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(57)【要約】
【課題】 本発明の目的は、対イオン剤の存在下で棒状
ミセルを形成するカチオン系界面活性剤に対し、金属の
腐食の原因となるオルト位に基を持つベンゼン環型対イ
オン剤ではなく、メタ位やパラ位に基を持つ対イオン剤
を使用することによって、腐食を抑制するとともに、高
温域での棒状ミセルの形成を安定せしめることによって
、広範囲で使用可能な冷温水用腐食抑制性流れ促進剤お
よび冷温水熱媒における腐食抑制流れ促進方法を提供す
ることにある。
【解決手段】 カチオン系界面活性剤とメタまたはパラ
ハロゲン化安息香酸のうち少なくとも一方である対イオ
ン剤の安息香酸とよりなるようにした。
【選択図】
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
カチオン系界面活性剤とメタまたはパラハロゲン化安息香酸のうち少なくとも一方であ
る対イオン剤とよりなる流体用流れ促進剤。
【請求項２】
流体用流れ促進剤に防錆剤を添加することを特徴とする請求項１記載の冷温水用腐食抑
制流れ促進剤。
【請求項３】
流体用流れ促進剤に消泡剤を添加することを特徴とする請求項１記載の冷温水用腐食抑
制流れ促進剤。
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【請求項４】
カチオン系界面活性剤５０〜１５００ｐｐｍ、対イオン剤５０〜５０００ｐｐｍを流体
に添加混合することを特徴とする冷温水熱媒における腐食抑制流れ促進方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、閉路循環系、地域冷暖房システム、各種工場の循環系、コージェネレーショ
ンシステムなどに使用する水などの熱媒流体中に粘弾性特性を持たせる添加剤を添加する
ことによって抗力減少効果を誘起させ、乱流を層流化させるようにした冷温水用腐食抑制
性流れ促進剤に関する。
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【背景技術】
【０００２】
パイプなどの管内を流れる流体には、流体相互や該流体と管の壁面との境界のところで
生ずる摩擦抵抗や、その抵抗に伴う乱流などが生ずることが知られ、それにより該流体の
管内での流れに抗する力が働くこと、そしてそうした流体の中に僅かな量の特定の物質を
添加することにより、該流体の管内での流れがよりスムーズになるあるいは該流体の管内
での流れに抗する力を低下せしめることができることが知られている。こうした作用効果
を持つ物質は、当該分野では、配管内流体用、「流れ促進剤」、「抗力減少剤」、「摩擦
抵抗低減剤」、「ＤＲ剤」などと呼ばれている。オフィスビル、工場、病院、デパート、
ホテル、公共施設等では空調設備が欠かせない。そうした空調などには、冷暖房用熱媒移
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送システムが使用される。こうした熱媒移送システム等においては、普通、配管の長さは
長距離にわたり、配管内を流れる流体にかかる管内抵抗なども大きなものとなり、流体搬
送動力も大きなものが必要となり、配管設備コストも膨大なものになる。さらにはランニ
ングコストも増大する。
【０００３】
設備コストを削減し、流体搬送動力を低減させる有利な方法として、配管内を流れる水
などの流体の配管抵抗を低減させる「流れ促進剤」を使用することが提案されてきている
（例えば、特許文献１）。
【０００４】
ところで、空調設備等の冷温水配管は、防錆剤等を使用して水管理をしないと、管内に
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錆等を生じさせ、配管内部を閉塞させたり、配管自体を破損させて、トラブルを生じさせ
る恐れがあることから、従来より、様々な防錆、管理手段が取られている。特に大規模な
空調施設（例えば、地域冷暖房、高層ビル空調など）、半導体工場での空調設備では、配
管の延命が重要視されており、そうした目的で腐食抑制剤が多く利用されているのも事実
である。密閉冷温水経路内に防錆として−般的に多く利用されている防錆剤としては、亜
硝酸塩系の防錆剤が多いと言われている。
【０００５】
【特許文献１】特開２００２−８０８２０号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
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【０００６】
しかし、上記したように、近年、棒状ミセルを形成する界面活性剤を添加した冷温水を
冷熱媒移送管及び放熱器内に流通せしめ、省エネルギーを図る手段が注目を浴び、その利
用の一層の促進が求められているが、そういった流れ促進剤は、空調設備等の冷温水配管
系は鋼管やその亜鉛メッキ管、ステンレス管を含み、さらに熱交換装置には銅管が使用さ
れることが多い。これらの金属の腐食を抑えるためには個々の金属の腐食を抑える添加剤
を混合添加することがなされている。
【０００７】
