〜９のいずれかに記載の炭化水素系化合物の製造方法。
【請求項１１】
前記衝撃力が加えられた混合物に含まれる炭化水素系化合物の平均炭素数が、前記炭化
水素系化合物を含む液状物に含まれる炭化水素系化合物の平均炭素数に対して±２０％以
内の範囲にある、請求項１〜１０のいずれかに記載の炭化水素系化合物の製造方法。
【請求項１２】
二酸化炭素含有ナノバブルおよび活性酸素を水中に含む機能水を収容する第１タンクと
、
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炭化水素系化合物を含む液状物を収容する第２タンクと、
機能水と炭化水素系化合物を含む液状物とを反応させるための反応槽と、
第１タンクおよび第２タンクに接続された供給ラインであって、反応槽内に配置された
ノズルを先端部に備え、該ノズルから、第１タンクから供給される機能水と第２タンクか
ら供給される炭化水素系化合物を含む液状物とを一緒に吐出して、反応槽の壁面に衝突さ
せることにより衝撃力を加えるように構成された供給ラインと
を含む、炭化水素系化合物の製造装置。
【請求項１３】
供給ラインが、第１タンクから供給される機能水と第２タンクから供給される炭化水素
系化合物を含む液状物とを、ノズルから吐出する前に予め混合する予備混合器を更に備え
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る、請求項１２に記載の炭化水素系化合物の製造装置。
【請求項１４】
反応槽から抜き出される衝撃力が加えられた混合物を、水相と炭化水素系化合物を含む
相とに分離する分離槽を更に含む、請求項１２または１３に記載の炭化水素系化合物の製
造装置。
【請求項１５】
二酸化炭素含有ナノバブルおよび活性酸素を水中に含む機能水を製造して第１タンクに
供給するための機能水製造ユニットであって、
水を収容する水槽と、
水中に少なくとも二酸化炭素をナノバブルの形態で供給する第１供給部と、
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水中に少なくとも酸素を供給する第２供給部と、
該少なくとも酸素が供給された水に光触媒の存在下にて光を照射して活性酸素を生成さ
せる光照射部と
を含む機能水製造ユニットを更に含む、請求項１２〜１４のいずれかに記載の炭化水素系
化合物の製造装置。
【請求項１６】
第１供給部が、水中に空気をナノバブルの形態で供給し、
機能水製造ユニットが、水中に二酸化炭素を供給する第３供給部を更に含む、請求項１
５に記載の炭化水素系化合物の製造装置。
【請求項１７】
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第１供給部が、水中に二酸化炭素をナノバブルの形態で供給する、請求項１５に記載の
炭化水素系化合物の製造装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、炭化水素系化合物の製造方法および製造装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
従来、石油を化学合成する方法として、フィッシャー・トロプシュ法が知られている。
この方法は、一酸化炭素を水素ガスと反応させて飽和炭化水素化合物を水と共に得る一連
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のプロセスである。しかしながら、この方法では、高温高圧条件下で水素ガスを用いて反
応を進行させるため、安全性を確保する必要があり、また、製造コストが高く、（原料で
ある一酸化炭素を炭素等から得る際の）二酸化炭素放出量が多大であり、飽和炭化水素化
合物を得るまでに複数のプロセスが必要である等、非効率的であった。
【０００３】
他方、一酸化炭素および水素を使用しない方法として、二酸化炭素を還元してメタンお
よび／またはメタノールを得る方法が知られている（特許文献１を参照のこと）。特許文
献１には、水中に二酸化炭素のガス柱を形成すると共にこのガス柱の周りに水の旋回流を
生じさせることにより水中に二酸化炭素を微細な気泡にして供給し、光触媒の存在下にて
二酸化炭素の微細な気泡を含む水に光を照射することにより二酸化炭素を還元して、メタ
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ンおよび／またはメタノールを得ることが記載されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特許第５１３１４４４号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
しかしながら、特許文献１に記載の方法では、わずかな量のメタンおよび／またはメタ
ノールしか得られず、実用的ではないことが、本発明者らの研究により明らかとなった。

10

また、特許文献１には、メタンおよび／またはメタノール以外の炭化水素系化合物を合成
する場合について何ら開示されていない。
【０００６】
本発明の目的は、炭化水素系化合物を効率的に製造することが可能な新規な炭化水素系
化合物の製造方法および製造装置を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
本発明者らは、二酸化炭素含有ナノバブルおよび活性酸素を水中に含む機能水を準備し
、かかる機能水と炭化水素系化合物を含む液状物とを混合して衝撃力を加えることによっ
て、炭化水素系化合物の量が増えること、換言すれば、反応により新たに炭化水素系化合

