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図 1 超臨界溶媒循環型ドライクリーニング装置の原理図
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写真 1
超臨界 CO2 クリーニング装置

クリーニング業界では、有機系洗浄溶剤の自然環境や労
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写真1は、この事業の成果として開発製作した、世界初の

働環境に及ぼす悪影響の打開が共通の課題になっています。

超臨界CO2 ドライクリーニング装置です。洗浄槽の有効容積

私たちは、東北大学の新井先生、猪股先生、スミス先生が
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蒸発器、凝縮器、液溜め槽によって構成されています。環
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平成 14 年から 2 年間、猪股先生を総括研究代表者とする
経産省委託事業の「地域新生コンソーシアム研究開発事業」

傷みがなく、風合い良く仕上がるという特徴があります。
写真 2 は、擬似汚染布を洗剤を使用せずに超臨界 CO2 だ

に採択していただき、新井・猪股・スミスの三先生、産総

けで洗浄した結果を示したものです。現行の洗剤を使用し

研超臨界流体研究センター、業界各社の皆様と一緒に、新
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す。また、CO2 以外いっさい使用しないので、最近社会問
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題視され始めている化学物質過敏症患者向けの洗浄方式と
しても期待を集めています。
現在、インターネットを通じて全国の化学物質過敏症患

洗浄前

者からモニター洗浄の依頼を受けてこの洗浄装置を使って
ウール

綿

ポリエステル

アクリル

洗浄後
写真 2 超臨界 CO2 による洗浄での布の違いによる洗浄結果
汚れ成分：流動パラフィン＋オイルレット（染料）
洗浄条件：二連吐出

いますが、重症患者の方々からも大変好評を頂いています。
16 年度より経産省の補助金を頂き、本格的な実用機の開
発製作に取組んでいます。18 年度からは、化学物質過敏症
患者向けや、優れた洗浄品質を基にした高級品クリーニン
グ市場向けに、本格的な事業展開を開始する計画です。
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