これらの防食剤は水中でイオンの形で存在する。一方、流れ促進剤として使用される界
面活性剤と対イオン剤もイオン性の物質であり、これが複数の防錆剤と混合されることに
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よって、流れ促進効果が低下したり、流れ促進効果が得られる上限温度が低下したり、場
合によっては腐食が進むといった問題があった。また、流れ促進剤を単独で使用した場合
では、パイプ内の腐食は不可避であると予想され、錆等の発生により、パイプ壁面が凹凸
となる恐れがある。パイブの内壁に生じた凹凸で流れが乱されることとなり、パイプ内を
流れる流体と管壁との間の摩擦抵抗が増大し、流量が低下することが考えられる。
【０００８】
また、パイプ内を流れる流体の流動抵抗低減には、熱媒に添加される流れ促進剤が、棒
状ミセルを形成することがひとつの鍵であると考えられるが、こうした配管内の汚れ、錆
などは、流動抵抗低減に対しそれを阻害する大きな要因の一つとなる。
【０００９】
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本発明は、従来の問題点に鑑みてなされたものであり、本発明の目的は、対イオン剤の
存在下で棒状ミセルを形成するカチオン系界面活性剤に対し、金属の腐食の原因となるオ
ルト位に基を持つベンゼン環型対イオン剤ではなく、メタ位やパラ位に基を持つ対イオン
剤を使用することによって、腐食を抑制するとともに、高温域での棒状ミセルの形成を安
定せしめることによって、広範囲で使用可能な冷温水用腐食抑制性流れ促進剤を提供する
ことにある。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
上記目的を達成するために、第１の発明では、カチオン系界面活性剤とメタまたはパラ
ハロゲン化安息香酸のうち少なくとも一方である対イオン剤とよりなるようにした。
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【００１１】
第１の発明を主体とする第２の発明では、流体用流れ促進剤に防錆剤を添加するように
した。また、第１の発明を主体とする第３の発明では、流体用流れ促進剤に消泡剤を添加
するようにした。さらに、第４の発明では、カチオン系界面活性剤５０〜１５００ｐｐｍ
、対イオン剤５０〜５０００ｐｐｍを流体に添加混合するようにした。
【発明の効果】
【００１２】
閉路循環系、地域冷暖房システム、各種工場の循環系、コージェネレーションシステム
などに使用する水などの熱媒流体中に、カチオン系界面活性剤にメタ位またはパラ位にあ
る対イオン剤を添加混合することにより、高温域での棒状ミセルの形成を安定せしめ、乱
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流を層流化させることにより、長期的に安定した抗力減少効果を誘起させ、広範囲で使用
可能な熱媒流体を得ることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１３】
本明細書中、「流体用流れ促進剤」とは、流体の管内での流れがよりスムーズになるあ
るいは該流体の管内での流れに抗する力を低下せしめることができる機能を有する物質あ
るいは組成物を指し、公知のもののうちから選ばれることができるが、好ましくは界面活
性剤を成分として含有するものが挙げられ、より好ましくは少なくとも界面活性剤と対イ
オン剤とを含有するものが挙げられる。該界面活性剤としては、カチオン系界面活性剤と
して当業者に知られたもののうちから選ばれることができ、特に好ましくは流体中で棒状
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ミセルを形成する界面活性剤が挙げられ、例えば、長鎖を有する第４アンモニウム塩等で
ある。これらのうち、特に、炭素数１６〜１８のアルキル基を有する第４アンモニウム塩
が好ましい。
【００１４】
好適に使用されるカチオン系界面活性剤としては、セチルトリメチルアンモニウムクロ
ライド、ステアリルトリヌチルアンモニウムクロライド、オレイルトリメチルアンモニウ
ムクロライド、オレイルビスヒドロキシエチルアンモニウムクロライドなどが挙げられる
。
【００１５】
また、第４級アンモニウム塩を構成するマイナスイオンは、特に限定されず、塩素、臭
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素、ヨウ素などのハロゲンイオン、硫酸イオン、硝酸イオン、リン酸イオン等であっても
よいが、塩素イオンが一般的である。次に、対イオン剤としては、メタまたはパラ位に置
換基を有する安息香酸である。特に、メタハロゲン化安息香酸あるいはパラハロゲン化安
息香酸が有利であり、なかでもパラクロロ安息香酸が優れた効果を示す。
本発明の特徴の一つは、該対イオン剤として用いられる安息香酸は、オルト位に置換基
を持たないことにある。
【００１６】
本発明において、カチオン系界面活性剤と対イオン剤との使用割合は、特に厳密ではな
いが、好適な範囲として重量比で１〜３対１〜１０の割合で用いられる。また、本発明の