20

物が生じるという独自の知見を得、更なる鋭意研究の結果、本発明を完成するに至った。
【０００８】
本発明の１つの要旨によれば、炭化水素系化合物の製造方法であって、
（ａ）二酸化炭素含有ナノバブルおよび活性酸素を水中に含む機能水を準備すること、
および
（ｂ）該機能水と炭化水素系化合物を含む液状物とを混合して衝撃力を加えること
を含み、該衝撃力が加えられた混合物における炭化水素系化合物の量が、前記炭化水素系
化合物を含む液状物における炭化水素系化合物の量より増加している、製造方法が提供さ
れる。
【０００９】
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本発明の炭化水素系化合物の製造方法の１つの態様において、前記（ａ）は、
（ｉ）二酸化炭素含有ナノバブルを水中に供給すること、および
（ｉｉ）少なくとも酸素を水中に供給し、該少なくとも酸素が供給された水に光触媒の
存在下にて光を照射して活性酸素を生成させること
を含み得る。
【００１０】
本発明の炭化水素系化合物の製造方法の上記態様において、二酸化炭素含有ナノバブル
は、空気のナノバブルであり得、前記（ｉｉ）は、二酸化炭素を水中に供給することを含
み得る。
【００１１】
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あるいは、本発明の炭化水素系化合物の製造方法の上記態様において、二酸化炭素含有
ナノバブルは、二酸化炭素のナノバブルであり得る。
【００１２】
本発明の炭化水素系化合物の製造方法の１つの態様において、機能水は、１０ｐｐｍ以
上の溶存酸素濃度を有し得る。
【００１３】
本発明の炭化水素系化合物の製造方法の１つの態様において、前記（ａ）にて使用され
る水は、純水であり得る。
【００１４】
本発明の炭化水素系化合物の製造方法の１つの態様において、前記（ｂ）は、前記機能
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水と前記炭化水素系化合物を含む液状物とを、前記衝撃力を加える前に予め混合すること
を含み得る。
【００１５】
本発明の炭化水素系化合物の製造方法の１つの態様において、前記（ｂ）における前記
衝撃力は、前記機能水と前記炭化水素系化合物を含む液状物とを一緒にノズルから吐出し
て壁面に衝突させることによって加えられ得る。
【００１６】
本発明の炭化水素系化合物の製造方法の１つの態様において、当該製造方法は、（ｃ）
前記衝撃力が加えられた混合物を、水相と炭化水素系化合物を含む相とに分離することを
更に含み得る。
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【００１７】
本発明の炭化水素系化合物の製造方法の１つの態様において、前記炭化水素系化合物を
含む液状物は、炭素数５〜２７の飽和炭化水素、軽油、灯油、ガソリンおよびジェット燃
料からなる群より選択される少なくとも１種を含み得る。
【００１８】
本発明の炭化水素系化合物の製造方法の１つの態様において、前記衝撃力が加えられた
混合物に含まれる炭化水素系化合物の平均炭素数は、前記炭化水素系化合物を含む液状物
に含まれる炭化水素系化合物の平均炭素数に対して±２０％以内の範囲にあり得る。
【００１９】
本発明のもう１つの要旨によれば、
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二酸化炭素含有ナノバブルおよび活性酸素を水中に含む機能水を収容する第１タンクと
、
炭化水素系化合物を含む液状物を収容する第２タンクと、
機能水と炭化水素系化合物を含む液状物とを反応させるための反応槽と、
第１タンクおよび第２タンクに接続された供給ラインであって、反応槽内に配置された
ノズルを先端部に備え、該ノズルから、第１タンクから供給される機能水と第２タンクか
ら供給される炭化水素系化合物を含む液状物とを一緒に吐出して、反応槽の壁面に衝突さ
せることにより衝撃力を加えるように構成された供給ラインと
を含む、炭化水素系化合物の製造装置が提供される。
【００２０】
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本発明の炭化水素系化合物の製造装置の１つの態様において、供給ラインは、第１タン
クから供給される機能水と第２タンクから供給される炭化水素系化合物を含む液状物とを
、ノズルから吐出する前に予め混合する予備混合器を更に備え得る。
【００２１】
本発明の炭化水素系化合物の製造装置の１つの態様において、当該製造装置は、反応槽
から抜き出される衝撃力が加えられた混合物を、水相と炭化水素系化合物を含む相とに分
離する分離槽を更に含み得る。
【００２２】
本発明の炭化水素系化合物の製造装置の１つの態様において、当該製造装置は、二酸化
炭素含有ナノバブルおよび活性酸素を水中に含む機能水を製造して第１タンクに供給する
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ための機能水製造ユニットであって、
水を収容する水槽と、
水中に少なくとも二酸化炭素をナノバブルの形態で供給する第１供給部と、
水中に少なくとも酸素を供給する第２供給部と、
該少なくとも酸素が供給された水に光触媒の存在下にて光を照射して活性酸素を生成さ
せる光照射部と
を含む機能水製造ユニットを更に含み得る。
【００２３】
本発明の炭化水素系化合物の製造装置の上記態様において、第１供給部は、水中に空気
をナノバブルの形態で供給し得、機能水製造ユニットは、水中に二酸化炭素を供給する第
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３供給部を更に含み得る。
【００２４】
あるいは、本発明の炭化水素系化合物の製造装置の上記態様において、第１供給部は、
水中に二酸化炭素をナノバブルの形態で供給し得る。
【発明の効果】
【００２５】
本発明の炭化水素系化合物の製造方法および製造装置においては、二酸化炭素含有ナノ
バブルおよび活性酸素を水中に含む機能水と炭化水素系化合物を含む液状物とを混合して
衝撃力を加えている。かかる衝撃力が加えられた混合物に含まれる炭化水素系化合物の量
は、元の炭化水素系化合物を含む液状物に含まれる炭化水素系化合物の量より増加し得、
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換言すれば、反応により新たに炭化水素系化合物を生じさせることができる。すなわち、
本発明によれば、炭化水素系化合物を効率的に製造することが可能な新規な炭化水素系化
合物の製造方法および製造装置が提供される。
【図面の簡単な説明】
【００２６】
【図１】本発明の１つの実施形態における炭化水素系化合物の製造方法を説明するための
図であって、（ａ）は、炭化水素系化合物の製造装置の前段部分（機能水製造ユニット）
を模式的に示す図であり、（ｂ）は（ａ）中に点線で囲んで示した部分の例示的な拡大模
式図である。
【図２】本発明の１つの実施形態における炭化水素系化合物の製造方法を説明するための
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図であって、炭化水素系化合物の製造装置の後段部分（反応ユニット）を模式的に示す図
である。
【図３】本発明のもう１つの実施形態における炭化水素系化合物の製造方法を説明するた
めの図であって、（ａ）は、炭化水素系化合物の製造装置の前段部分（機能水製造ユニッ
ト）を模式的に示す図であり、（ｂ）は（ａ）中に点線で囲んで示した部分の例示的な拡
大模式図である。
【図４】実施例１にて使用した炭化水素系化合物を含む液状物の反応前後のガスクロマト
グラフ分析の結果を示し、（ａ）は元油として用いた軽油のガスクロマトグラフ分析結果
であり、（ｂ）はこの元油から得られた新油のガスクロマトグラフ分析結果である。
【発明を実施するための形態】
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【００２７】
以下、本発明による炭化水素系化合物の製造方法および製造装置の実施形態について図
面を参照しながら詳述するが、本発明はかかる実施形態に限定されない。
【００２８】
（実施形態１）
本実施形態における炭化水素系化合物の製造は、（ａ）二酸化炭素含有ナノバブルおよ
び活性酸素を水中に含む機能水を準備する工程（前段部分、図１参照）、および（ｂ）機
能水と炭化水素系化合物を含む液状物とを混合して衝撃力を加える工程（後段部分、図２
参照）により実施され得る。
【００２９】
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・工程（ａ）
まず、機能水を準備する。本発明において、機能水とは、二酸化炭素含有ナノバブルお
よび活性酸素を水中に含む水性流体を意味する。二酸化炭素含有ナノバブルとは、二酸化
炭素含有ガス（少なくとも二酸化炭素を含むガスであればよく、二酸化炭素含有量は特に
限定されず、例えば０．０１〜１００体積％の範囲以内であり得る）から構成される気泡
であって、直径が１μｍ未満、例えば数１００ｎｍ未満の気泡（超微細気泡）を意味する
。ナノバブルは、より直径の大きい気泡に比べて水中に長時間存在（滞留および／または
溶存）し得る。活性酸素（活性酸素種とも呼ばれ得る）とは、酸素分子由来の物質であっ
て、酸素分子よりも反応性が高い物質を意味する。活性酸素は、酸素原子を含むラジカル
であることが好ましく、より詳細には、スーパーオキシドアニオンラジカル（Ｏ２−・）
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、ヒドロキシルラジカル（ＯＨ・）などが挙げられる。しかしながら、活性酸素はこれら
ラジカルに限定されず、過酸化水素、一重項酸素などであってもよい。
【００３０】
かかる機能水は、（ｉ）二酸化炭素含有ナノバブルを水中に供給する工程、および（ｉ
ｉ）少なくとも酸素を水中に供給し、該少なくとも酸素が供給された水に光触媒の存在下
にて光を照射して活性酸素を生成させる工程により製造され得る。
【００３１】
かかる機能水は、例えば図１に示すような機能水製造ユニット（本実施形態における炭
化水素系化合物の製造装置の前段部分）により製造することができる。図１（ａ）を参照
して、機能水製造ユニット１０は、

