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(54)【発明の名称】ポリエチレンテレフタレートの処理方法
(57)【要約】
【課題】

廃液問題や反応器腐食がなく、分解反応温度

の低いポリエチレンテレフタレートの処理方法を提供す
る。
【解決手段】

水溶媒中で水に難溶性の固体塩基を用い

ることによりポリエチレンテレフタレートをテレフタル
酸塩とエチレングリコールの付加物に分解する。
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【特許請求の範囲】

℃、２２６．８ａｔｍと非常に厳しく、装置の材料も特

【請求項１】

殊で非常に高価であり、ポリエチレンテレフタレートの

ポリエチレンテレフタレートを水溶媒中

で水に難溶性の固体塩基を用いてテレフタル酸塩とエチ

リサイクルには経済的に全く不向きである。

レングリコールの付加物へと分解することを特徴とす

【０００３】

る、ポリエチレンテレフタレートの処理方法。

【発明が解決しようとする課題】本発明の解決すべき課

【請求項２】

題は、上に述べたポリエチレンテレフタレートの水を用

水に難溶性の前記固体塩基がマグネシウ

ム化合物及び/又は亜鉛化合物であることを特徴とす

いた従来の処理方法における酸性廃液、アルカリ性廃液

る、請求項１記載のポリエチレンテレフタレートの処理

の問題や装置の腐食といった問題がなく、更には処理装

方法。
【請求項３】

置価格も安価なポリエチレンテレフタレートの処理方法
前記マグネシウム化合物及び/又は亜鉛
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を提供するものである。

化合物が、マグネシウム及び/又は亜鉛の酸化物及び/又

【０００４】

は水酸化物であることを特徴とする、請求項１又は２記

【課題を解決するための手段】本発明者らは、これらの

載のポリエチレンテレフタレートの処理方法。

課題点を解決すべく鋭意検討を行った結果、本発明を完

【請求項４】

１９０℃から３００℃の反応温度で前記

成させるに至った。すなわち本発明のポリエチレンテレ

ポリエチレンテレフタレートを分解することを特徴とす

フタレートの処理方法は、ポリエチレンテレフタレート

る、請求項１乃至３のいずれかに記載のポリエチレンテ

を水溶媒中で水に難溶性の固体塩基を用いてテレフタル

レフタレートの処理方法。

酸塩とエチレングリコールの付加物へと分解することを

【請求項５】

特徴とする。本発明に係るポリエチレンテレフタレート

前記ポリエチレンテレフタレートの分解

反応後の水相からテレフタル酸塩とエチレングリコール
の付加物を回収することを特徴とする、請求項１乃至４

の処理方法の好ましい態様には以下のものがある。
20

（１）水に難溶性の前記固体塩基がマグネシウム化合物

のいずれかに記載のポリエチレンテレフタレートの処理

及び/又は亜鉛化合物である。

方法。

（２）前記マグネシウム化合物及び/又は亜鉛化合物

【請求項６】

前記テレフタル酸塩とエチレングリコー

が、マグネシウム及び/又は亜鉛の酸化物及び/又は水酸

ルの付加物を酸で処理することによりテレフタル酸とエ

化物である。

チレングリコールにし、その後、テレフタル酸とエチレ

（３）１９０℃から３００℃の反応温度で前記ポリエチ

ングリコールとを分離させることを特徴とする、請求項

レンテレフタレートを分解する。

１乃至５のいずれかに記載のポリエチレンテレフタレー

（４）前記ポリエチレンテレフタレートの分解反応後の

トの処理方法。

水相からテレフタル酸塩とエチレングリコールの付加物

【請求項７】

前記ポリエチレンテレフタレートが着色

剤により着色したポリエチレンテレフタレートであっ

を回収する。
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（５）前記テレフタル酸塩とエチレングリコールの付加