流体用流れ促進剤は対象となる熱媒、特に水または水を主体とする水溶液に対して、カチ
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オン系界面活性剤を５０〜１５００ｐｐｍ、対イオン剤を５０〜５０００ｐｐｍとなる範
囲で用いるのが好ましい。これらカチオン系界面活性剤および（または）対イオン剤を更
に大量に用いることは、かえって熱媒の粘度の上昇を来たし、流体の流れを阻害する方向
になる。また上記範囲よりも低濃度で用いたのでは、流れ促進効果が十分に発揮されない
。
【実施例１】
【００１７】
亜鉛引き配管を想定して、５００ｍｌのビーカーに試験水を用意し、これに予め秤量し
た亜鉛板（３０×５０×１ｍｍ）を１２日間浸透させ、この間、ホットマグネットスター
ラーを用いて攪拌しながら５５℃の条件に保った。その後、亜鉛板を再び秤量して減量を
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求め、下記の式により亜鉛板の腐食速度（ＭＤＤ）を算出した。
【００１８】
【化１】
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【００１９】
その結果、腐食速度に顕著な差異のあるデータが得られた。すなわち、比較例として水
道水５００ｍｌにカチオン系界面活性剤（Ａｒｑｕａｄ１８−６３）５００ｐｐｍとサリ
チル酸ナトリウム５００ｐｐｍを添加混合して上述した条件で腐食速度を測定した結果、
２２．１（ＭＤＤ）であった。因みに、一般にＭＤＤ値が１０以下であると防食できたと
判断される。さらに、本発明に基づき、カチオン系界面活性剤（Ａｒｑｕａｄ１８−６３
）５００ｐｐｍとパラクロロ安息香酸５００ｐｐｍを添加混合し、上記条件下で実験を行
い亜鉛板の腐食速度を測定し、前記式（化１）によって腐食速度を算出したところ、０．
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１（ＭＤＤ）となり、腐食速度が極めて小さいことが判明した。因みに、水道水５００ｍ
ｌのみの場合では、０．５（ＭＤＤ）であった。
【００２０】
これに対して、既存の技術では、鉄の腐食防止はモリブデン酸ナトリウムや亜硝酸ナト
リウムを添加し、銅の腐食防止はベンゾトリアゾール系腐食抑制剤を添加すればよいが、
亜鉛の場合は腐食が抑えられず、ほとんど効果が無かった。しかしながら、抗力減少剤の
対イオン剤をサリチル酸ナトリウムからパラクロロ安息香酸に替えたことにより、亜鉛に
対する腐食が改善した。さらに、パラクロロ安息香酸の添加によって、抗力減少効果はサ
リチル酸ナトリウムによるものと同レベルであるばかりでなく、抗力減少を維持する上限
温度を上昇することかできる。
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【００２１】
本発明の流体用流れ促進剤は、さらに防錆剤を併せ用いることも極めて効果的であり、
冷温水用の腐食抑制流れ促進剤となる。これら併用される防錆剤は、特に制限されること
なく、市販の防錆剤が使用可能であり、例えば、モリブデン酸ナトリウム塩、モリブデン
酸カリウム塩、モリブデン酸リチウム塩、モリブデン酸カルシウム塩、モリブデン酸アン
モニウム塩などが挙げられ、特に好適にはモリブデン酸ナトリウムあるいはモリブデン酸
リチウムである。また、亜硝酸塩としては、亜硝酸ナトリウム、亜硝酸カリウム、亜硝酸
リチウムなどが挙げられる。本発明の腐食抑制性流れ促進剤には、さらにベンゾトリアゾ
ール系腐食抑制剤を含有せしめることもできる。
【００２２】
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モリブデン酸塩は、通常の腐食抑制剤として一般的に利用されてはいるが、高価であり
、また単独での使用だと高い添加量を必要とするため、従来は、何種類かの腐食抑制剤と
併用することによってそのモリブデン酸塩の腐食抑制活性を利用してきたに止まる。モリ
ブデン酸塩を流れ促進剤と併用しての腐食抑制の原理としては、モリブデン酸塩がパイプ
管内に酸化皮膜を形成せしめて、腐食抑制を行い、かつ、界面活性剤の吸着の相乗効果に
より、腐食機能をもたらしていると思われる。流体用流れ促進剤をモリブデン酸塩と併用
することにより、常に腐食抑制されることになりパイプ内部の腐食進行がなくなり、長期
的に流れ促進機能を維持できるのである。
【００２３】
本発明は、さらに前記流体用流れ促進剤に防錆剤に代えてあるいは、防錆剤に併せて消
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泡剤を添加することも極めて有効である。この場合用いられる消泡剤は市販のものが何ら
制限なく使用することができる。例えば、シリコン系消泡剤や鉱物油系消泡剤が市販され
ており、それらを有効量併せ用いればよい。
【００２４】
本発明の代表的な冷温水式の空調システムでは、熱源地点と放熱地点との間の直径約５
〜１０００ｍｍ、好ましくは約１０〜５００ｍｍの熱媒移送管内に、液温約−３０〜１２
０℃、好ましくは約−２０〜１００℃、より好ましくは約２〜８０℃であり、また対イオ