10

水を収容する水槽１１と、
水中に少なくとも二酸化炭素をナノバブルの形態で供給する第１供給部１３と、
水中に少なくとも酸素を供給する第２供給部１５と、
該少なくとも酸素が供給された水に光触媒の存在下にて光を照射して活性酸素を生成さ
せる光照射部２３と
を含むものであってよい。
【００３２】
まず、水槽１１にライン１より水７を供給する。この水は、できるだけ不純物を含まな
いことが好ましく、いわゆる純水を使用し得、超純水を使用することがより好ましい。純
水または超純水は、例えば、イオン交換樹脂（カチオン交換樹脂およびアニオン交換樹脂

20

）および／または逆浸透膜等で処理して得られたものであってよい。
【００３３】
工程（ｉ）
次に、水槽１１に収容された水７中に、二酸化炭素供給源３に接続された第１供給部１
３より少なくとも二酸化炭素（少なくとも二酸化炭素を含むガス、即ち二酸化炭素含有ガ
ス）をナノバブルの形態で供給する。これにより二酸化炭素含有ナノバブルが水中に供給
され、水中での二酸化炭素濃度を増加させることができ、かつ、水の表面張力により二酸
化炭素含有ナノバブルを水中で滞留させることができる。
【００３４】
本実施形態では、二酸化炭素供給源３として二酸化炭素ガスボンベ等を使用して、二酸
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化炭素含有ガスとして二酸化炭素ガス（例えば純度９９体積％以上）をナノバブルの形態
で供給して、二酸化炭素のナノバブルを発生させるものとするが、本発明はこれに限定さ
れない。
【００３５】
第１供給部１３は、ナノバブルを発生させる機能を有し、よって、ナノバブル発生器と
しても理解され得る。第１供給部１３には、例えば超微細孔式のナノバブル発生器を利用
し得る。超微細孔式のナノバブル発生器は、ガス（本発明では二酸化炭素含有ガスであり
、本実施形態では二酸化炭素ガスである）の気層（気泡）を噴出するガス噴出部分と、水
槽１１中の水７を噴出する水噴出部分とを備え、ガス噴出部分および水噴出部分が水７中
に投入される。ガス噴出部分には、ナノレベルの微細孔を有する特殊セラミックフィルタ
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ーが設けられ、かかる微細孔から二酸化炭素含有ガスの気層（気泡）が噴出される。他方
、水噴射部分においては、水槽１１中の水７がこの特殊セラミックフィルターに噴射され
ることで、特殊セラミックフィルターの表面を水の液流が流れる。そして、特殊セラミッ
クフィルターの微細孔の境界に水槽１１中の水７の液流を与えることにより、ガス噴出部
分（微細孔）より噴出された二酸化炭素含有ガスの気層（気泡）が微細に切断される。そ
して、切断された二酸化炭素含有ガスの気層（気泡）が水槽１１中の水７の表面張力によ
り圧縮されることで二酸化炭素含有ガスのナノバブル（超微細気泡）が生じる。しかしな
がら、ナノバブル発生器は、超微細孔式のものに限定されず、二酸化炭素含有ガスのナノ
バブルを発生可能な装置であれば、任意の適切なナノバブル発生器を適用可能である。
【００３６】
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工程（ｉｉ）
また、水槽１１に収容された水７中に、酸素供給源５に接続された第２供給部１５より
少なくとも酸素（少なくとも酸素を含むガス、即ち酸素含有ガスであればよく、酸素含有
量は特に限定されず、例えば１〜１００体積％の範囲以内であり得る）を供給する。第２
供給部１５は、酸素含有ガスを水中に供給し得る任意の適切な構成を有し得、加圧バブリ
ング式チューブ、ノズル等であってよい（なお、図１（ａ）中、第２供給部１５を図示す
る目的で、その先端部のみを白四角にて模式的に示している）。
【００３７】
本実施形態では、酸素供給源５として酸素ガスボンベ等を使用して、酸素含有ガスとし
て酸素ガス（例えば純度９９体積％以上）を供給するものとするが、本発明はこれに限定