て、分解反応により生じた該着色剤を固体塩基表面に吸

物を酸で処理することによりテレフタル酸とエチレング

着除去することを特徴とする、請求項１乃至６のいずれ

リコールにし、その後、テレフタル酸とエチレングリコ

かに記載のポリエチレンテレフタレートの処理方法。

ールとを分離させる。

【発明の詳細な説明】

（６）前記ポリエチレンテレフタレートが着色剤により

【０００１】

着色したポリエチレンテレフタレートであって、分解反

【発明の属する技術分野】本発明は水を用いたポリエチ

応により生じた該着色剤を固体塩基表面に吸着除去す

レンテレフタレートの新規な処理方法に関する。より具

る。

体的には、ポリエチレンテレフタレートを水溶媒中で水

なお、特に矛盾しない限り、上記（１）から（６）の任

に難溶性の固体塩基を用いて分解する、ポリエチレンテ
レフタレートの処理方法に関する。

意の組み合わせもまた本発明の好ましい態様である。
40

【０００５】

【０００２】

【発明の実施の形態】以下に、本発明の方法について詳

【従来の技術】ポリエチレンテレフタレートの水を用い

細に説明する。本発明では、ポリエチレンテレフタレー

た処理方法には、８０％以上の濃硫酸を用いた加水分

トを加水分解によりテレフタル酸塩とエチレングリコー

解、水酸化ナトリウム水溶液を用いた加水分解、超臨界

ルに分解するため、溶媒として水を用いる。水の使用量

水を用いた加水分解が知られている。しかしながら、濃

は、ポリエチレンテレフタレート１重量部に対し１から

硫酸を用いた場合には多量の硫酸廃液が、水酸化ナトリ

１０００重量部、好ましくは１０から１００重量部の範

ウム水溶液を用いた場合には多量の水酸化ナトリウム水

囲である。

溶液の廃液が排出されるといった問題があり、また、い

【０００６】本発明で固体塩基とは、固体状態で塩基性

ずれの場合も装置が腐食するという重大な問題がある。

を示す物質である。本発明では、固体塩基が水溶媒中で

また、超臨界水を用いた場合は、反応条件が３７４．４
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水酸化物として固体塩基触媒作用を示し、エステルの水

( 3 )