ン剤成分としてパラメタクロロ安息香酸成分あるいはメタクロロ安息香酸をそれぞれ約５
０〜５０００ｐｐｍ、好ましくは約１００〜３０００ｐｐｍ、さらに好ましくは約２００
〜２０００ｐｐｍ含有し、さらにモリブデン酸塩又は亜硝酸塩を含有する防錆剤を含有し
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ている冷温水を壁面せん断速度約５〜３０００γ（１／ｓ）で流通せしめることになる。
本発明では、液温を約−３０〜１２０℃に限定したのは、次の理由による。すなわち、
−３０℃以下になると、溶解度が低下して、一旦溶解したものが溶出してくる。また、１
２０℃以上になると棒状ミセルを形成しないか、あるいは不安定な状態になり易い。
【００２５】
なお、０℃以下の場合熱媒が凍ることがあるが、その場合には、ポリエチレングリコー
ルやアルコール類を加えた溶液が用いられるが、本発明の流体流れ促進剤はかかる溶液に
対しても有効である。さらに、１００℃を超えた高温の場合、当然高圧となるが同様に本
発明の流体用流れ促進剤は適用可能である。しかしながら、本発明の流れ促進剤が最も有
効に作用する範囲は前述のとおり２〜８０℃である。
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【００２６】
熱媒としての冷温水の移送管の直径は、好ましくは約５〜１０００ｍｍ、さらに好まし
くは約１０〜５００ｍｍであり、この範囲より小さい場合は熱媒の送水能力に不足を生じ
十分な熱媒の供給が困難となり、さらにこの範囲を越えると配管コストが高くなりすぎる
という問題が生じる。
【００２７】
図２は縦軸を最大ＤＲ％（％）で表し、横軸をカチオン系界面活性剤濃度（ｐｐｍ）で
表す。図２において、本発明の流体用流れ促進剤であるカチオン系界面活性剤（界面活性
剤成分）は約５０〜１５００ｐｐｍ、好ましくは約１００〜１２００ｐｐｍ、さらに好ま
しくは約２００〜１５００ｐｐｍ含有せしめることができ、この範囲より少ないと、抗力
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減少効果が不満足となり、またこの範囲を越えると熱媒の粘度上昇によって抗力減少効果
の割りには熱量が増加せず、またそれの使用量の増大によるコスト上昇が問題となる。
【００２８】
さらに、図３は縦軸を最大ＤＲ％（％）で表し、横軸を対イオン濃度（ｐｐｍ）で表す
。図３において、対イオン濃度の好適な範囲は、約５０〜５０００ｐｐｍであり、より好
ましい範囲は約１００〜３０００ｐｐｍとなる。この範囲より少ないと、抗力減少効果が
不満足となり、またこの範囲を越えると熱媒の粘度上昇によって抗力減少効果の割りには
熱量が増加せず、またそれの使用量の増大によるコスト上昇が問題となる。
【００２９】
以下に実施例を掲げ、本発明を具体的に説明するが、この実施例は単に本発明の説明の
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ため、その具体的な態様の参考のために提供されているものである。これらの例示は本発
明の特定の具体的な態様を説明するためのものであるが、本願で開示する発明の範囲を限
定したり、あるいは制限することを表すものではない。本発明では、本明細書の思想に基
づく様々な実施形態が可能であることは理解されるべきである。全ての実施例は、他に詳
細に記載するもの以外は、標準的な技術を用いて実施したもの、又は実施することのでき
るものであり、これは当業者にとり周知で慣用的なものである。
【実施例２】
【００３０】
図１を用いて実施例１を説明する。図１に冷温水式の空調システムを示す。図１では、
冷温水発生機（ヒートポンプ）１と高架タンク２とを熱媒移送配管３で結んで、熱媒（冷
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温水）の抗力減少化効果及び腐食性向上についてテストした。図１に示された装置には、
電磁流量計４及び差圧計測器（Ｕ字管マノメーター）５が設けられ、それぞれ各流量の測
定及びタップ間直管部区間Ｌの圧力損失を測定できる。循環ポンプ６をインバータ７で周
波数を変化させて、各流量、各温度及び添加された流体用流れ促進剤とモリブデン酸塩又
は亜硝酸塩を含有する防錆剤の影響を調べた。図中、８は調温装置、Ｔ．Ｃは温度計であ
る。冷温水発生機（熱源）１としては、吸収式冷温水発生機（ヒートポンプ）を使用した
。循環ポンプ６は、Ｓ型片吸込渦巻きポンプ１．５ｋｗを使用し、熱媒移送配管３のパイ
プ径は２０ｍｍのものを使用した。熱媒移送配管３のパイプの総延長は２２０ｍであった
。該空調システム中の保有水量はおおよそ１．５４立方メートルである。インバーター７
は汎用インバーター２．２ｋｗのものを使用し、冷温水の温度範囲は冷水７〜１０℃とし
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、温水８０℃とした。
【００３１】
水道水に、流体用流れ促進剤としてオレイルビスヒドロキシエチルメチルアンモニウム
クロライド（「エソカード（Ｅｔｈｏｑｕａｒｄ