10

されない。
【００３８】
これにより少なくとも酸素（または酸素含有ガス、以下も同様）が供給された水７は、
ポンプ２１により、水槽１１の抜き出し部１７（なお、図１（ａ）中、抜き出し部１７を
図示する目的で、その先端部のみを白四角にて模式的に示している）からライン１９を通
じて抜き出され、光照射部２３へと移送される。光照射部２３は、少なくとも酸素が供給
された水を通過させる反応管２５と、その近傍に配置された光源２７とを備える光照射装
置であってよい。反応管２５には、酸化チタン等の光触媒（図示せず）が充填および／ま
たは配置され、少なくともかかる光触媒が位置する部分において、光源２７から照射され
る光を透過させ得る材質で構成される。光源２７は、使用する光触媒に応じて適切な波長
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を有する光線（例えば紫外光や可視光、太陽光等）を照射し得るものであればよい。光触
媒として酸化チタンを使用する場合、光源２７は、少なくとも紫外域の波長を有する光線
を照射するものであればよく、ＵＶランプおよび／またはブラックライト等を使用してよ
い。
【００３９】
光照射部２３にて、上記のようにして少なくとも酸素が供給された水は、反応管２５を
通る間に、光触媒の存在下にて光源２７から光が照射されて、活性酸素が生成する。より
詳細には、酸素がオゾンになり、更に、スーパーオキシドアニオンラジカル（Ｏ２−・）
、ヒドロキシルラジカル（ＯＨ・）などの活性酸素になる。
【００４０】
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これにより、水７は活性酸素を含むものとなり、光照射部２３からライン２９を通じて
水槽１１に戻される。第２供給部１５から水中に少なくとも酸素（本発明では酸素含有ガ
スであり、本実施形態では酸素ガスである）を供給しながら、ポンプ２１を作動させて、
酸素を含む水を抜き出し部１７から抜き出し、ライン１９、光照射部２３、ライン２９、
水槽１１に通じて循環させることにより、十分な活性酸素濃度を得ることができる。
【００４１】
第２供給部１５からの酸素含有ガス供給の位置および量（または流量）は、その大部分
、好ましくは実質的に全てが、ポンプ２１の吸引力により、抜き出し部１７から水と共に
抜き出され得るように設定されることが好ましい。概略的には、第２供給部１５（酸素含
有ガス供給の位置）を、抜き出し部１７の内部または近傍に配置し、そこから酸素含有ガ
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スを比較的少量（小さい流量）で供給することが好ましい。本実施形態を限定するもので
はないが、例えば図１（ｂ）に示すように、第２供給部１５の先端部（または供給口部）
が、抜き出し部１７の開口部内に挿入されていてよい。
【００４２】
上記工程（ｉ）および（ｉｉ）により、二酸化炭素含有ナノバブル（本実施形態では二
酸化炭素のナノバブル）および活性酸素を水中に含む機能水を得ることができる。工程（
ｉ）および（ｉｉ）の実施順序は特に限定されず、どちらを先に実施してもよく、また、
少なくとも部分的に重複するように同時に実施してもよい。
【００４３】
・工程（ｂ）
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以上のようにして準備された機能水と、炭化水素系化合物を含む液状物とを混合して衝
撃力を加える。
【００４４】
かかる衝撃力の付与は、例えば図２に示すような反応ユニット（本実施形態における炭
化水素系化合物の製造装置の後段部分）により実施することができる。図２を参照して、
反応ユニット３０は、
二酸化炭素含有ナノバブルおよび活性酸素を水中に含む機能水Ａを収容する第１タンク
３１と、
炭化水素系化合物を含む液状物（以下、単に「元油」とも言う）Ｂを収容する第２タン
ク３３と、

10

機能水Ａと炭化水素系化合物を含む液状物Ｂとを反応させるための反応槽４１と、
第１タンク３１および第２タンク３３に接続された供給ライン３７であって、反応槽４
１内に配置されたノズル３９を先端部に備え、ノズル３９から、第１タンク３１から供給
される機能水Ａと第２タンク３３から供給される炭化水素系化合物を含む液状物Ｂとを一
緒に吐出して、反応槽４１の壁面４１ａに衝突させることにより衝撃力を加えるように構
成された供給ライン３７と
を含むものであってよい。
本実施形態における反応ユニット３０は、反応槽４１から抜き出される衝撃力が加えら
れた混合物を、水相と炭化水素系化合物を含む相とに分離する分離槽４５を更に含んでい
てよく、この場合、反応ユニット３０は、反応および分離ユニットとして理解される。