特開２００３−４１０４８

3

4

和、分解反応を促進する。従って、例えば固体塩基とし

例示できるが、これらに限定されるものではない。ま

て酸化物を用いた場合は、その一部が反応中水酸化物と

た、形状も特に限定されず、粉状、フレーク状、粒状等

なって作用する。エステル分解生成物は、固体塩基から

であってもよい。

水溶液中に溶出した水酸化物イオン及び金属イオン、あ

【００１０】本発明で生成するテレフタル酸塩とエチレ

るいは固体塩基表面の水酸化物イオン及び金属イオンと

ングリコールの付加物は、使用する固体塩基の種類によ

反応し、テレフタル酸塩とエチレングリコールの付加物

り異なる。例えば、固体塩基がマグネシウム化合物の場

が定量的に生成する。固体塩基の使用量は、ポリエチレ

合はテレフタル酸のマグネシウム塩が、亜鉛化合物の場

ンテレフタレート１００重量部に対し５から１０００重

合はテレフタル酸の亜鉛塩が生成する。本発明で生成す

量部、好ましくは５から２００重量部、更に好ましくは
１０から５０重量部の範囲である。固体塩基の使用量が

るテレフタル酸塩とエチレングリコールの付加物の構造
10

は明らかではないが、生成されたテレフタル酸塩とエチ

少なすぎると、ポリエチレンテレフタレートのテレフタ

レングリコールの複合錯体と考えられる。

ル酸塩とエチレングリコールの付加物への転化率が下が

【００１１】本発明の分解反応の反応温度は、１９０か

ったり、反応速度が遅くなったりする。また、固体塩基

ら３００℃である。反応温度が低すぎると、分解反応が

の使用量が多すぎると、大部分が未使用で無駄となり経

起こらない。また、反応温度が高すぎると、副反応とし

済的でない。

てテレフタル酸が生成し、テレフタル酸が水に難溶性で

【０００７】本発明で使用する固体塩基としては、周期

あるため固体塩基や未反応ポリエチレンテレフタレート

律表２属（アルカリ土類金属）の酸化物及び水酸化物、

との分離が困難となる。更に、反応温度が高くなると反

周期律表１２属の亜鉛の酸化物及び水酸化物が挙げられ

応容器が高価になるとともにエネルギー消費量も高くな

る。より具体的には、酸化マグネシウム、酸化カルシウ

り好ましくない。本発明の反応圧力は、上記反応温度に

ム、酸化ストロンチウム、酸化バリウム、酸化亜鉛、水

20

おいて水が液体状態を維持するのに必要な圧力である。

酸化マグネシウム、水酸化カルシウム、水酸化ストロン

本発明の反応時間は、反応温度に応じて適宜定めること

チウム、水酸化バリウム、水酸化亜鉛等が例示できる。

ができる。具体的には、反応温度が低い場合は反応時間

本発明で使用する固体塩基は水に難溶性であり、難溶性

を長く、反応温度が高い場合は反応時間を短くした方が

の固体塩基としては、酸化マグネシウム、酸化カルシウ

好ましい。反応温度が低い場合において反応時間が短い

ム、酸化ストロンチウム、酸化バリウム、酸化亜鉛、水

と、テレフタル酸塩とエチレングリコールの付加物の生

酸化マグネシウム、水酸化亜鉛等が例示できる。例え

成量が少なくなり好ましくない。また、反応温度が高い

ば、水酸化マグネシウムは１８℃において水１００ｇに

場合において反応時間が長いと、テレフタル酸が副生し

１．６８×１０

−

４

ｇ、水酸化亜鉛は２９℃において水

１００ｇに１．９２×１０

− ５

好ましくない。

ｇしか溶解せず、水酸化

ナトリウムが２５℃において水１００ｇに１１４ｇ溶解

【００１２】本発明で用いられるポリエチレンテレフタ
30

レートは、着色剤を含有していてもよい。ポリエチレン

するのに比べ非常に水に難溶性である。本発明で用いる

テレフタレートは、容器として用いられる際に着色剤を

固体塩基は水に難溶性であるため、廃液が強塩基性にな

用い着色してある場合があるが、着色されたポリエチレ

ることがなく処理が容易であるとともに、反応容器の腐

ンテレフタレートにも用いることができる。着色剤はポ

食といった問題もない。本発明で使用する固体塩基が水

リエチレンテレフタレート製品のメーカーが適宜選択し

に難溶性であるにも関わらず反応性が高いのは、固体塩

て使用するものであり、特に限定されるものではない。

基から水溶液中に溶出した金属イオンとテレフタル酸と

本発明では水に難溶性の固体塩基を用いるため、その表

の錯形成が起こり易いためであると考えられる。

面に分解で生成した着色剤を吸着でき、テレフタル酸塩

【０００８】本発明の反応生成物であるテレフタル酸塩

とエチレングリコールの付加物は着色剤を含まない。従

とエチレングリコールの付加物は水に可溶であるため、
濾過により未反応固体塩基や未反応ポリエチレンテレフ

って、テレフタル酸塩とエチレングリコールの付加物の
40

溶解した水相を濾過等により分離して蒸発乾固後、酸に

タレートと容易に分離できる。また、濾液を蒸発乾固さ

よりテレフタル酸とエチレングリコールに分離して回収

せることによりテレフタル酸塩とエチレングリコールの

した際、着色剤を含まない純度の高いテレフタル酸及び

付加物を得ることができる。

エチレングリコールが得られる。

【０００９】本発明で用いるポリエチレンテレフタレー

【００１３】本発明で用いる酸は、テレフタル酸塩をテ

トは、一般的にエチレングリコールとテレフタル酸又は

レフタル酸と塩に分解する。従って、テレフタル酸より

テレフタル酸ジメチルの縮合重合で合成される。本発明

強酸であれば特に限定されず、塩酸、硫酸、硝酸等の無

では、ポリエチレンテレフタレートの塩基による加水分

機酸、シュウ酸、フマル酸、マロン酸等の有機酸であっ

解反応を利用しているため、ポリエチレンテレフタレー

てもよい。酸を用いることにより、テレフタル酸塩はテ

トの芳香環部分が置換されていてもよい。置換基として

レフタル酸となり、テレフタル酸が水に難溶であるため

は、アルキル基、アミノ基、ニトロ基、ハロゲン基等が

50

水溶液中に沈殿する。一方、エチレングリコールは水に

( 4 )