Ｏ／１２）」、商品名：ライオン（株

）社製の界面活性剤）を５００ｐｐｍ、そして対イオン剤成分としてパラクロロ安息香酸
を５００ｐｐｍの同量添加した。得られたＥｔｈｏｑｕａｒｄ

Ｏ／１２＋パラクロロ安

息香酸に、防錆剤としてモリブデン酸ナトリウムを添加し、抗力低減効果（ｄｒａｇ
ｒｅｄｕｃｔｉｏｎ：ＤＲ）に及ぼす影響を調べた。
【００３２】
実験は、先ず最初に水道水を使用し、実際に稼働している状態として運転し、インバー
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ターによるモーターの回転数制御を行い、各周波数毎のポンプのモーターの回転数制御を
行 い 、 ポ ン プ の 各 回 転 数 毎 の ポ ン プ の 吐 出 圧 力 、 熱 媒 （ 冷 温 水 ） の 温 度 、 流 速 （ ｕ [ｍ ／
ｓ］）を測定した。次に流体用流れ促進剤を添加した水道水、流体用流れ促進剤とモリブ
デン酸ナトリウムを添加したもので同様に測定した。またインバーターを用いて周波数を
下げて行き、流速が水道水の時と同じになるように設定し、その時の電流値を比較し、節
減量を求めた。
【００３３】
得られた結果を、図４〜５に示す。図４及び図５は縦軸を抗力低減効果（以下、ＤＲ％
で表し、Ｄｒａｇ