20

【００４５】
まず、工程（ａ）にて準備された機能水を、第１タンク３１に貯留する。なお、第１タ
ンク３１は、機能水製造ユニット１０における水槽１１とは別の容器であっても、同じも
のであってもよい。
【００４６】
機能水Ａにおいて、活性酸素は、水中に存在する二酸化炭素を効率的に還元させ得る程
度で存在することが好ましい。機能水中の活性酸素の濃度は、概略的には、溶存酸素濃度
により代表され得る。通常の水の溶存酸素濃度は８ｐｐｍ程度であるのに対し、機能水の
溶存酸素濃度はこれより高い濃度であればよい。機能水は、好ましくは１０ｐｐｍ（また
はｍｇ／Ｌ）以上の溶存酸素濃度を有する。機能水の溶存酸素濃度の上限値は特に限定さ
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れないが、例えば３０ｐｐｍ以下、好ましくは２４ｐｐｍ以下であり得る。機能水の溶存
酸素濃度は、具体的な実施の態様および／または条件等に応じて適宜選択され得る。本実
施形態のように二酸化炭素含有ナノバブルが二酸化炭素のナノバブルである場合、機能水
の溶存酸素濃度は、２１ｐｐｍ以上であることが好ましく、例えば３０ｐｐｍ以下、特に
２４ｐｐｍ以下であり得るが、本発明はこれに限定されない。
【００４７】
また、機能水Ａにおいて、二酸化炭素含有ナノバブルは、水中にできるだけ多く存在（
滞留および／または溶存）させることが好ましいが、後述する実際の反応条件（使用する
液状物や衝撃力の加え方等）により様々であり得る。かかる機能水Ａは、二酸化炭素含有
ナノバブルが滞留し、二酸化炭素が溶存することにより酸性（ｐＨ７未満）になっている
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。
【００４８】
他方、第２タンク３３に元油Ｂを貯留する。元油は、炭化水素系化合物を含む液状物で
あり、炭化水素系化合物として、炭素および水素から構成され、場合によりヘテロ原子お
よび／または官能基などを有していてもよい化合物（脂肪族および／または芳香族を含み
得、飽和であっても不飽和であってもよい）を少なくとも１種含む液状物であればよい。
かかる炭化水素系化合物は、例えば炭素数５〜２７の飽和炭化水素、特に炭素数９〜２５
の飽和炭化水素、ならびに軽油、灯油、ガソリンおよびジェット燃料からなる群より選択
される少なくとも１種を含むものであってよい。
【００４９】
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第１タンク３１内の機能水Ａおよび第２タンク３３内の元油Ｂの温度は特に限定されな
いが、簡便には、常温（例えば０〜４０℃、特に２５〜３５℃）とされる。本実施形態に
必須ではないが、第１タンク３１および第２タンク３３は、温度調節器３１ａおよび３３
ａをそれぞれ備えていてよい。温度調節器は、タンクの内部に配置されたヒーター等の温
度調節器（図２中、例示的に投げ込み式の温度調節器を示す）を使用しても、タンクの外
部に配置されたジャケットまたはヒーター等の温度調節器を使用してもよい。また、第１
タンク３１および第２タンク３３は、各タンク内の貯留物の温度を均質に保つために、イ
ンペラ方式、流体フローを利用した方式などの攪拌システムを備えていてもよい。
【００５０】
そして、第１タンク１１からの機能水Ａと第２タンク３３からの元油Ｂを、供給ライン
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３７を通じて反応槽４１へ供給する。機能水と元油との供給割合（混合割合）は、特に限
定されないが、例えば１：９９〜９９：１（体積基準、以下も同様）であり得る。一般的
には、機能水と元油の割合は互いに近いほうが、接触効率が高いと考えられ、かかる観点
からは、機能水と元油との供給割合（混合割合）は、例えば６０：４０〜４０：６０、特
に約５０：５０であり得る。本発明者らの研究の結果、本発明において反応をより効率的
に進行させるには、機能水より元油の割合が高いほうが好ましいことが判明し、かかる観
点からは、機能水と元油との供給割合（混合割合）は、例えば１：９９〜４９：５１、特
に２０：８０〜４５：５５、より特に４０：６０であり得る。
【００５１】
供給ライン３７は、第１タンク３１から供給される機能水Ａと第２タンク３３から供給
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される元油Ｂとを、ノズル３９から吐出する前に予め混合する予備混合器３５を更に備え
ていてよい。これにより、機能水Ａと元油Ｂとを、衝撃力を加える前に予め混合すること
ができ、ノズル３９から機能水Ａと元油Ｂとをより均一な混合物の状態で吐出することが
できる。しかしながら、かかる予備混合器３５は必須でない点に留意されたい。
【００５２】
本実施形態においては、第１タンク３１からの機能水Ａと第２タンク３３からの元油Ｂ
とは供給ライン３７の先端部に備えられたノズル３９より一緒に吐出されて、反応槽４１
内に供給される。ノズル３９より吐出された機能水Ａおよび元油Ｂの混合物は、反応槽４
１の壁面（内壁面）４１ａに衝突し、これにより、衝撃力が加えられる。
【００５３】
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図示する態様では、ノズル３９の開口端が反応槽４１の壁面４１ａのうち傾斜底面をな
す部分に対向するように配置されているが、機能水Ａと元油Ｂとを混合して衝撃力を加え
ることができる限り、かかる態様に限定されない。
【００５４】
ノズル３９は、ストレート形状またはオリフィス形状であってよく、これに加えて／代
えて、ベンチュリー構造を有するものであってもよい。ノズル３９の吐出口における孔径
（オリフィス形状を有する場合はオリフィス径）は、適宜選択され得るが、例えば０．１
〜１０ｍｍであり得る。
【００５５】
ノズル３９からの吐出圧力およびノズル３９と壁面４１ａとの間の距離は、所望される
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衝撃力（反応効率）に応じて適宜設定され得る。適切な吐出圧力を得るために、ポンプ３
６が供給ライン３７上に配置され得る。このときの吐出圧力は、ポンプ圧で（配管の圧力
損失は無視して差し支えない）、例えば１〜５ＭＰａ、特に１〜３ＭＰａ、より詳細には
１〜１．５ＭＰａ（いずれもゲージ圧）であり得る。また、ノズル３９と壁面４１ａとの
間の距離は、装置スケールに応じて様々であり得る。
【００５６】
反応槽４１内の雰囲気は特に限定されず、簡便には空気であってよい。反応槽４１内の
温度は、簡便には常温であってよいが、例えば０〜７０℃、特に１０〜５０℃、より特に
１５〜３５℃であってよい。反応槽４１内の圧力は、簡便には常圧（約０．１ＭＰａ）で
あってよいが、例えば０．１〜２０ＭＰａ、特に１〜１５ＭＰａ（いずれも絶対圧力）で
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あってよい。反応槽４１は、大気開放されていても、封止されていてもよい。
【００５７】
上記のようにして、機能水Ａと元油Ｂとが混合され、衝撃力が加えられる（または激し
く混合される）と、新たに炭化水素系化合物を生じる反応が進行して、衝撃力が加えられ
た混合物に含まれる炭化水素系化合物の量が、元の（または反応前、更には混合前の）炭
化水素系化合物を含む液状物に含まれる炭化水素系化合物の量より増加する。
【００５８】
そして、本発明者らの研究により、新たに生じる炭化水素系化合物は、元油に含まれて
いた炭化水素系化合物に応じて様々であり得ること、および、反応条件にもよるが、元油
に含まれていた炭化水素系化合物の炭素数と同様の炭素数を有し得ることが確認されてい

10

る。
【００５９】
本発明はいかなる理論によっても拘束されないが、この反応は以下のように考えられる
。活性酸素は下記式（１ａ）に示すように二酸化炭素を還元して一酸化炭素を生成し得、
生成した一酸化炭素は下記式（１ｂ）に示すように水から水素を生成し得、これらの反応
は全体として下記式（１）にて表される。
２ＣＯ２ → ２ＣＯ＋Ｏ２

・・・（１ａ）

ＣＯ＋Ｈ２Ｏ → ＣＯ２＋Ｈ２
ＣＯ２＋Ｈ２Ｏ → ＣＯ＋Ｈ２＋Ｏ２

・・・（１ｂ）
・・・（１）

また、活性酸素の存在下にて、下記式（２）で表される炭化水素系化合物の合成反応が

20

進行すると考えられる。
（２ｎ＋１）Ｈ２＋ｎＣＯ → ＣｎＨ２ｎ＋２＋ｎＨ２Ｏ

・・・（２）

これらの反応は、機能水と元油とが混合され、衝撃力が加えられる（または激しく混合
される）ことにより、効率的に進行するものと理解される。
【００６０】
そして、新たに生じる炭化水素系化合物が、元油に含まれていた炭化水素系化合物に応
じて異なり得、これと同様の炭素数を有し得るのは、提供される反応場が、元油に含まれ
ていた炭化水素系化合物（特に炭素数）に応じて異なるためであると考えられる。元油に
含まれていた炭化水素系化合物それ自体は、反応により分解および／または消費されない
ものと考えられる。

30

【００６１】
かかる反応は、衝撃力が加えられることにより迅速に進行し得る。反応時間（または反
応槽４１での滞留時間）は、使用する機能水および元油ならびに反応条件等にもよるが、
例えば０．１秒〜１０分間、代表的には１秒〜４分間であり得る。
【００６２】
そして、上記のようにして衝撃力が加えられた混合物は、反応により生じる炭化水素系
化合物を含む反応混合物として、反応槽４１から抜き出し部４１ｂを通じて抜き出される
。反応槽４１は、衝撃力が加えられた混合物を受ける下部構成を有すればよく、壁面４１
ａに衝突させた直後に反応槽４１から排出する構成としてよいが、これに限定されるもの
ではない。