特開２００３−４１０４８

5

6

任意の割合で溶解するため水相に溶けたままとなり、テ

トクレーブに仕込み、２００℃で１時間撹拌しながら反

レフタル酸とエチレングリコールを容易に分離できる。

応させる。反応後冷却し、内容物を吸引濾過する。な

【００１４】

お、濾液のｐＨは４．９で弱酸性であった。濾液は、ロ

【実施例】以下に、実施例を挙げて本発明を更に詳しく

ータリーエバポレーターを用い、６０℃で蒸発乾固さ

説明するが、本発明はこれらの実施例によりその範囲を

せ、０．８４ｇの白色のテレフタル酸亜鉛−エチレング

限定されるものではない。

リコール付加物を得た。なお、吸引濾過における固体残

【００１５】実施例１

留物の重量は１．４３ｇであり、その組成は未反応のポ

３ｍｍ角のポリエチレンテレフタレート粒子２ｇ、水８

リエチレンテレフタレート、未反応の固体塩基及び副生

０ｇ、酸化マグネシウム粉末０．５ｇを内容量２００ｍ
ｌのオートクレーブに仕込み、２００℃で１時間撹拌し

したテレフタル酸等であった。このテレフタル酸マグネ
10

シウム−エチレングリコール付加物に１Ｎ塩酸を注入す

ながら反応させる。反応後冷却し、内容物を吸引濾過す

ると、テレフタル酸の沈殿とエチレングリコール溶液が

る。なお、濾液のｐＨは４．９で弱酸性であった。濾液

定量的に得られた。最終的には、テレフタル酸は０．６

は、ロータリーエバポレーターを用い、６０℃で蒸発乾

０ｇ回収でき、ポリエチレンテレフタレートの３５％の

固させ、２．０２ｇの白色のテレフタル酸マグネシウム

収率であった。

−エチレングリコール付加物を得た。なお、吸引濾過に

【００１８】参照例１

おける固体残留物の重量は０．８８ｇであり、その組成

３ｍｍ角のポリエチレンテレフタレート粒子２ｇ、水８

は未反応のポリエチレンテレフタレート、未反応の固体

０ｇ、酸化マグネシウム粉末０．５ｇを内容量２００ｍ

塩基及び副生したテレフタル酸等であった。このテレフ

ｌのオートクレーブに仕込み、１８０℃で１時間撹拌し

タル酸マグネシウム−エチレングリコール付加物に１Ｎ

ながら反応させる。反応後、冷却し、内容物を吸引濾過

塩酸を注入すると、テレフタル酸の沈殿とエチレングリ

20

する。濾液を、ロータリーエバポレーターを用い、６０

コール溶液が定量的に得られた。最終的には、テレフタ

℃で蒸発乾固させたところテレフタル酸マグネシウム−

ル酸は１．４５ｇ回収でき、ポリエチレンテレフタレー

エチレングリコール付加物は得られず、分解反応が進行

トの８６％の収率であった。

していないことが分かった。

【００１６】実施例２

【００１９】比較例１

１０ｍｍ角の緑色ポリエチレンテレフタレートフレーク

３ｍｍ角のポリエチレンテレフタレート粒子２ｇと０．

２ｇ、水８０ｇ、水酸化マグネシウム粉末０．５ｇを内

４ｍｏｌ／Ｌの水酸化ナトリウム水溶液８０ｇを内容量

容量２００ｍｌのオートクレーブに仕込み、２００℃で

２００ｍｌのオートクレーブに仕込み、２００℃で１時

２時間撹拌しながら反応させる。反応後冷却し、内容物

間撹拌しながら反応させる。反応後冷却し、内容物を吸

を吸引濾過する。なお、濾液のｐＨは４．９で弱酸性で

引濾過したところ、濾液のｐＨは１２で強アルカリ性で

あった。濾液は、ロータリーエバポレーターを用い、６
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あった。

０℃で蒸発乾固させ、１．９１ｇの白色のテレフタル酸

【００２０】

マグネシウム−エチレングリコール付加物を得た。な

【発明の効果】本発明により、酸廃液やアルカリ廃液を

お、吸引濾過における固体残留物は緑色を呈しており、

伴わず、反応容器を腐食しないポリエチレンテレフタレ

その重量は０．７９ｇであった。このテレフタル酸マグ

ートの処理方法が提供される。また、分解反応温度が低

ネシウム−エチレングリコール付加物に１Ｎ塩酸を注入

温であるため、エネルギー消費量、使用できる装置材料

すると、テレフタル酸の沈殿とエチレングリコール溶液

の観点からも優れている。更に、生成物が水溶性である

が定量的に得られた。最終的には、テレフタル酸は１．

ため、未反応原料や固体塩基との分離、精製が容易であ

４５ｇ回収でき、ポリエチレンテレフタレートの８１％

る。また更に、ポリエチレンテレフタレートに着色剤が

の収率であった。

含まれていた場合においても、着色剤を固体塩基表面に

【００１７】実施例３
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３ｍｍ角のポリエチレンテレフタレート粒子２ｇ、水８

吸着除去できるため、純度の高いテレフタル酸及びエチ
レングリコールを回収できる。

０ｇ、酸化亜鉛粉末０．５ｇを内容量２００ｍｌのオー
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