Ｒｅｄｕｃｔｉｏｎ

Ｒａｔｅの略称である）とし、横軸を温度（℃

）で表す。ここで抗力減少率ＤＲ％（％）を導入した。流体摩擦係数ｆとレイノズル数Ｒ
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ｅとの関係から、水（ニュートン流体）を流したときの流体摩擦抵抗ｆｗと、流れ促進剤
を流したときの流体摩擦抵抗ｆｓを算出しておき、抗力減少率ＤＲ（％）を以下のように
定義する。
抗力減少率ＤＲ％（％）＝［（ｆｗ―ｆｓ）／ｆｓ］×１００
【００３４】
すなわち、抗力減少が起きていないときは抗力減少率ＤＲ（％）＝０％となり、抗力減
少率ＤＲ％（％）が大きいほど抗力減少効果が大きい。図４と図５を比較すると、図４の
場合は、カチオン系界面活性剤〔Ｅｔｈｏｑｕａｒｄ
ロキシエチルメチルアンモニウム；Ｃ１

８

Ｈ３

５

Ｏ／１２；塩化オレイルビスヒド

Ｎ（Ｃ２ Ｈ４ ＯＨ）２ ＣＨ３ Ｃｌ〕５０

０ｐｐｍにサリチル酸ナトリウム（ＨＯＣ６ Ｈ４ ＣＯＯＮａ）を添加して、温度を室温か
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ら徐々に上昇させた後に抗力減少率ＤＲ％（％）を測定した結果、流体の温度が６５℃を
超えると抗力減少率ＤＲ％（％）が低下し始め、抗力減少率ＤＲ％（％）が５０％を切る
ときの上限温度は６９℃になった。
【００３５】
これに対して、図５の場合は、カチオン系界面活性剤（Ｅｔｈｏｑｕａｒｄ
；塩化オレイルビスヒドロキシエチルメチルアンモニウム；Ｃ１

８

Ｈ３

５

Ｏ／１２

Ｎ（Ｃ２ Ｈ４ Ｏ

Ｈ）２ ＣＨ３ Ｃｌ〕５００ｐｐｍにパラクロロ安息香酸（ＣｌＣ６ Ｈ４ ＣＯＯＨ）を添加
したときの結果である。温度が７０℃を超えると抗力減少率ＤＲ％（％）が低下し始め、
７６℃で抗力減少率ＤＲ％＝５０％となった。これにより、対イオン剤をオルト位のサリ
チル酸ナトリウムからパラ位のパラクロロ安息香酸に替えたことで、上限温度が７℃上昇
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したことが判る。
【図面の簡単な説明】
【００３６】
【図１】ヒートポンプを使用したＤＲ効果評価の為に使用される装置の概説図である。
【図２】最大ＤＲ％（％）とカチオン系界面活性剤濃度との関係を示すグラフ図である。
【図３】最大ＤＲ％（％）と対イオン濃度との関係を示すグラフ図である。
【図４】流体の上限温度が６９℃を超えると抗力減少率ＤＲ％（％）が低下し始める場合
のグラフ図である。
【図５】流体の上限温度が７６℃を超えると抗力減少率ＤＲ％（％）が低下し始める場合
のグラフ図である。
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【符号の説明】
【００３７】
１

冷温水発生機（ヒートポンプ）

２

高架タンク

３

熱媒移送配管

４

電磁流量計

５

差圧計測器

６

循環ポンプ

７

インバータ

８

調温装置
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【図１】

【図２】

【図３】

【図４】

【図５】
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