40

【００６３】
本実施形態に必須ではないが、反応槽５から抜き出された反応混合物（衝撃力が加えら
れた混合物）は、ライン４３を通じて分離槽４５に移送されて、炭化水素系化合物を含む
相（有機相）と水相とに分離される。分離槽４５は、相分離し得る任意の適切な構成を有
し得、例えば、静置槽（セトラー）、遠心分離器、パルスカラムなどを用いることによっ
て相分離するものであってよい。互いに分離された炭化水素系化合物を含む相および水相
は、それぞれライン４７および４９を通じて分離槽４５から排出される。
【００６４】
これにより得られる炭化水素系化合物を含む相（以下、単に「新油」とも言う）は、元
油に含まれていた炭化水素系化合物と新たに生じた炭化水素系化合物とを含むものとなる
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。換言すれば、新油における炭化水素系化合物の量は、元油における炭化水素系化合物の
量よりも増加することとなる。新油および元油が実質的に炭化水素系化合物から成る場合
、単純に、新油の量が元油の量よりも増加する。
【００６５】
新油に含まれる炭化水素系化合物（換言すれば、元油に含まれていた炭化水素系化合物
と新たに生じた炭化水素系化合物を合わせたもの）の平均炭素数は、元油に含まれていた
炭化水素系化合物の平均炭素数に応じて異なり得る。例えば、新油に含まれる炭化水素系
化合物の平均炭素数は、衝撃力が加えられた混合物に含まれる炭化水素系化合物の平均炭
素数と実質的に同じであり、これは、元油に含まれていた炭化水素系化合物の平均炭素数
に対して±２０％以内の範囲にあり得る。このことは、所望される炭化水素系化合物に従

10

って、元油の炭化水素系化合物（特に炭素数）を選択することにより、反応により新たに
生じる炭化水素系化合物（特に炭素数）を制御できることを示唆している。なお、本発明
において平均炭素数は、数平均炭素数を意味し、例えばカラムクロマトグラフィーやガス
クロマトグラフィー等によって測定可能である。
【００６６】
以上のようにして本実施形態の炭化水素系化合物の製造方法が実施される。本実施形態
の炭化水素系化合物の製造方法は、連続的に実施することができ、よって、炭化水素系化
合物の大規模生産に適する。しかしながら、本実施形態はこれに限定されず、バッチ式で
実施してもよい。
20

【００６７】
これにより得られた新油は、炭化水素系化合物を含む液状物として回収され、任意の用
途に利用され得る。新油は、その一部を元油タンク３３に移送して、元油として利用して
もよい。他方、水相は、その一部または全部を、必要に応じて、機能水製造ユニット１０
において水として利用しても、または、必要に応じて後処理に付した後、廃棄してもよい
。
【００６８】
（実施形態２）
本実施形態は、上述の実施形態１を改変したものであり、特に断りのない限り、実施形
態１の説明が同様に当て嵌まる。本実施形態における炭化水素系化合物の製造は、（ａ）
二酸化炭素含有ナノバブルおよび活性酸素を水中に含む機能水を準備する工程（前段部分

30

、図３参照）、および（ｂ）機能水と炭化水素系化合物を含む液状物とを混合して衝撃力
を加える工程（後段部分、図２参照）により実施され得る。
【００６９】
・工程（ａ）
本実施形態において、機能水は、例えば図３に示すような機能水製造ユニット（本実施
形態における炭化水素系化合物の製造装置の前段部分）により製造することができる。図
３（ａ）を参照して、機能水製造ユニット１０

は、

水を収容する水槽１１と、
水中に少なくとも二酸化炭素をナノバブルの形態で供給する第１供給部１３と、
40

水中に少なくとも酸素を供給する第２供給部１５と、
水中に二酸化炭素を供給する第３供給部１６と、
該少なくとも酸素が供給された水に光触媒の存在下にて光を照射して活性酸素を生成さ
せる光照射部２３と
を含むものであってよい。
【００７０】
まず、水槽１１にライン１より水７を供給する。
【００７１】
工程（ｉ）
次に、水槽１１に収容された水７中に、二酸化炭素供給源３

に接続された第１供給部

１３より少なくとも二酸化炭素（少なくとも二酸化炭素を含むガス、即ち二酸化炭素含有
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ガス）をナノバブルの形態で供給する。
【００７２】
本実施形態では、二酸化炭素供給源３

として空気ボンベ等を使用して、二酸化炭素含

有ガスとして空気（例えば二酸化炭素含有量０．０３〜０．０４体積％）をナノバブルの
形態で供給して、空気のナノバブルを発生させるものとする。
【００７３】
工程（ｉｉ）
更に、水槽１１に収容された水７中に、二酸化炭素供給源６に接続された第３供給部１
６より少なくとも二酸化炭素（二酸化炭素含有ガス）を供給する。また、水槽１１に収容
された水７中に、酸素供給源５に接続された第２供給部１５より少なくとも酸素（酸素含

10

有ガス）を供給する。第２供給部１５は、実施形態１にて上述したものと同様であり得、
第３供給部１６は、二酸化炭素ガス（または二酸化炭素含有ガス）を水中に供給し得る任
意の適切な構成を有し得、加圧バブリング式チューブ、ノズル等であってよい（なお、図
３（ａ）中、第２供給部１５および第３供給部１６を図示する目的で、それらの先端部の
みを白四角にて模式的に示している）。
【００７４】
本実施形態では、酸素供給源５として酸素ガスボンベ等を使用して、酸素含有ガスとし
て酸素ガス（例えば純度９９体積％以上）を供給し、二酸化炭素供給源６として二酸化炭
素ガスボンベ等を使用して、二酸化炭素含有ガスとして二酸化炭素ガス（例えば純度９９
体積％以上）を供給するものとするが、本発明はこれに限定されない。

20

【００７５】
かかる二酸化炭素含有ガスおよび酸素含有ガスの供給順序は特に限定されず、活性酸素
および二酸化炭素含有ナノバブルを適切に含む機能水を工程（ｂ）にて使用可能である限
り、どちらを先に実施してもよく、また、少なくとも部分的に重複するように同時に実施
してもよい。代表的には、まず、第３供給部１３から水７中に二酸化炭素含有ガスを供給
し、次いで、第２供給部１５から水７中に酸素含有ガスを供給するものであり得る。
【００７６】
これにより少なくとも酸素および二酸化炭素（二酸化炭素含有ナノバブルに加えて、ナ
ノバブルの形態でない二酸化炭素）が供給された水７は、ポンプ２１により、水槽１１の
抜き出し部１７（なお、図３（ａ）中、抜き出し部１７を図示する目的で、その先端部の

30

みを白四角にて模式的に示している）からライン１９を通じて抜き出され、光照射部２３
へと移送される。
【００７７】
光照射部２３にて、上記のようにして少なくとも酸素および二酸化炭素が供給された水
は、反応管２５を通る間に、光触媒の存在下にて光源２７から光が照射されて、活性酸素
が生成する。
【００７８】
これにより、水７は活性酸素を含むものとなり、光照射部２３からライン２９を通じて
水槽１１に戻される。第２供給部１５から水中に酸素含有ガスを供給しながら、ポンプ２
１を作動させて、酸素を含む水を抜き出し部１７から抜き出し、ライン１９、光照射部２

40

３、ライン２９、水槽１１に通じて循環させることにより、十分な活性酸素濃度を得るこ
とができる。この間、第３供給部１６から水中への二酸化炭素含有ガスの供給を実施して
いても、停止または終了していてもよい。
【００７９】
第２供給部１５からの酸素含有ガス供給の位置および量（または流量）ならびに第３供
給部１６からの二酸化炭素含有ガス供給の位置および量（または流量）は、それらの大部
分、好ましくは実質的に全てが、ポンプ２１の吸引力により、抜き出し部１７から水と共
に抜き出され得るように設定されることが好ましい。概略的には、第２供給部１５（酸素
含有ガス供給の位置）および第３供給部１６（二酸化炭素含有ガス供給の位置）を、抜き
出し部１７の内部または近傍に配置し、それぞれ酸素含有ガスおよび二酸化炭素含有ガス
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を比較的少量（小さい流量）で供給することが好ましい。本実施形態を限定するものでは
ないが、例えば図３（ｂ）に示すように、第２供給部１５および第３供給部１６の各先端
部（または供給口部）が、抜き出し部１７の開口部内に挿入されていてよい。
【００８０】
上記工程（ｉ）および（ｉｉ）により、二酸化炭素含有ナノバブル（本実施形態では空
気のナノバブル）および活性酸素を水中に含む機能水を得ることができる。工程（ｉ）お
よび（ｉｉ）の実施順序は特に限定されず、どちらを先に実施してもよく、また、少なく
とも部分的に重複するように同時に実施してもよい。
【００８１】
・工程（ｂ）

10

以上のようにして準備された機能水と、炭化水素系化合物を含む液状物とを混合して衝
撃力を加える。
【００８２】
かかる衝撃力の付与は、例えば図２に示すような反応ユニット（本実施形態における炭
化水素系化合物の製造装置の後段部分）により、実施形態１にて上述したものと同様にし
て実施することができる。
【００８３】
本実施形態においても、機能水は、好ましくは１０ｐｐｍ（またはｍｇ／Ｌ）以上の溶
存酸素濃度を有し、機能水の溶存酸素濃度は、具体的な実施の態様および／または条件等
に応じて適宜選択され得る。本実施形態のように二酸化炭素含有ナノバブルが空気のナノ

20

バブルである場合、機能水の溶存酸素濃度は、１１ｐｐｍ以上であることが好ましく、例
えば２０ｐｐｍ以下、特に１５ｐｐｍ以下であり得るが、本発明はこれに限定されない。
【００８４】
本実施形態においても、実施形態１と同様に、機能水と元油とが混合され、衝撃力が加
えられる（または激しく混合される）と、新たに炭化水素系化合物を生じる反応が進行し
て、衝撃力が加えられた混合物に含まれる炭化水素系化合物の量が、元の（または反応前
、更には混合前の）炭化水素系化合物を含む液状物に含まれる炭化水素系化合物の量より
増加する。その他、本実施形態においても実施形態１の説明が同様に当て嵌まる。
【００８５】
以上、本発明の２つの実施形態における炭化水素系化合物の製造方法および製造装置に

30

ついて説明したが、本発明の範囲内で種々の改変が可能である。例えば、二酸化炭素含有
ナノバブルおよび活性酸素を水中に含む機能水は、図１または図３を参照して説明したも
のとは異なる他の適切な装置および方法により製造したものであってよく、本発明の炭化
水素系化合物の製造装置は、機能水製造ユニットを有しないものであってもよい。また例
えば、機能水と元油とを混合して衝撃力を加える態様は、図２を参照して説明したものと
は異なる他の適切な装置および方法により実施するものであってもよい。例えば、機能水
と炭化水素系化合物とを容器に入れて振盪することによって衝撃力を加えるようにしても
よく、かかる場合にも、衝撃力が加えられた混合物に含まれる炭化水素系化合物の量が、
元の炭化水素系化合物を含む液状物に含まれる炭化水素系化合物の量より増加することが
、本発明者らの研究により確認されている。

40

【００８６】
本発明の炭化水素系化合物の製造方法および製造装置は、活性化水と二酸化炭素とを用
いて、単純な装置構成で極めて短い反応時間で実施することができるので、安価な製造コ
ストで、安全かつ容易に炭化水素系化合物を合成することができる。更に、本発明におい
ては、元油のほかに、二酸化炭素含有ナノバブルおよび活性酸素を水中に含む機能水以外
の物質を用いる必要がないので、これにより得られる新油は高い純度を有し、精製等の後
処理を要することなく、任意の用途にそのまま利用可能である。精製等の後処理を要しな
い点は、反応時間が極めて短い点と共に、製造コストを低くするのに寄与するものである
。そして、かかる新油を炭化水素系燃料として利用する場合には、ＮＯｘやＳＯｘ等の燃
焼生成物による問題を低減または解消することができる。
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【実施例】
【００８７】
以下、本発明を実施例に基づき説明し、機能水と元油から常温常圧条件下にて新油を効
率的に製造し得ることを示す。
【００８８】
（実施例１）
本実施例では、図１および図２を参照して上述した実施形態１に従って、炭化水素系化
合物を製造した。
【００８９】
機能水を以下の通り準備した。

10

まず、陽イオン交換カラムおよび陰イオン交換カラムを備える超純水製造システム（オ
ルガノ株式会社製）に水を通過させて超純水を得た。
図１に示す機能水製造ユニット１０において、水槽１１にこの純水を１００Ｌ入れ、第
１供給部１３としてナノバブル発生器（株式会社西研デバイズ製）により二酸化炭素ガス
を５００ｍＬ／分で２時間（すなわち合計６０Ｌ）供給した。
その後、これにより得られた水７中に第２供給部１５より酸素ガスを５０〜１００ｍＬ
／分で供給しながら、光照射部２３にて、光源２７として紫外線殺菌灯（パナソニック株
式会社製ＧＬ−４０
Ｌ４０Ｓ

ＢＬＢ

４０Ｗ（２５４ｎｍ））およびブラックライト（株式会社東芝製Ｆ
４０Ｗ（３１５〜４００ｎｍ、ピーク波長３５２ｎｍ））を用いた光

照射下にて、二酸化チタン触媒を充填した反応管２５に水７を通じて循環させる処理を４

20

０〜６０分間実施した（５〜１０サイクルに相当する）。
これにより得られた機能水の溶存酸素濃度は２１ｐｐｍ以上であった。（水道水等の通
常の水の溶存酸素濃度は８ｐｐｍ程度であることに留意されたい。）
【００９０】
次に、上記で得た機能水と、元油として軽油を用いて、これらを下記の通り混合して衝
撃力を加えた。
図２に示す反応ユニット３０にて、２５〜３５℃の範囲以内の温度に調節した機能水Ａ
と元油（本実施例では軽油）Ｂを予備混合器３５にて予備混合し、ポンプ３６でポンプ圧
１〜１．５ＭＰａ（ゲージ圧）にて加圧して、孔径５ｍｍのストレート形状のノズル３９
から吐出させ、ノズル３９から約２０〜３０ｃｍ離れた壁面４１ａに衝突させた。機能水
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および軽油の混合割合は１：１（体積基準）とし、それぞれ１０Ｌ（すなわち合計２０Ｌ
）で供給した。反応槽４１は、大気開放し、常温常圧の空気雰囲気とした。
これにより衝撃力が加えられた混合物を反応槽４１の底部にある抜き出し部４１ｂより
速やかに抜き出し、分離槽４５にて静置して、有機相と水相とに分離させ、有機相を新油
として回収した。
【００９１】
得られた新油（有機相）は約１１Ｌであり、水相は約９Ｌであった。使用した元油約１
０Ｌに対して、新油約１１Ｌが得られたことから、油（炭化水素系化合物の液状物）が約
１０体積％増加したとことがわかる。
【００９２】
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元油として用いた軽油と、得られた新油とをそれぞれガスクロマトグラフ分析して含有
している炭化水素系化合物の炭素数分布を調べた。結果を図３に示す（図中、記号「ｎ」
は直鎖を示し、記号「Ｃ」の隣の数は炭素数を示す）。図３（ａ）は元油として用いた軽
油のガスクロマトグラフ分析結果であり、図３（ｂ）はこの元油から得られた新油のガス
クロマトグラフ分析結果である。ガスクロマトグラフ分析には、ＧＣ−２０１０（株式会
社島津製作所製）を用いた。
【００９３】
図３（ａ）と図３（ｂ）を比較すると、いずれも炭素数１７（ｎＣ１７）をピークとし
、炭素数約９〜２５の範囲で分布しており、互いに類似した炭素数分布を示した。よって
、元油として軽油を用いた場合に、軽油と同様の組成を有する新油が得られたことが確認
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された。
【００９４】
更に、元油として灯油を用いた場合には、灯油と同様の組成を有する新油が得られ、元
油としてＣ１５Ｈ２２で表される飽和炭化水素化合物を用いた場合には、これと同様の組
成を有する新油が得られ、いずれの場合にも、元油に比べて新油の量が増加することが、
本発明者らの実験により確認された。
【００９５】
（実施例２）
本実施例では、図３および図２を参照して上述した実施形態２に従って、炭化水素系化
10

合物を製造した。
【００９６】
機能水を以下の通り準備した。
まず、陽イオン交換カラムおよび陰イオン交換カラムを備える超純水製造システム（オ
ルガノ株式会社製）に水を通過させて超純水を得た。
図３に示す機能水製造ユニット１０

において、水槽１１にこの純水を５０Ｌ入れ、第

１供給部１３としてナノバブル発生器（株式会社西研デバイズ製）により空気（二酸化炭
素含量約０．０３体積％）を６００ｍＬ／分で１時間供給した。
その後、これにより得られた水７中に、まず、第３供給部１６より二酸化炭素ガスを６
００ｍＬ／分で３０分間供給し、次いで、第２供給部１５より酸素ガスを１５０ｍＬ／分
で５分間供給した。二酸化炭素ガスの供給および酸素ガスの供給を実施している間に亘っ
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て、光照射部２３にて、光源２７として紫外線殺菌灯（パナソニック株式会社製ＧＬ−４
０

４０Ｗ（２５４ｎｍ））およびブラックライト（株式会社東芝製ＦＬ４０Ｓ

ＢＬＢ

４０Ｗ（３１５〜４００ｎｍ、ピーク波長３５２ｎｍ））を用いた光照射下にて、二酸
化チタン触媒を充填した反応管２５に水７を通じて循環させる処理を実施した。
これにより得られた機能水の溶存酸素濃度は１２〜１４ｐｐｍであった。
【００９７】
次に、上記で得た機能水と、元油として軽油を用いて、これらを下記の通り混合して衝
撃力を加えた。
図２に示す反応ユニット３０にて、２５〜３５℃の範囲以内の温度に調節した機能水Ａ
と元油（本実施例では軽油）Ｂを予備混合器３５にて予備混合し、ポンプ３６でポンプ圧
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１〜１．５ＭＰａ（ゲージ圧）にて加圧して、孔径５ｍｍのストレート形状のノズル３９
から吐出させ、ノズル３９から約２０〜３０ｃｍ離れた壁面４１ａに衝突させた。機能水
および軽油の混合割合は表１に示す通りとし、これらの合計２０Ｌで供給した。反応槽４
１は、大気開放し、常温常圧の空気雰囲気とした。
これにより衝撃力が加えられた混合物を反応槽４１の底部にある抜き出し部４１ｂより
速やかに抜き出し、分離槽４５にて静置して、有機相と水相とに分離させ、有機相を新油
として回収した。使用した元油の量と、回収した新油の量とから、油（炭化水素系化合物
の液状物）の増加割合を求めた。結果を表１に併せて示す。
【００９８】
【表１】
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【産業上の利用可能性】
【００９９】
本発明によれば、炭化水素系化合物を容易かつ簡便な方法で低コストにて製造すること
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ができ、これにより得られる炭化水素系化合物は、例えば炭化水素系燃料として利用可能
であり、よって、エネルギー問題の解決に資することが期待される。
【符号の説明】
【０１００】
１、１９、２９
３、３

ライン

、６

二酸化炭素供給源

５

酸素供給源

７

水（機能水）

１０、１０

機能水製造ユニット
10

１１

水槽

１３

第１供給部（ナノバブル発生器）

１５

第２供給部

１６

第３供給部

１７

抜き出し部

２１

ポンプ

２３

光照射部（光照射装置）

２５

反応管

２７

光源

３０

反応ユニット（炭化水素系化合物の製造装置）

３１

第１タンク

３１ａ

20

３３

温度調節器
第２タンク

３３ａ

温度調節器

３５

予備混合器

３６

ポンプ

３７

供給ライン

３９

ノズル

４１

反応槽

４１ａ

壁面

４１ｂ

抜き出し部

４３、４７、４９
４５

30
ライン

分離槽

Ａ

機能水

Ｂ

炭化水素系化合物を含む液状物

(18)
【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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