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（ 続紙 １ ）                             
京都大学 博士（エネルギー科学） 氏名 Latifa Seniorita 

論文題目 

Thermodynamic study of acylglycerols solidification for predicting cold 
flow properties of biodiesel 
（バイオディーゼルの低温流動性に関わるアシルグリセロール凝固
挙動の熱力学的研究） 

（論文内容の要旨） 
 

本論文は、バイオディーゼル中でのアシルグリセロールの凝固挙動の解明と予測に

ついて研究した結果をまとめたものであり、７章からなっている。 

第１章は序論であり、バイオディーゼルの主成分である脂肪酸メチルエステル

（FAME）や不純物のモノ、ジ、及びトリアシルグリセロール（それぞれ MAG、DAG、

TAG）の物理的、化学的特性を説明しつつ、バイオディーゼルの低温流動性及びその

予測方法に関し、既往の研究や課題をまとめ、研究の目的及び意義を述べている。 

第２章では、バイオディーゼル中での MAG、DAG 及び TAG の凝固挙動を明らかに

するため、アシルグリセロール/FAME の二成分系を検討した。混合物の液相線温度

（それ以下で固体が析出する温度）は示差走査熱量分析（DSC）により測定した。その

結果、MAG、DAG 及び TAG はいずれも FAME 中に僅かに加えるだけで混合物の液

相線温度を著しく上昇させ、FAME 中で凝固しやすい傾向があった。この液相線温度の

変化は、異なる成分が固溶体を作らずそれぞれ純物質として凝固すると仮定した非固

溶モデルの計算結果とよく一致した。また、UNIFAC（Dortmund）法により推算した活量

係数を用いて液相線温度を再現できることを示した。その計算によると、MAG は 2 つの

水酸基に起因して高い活量係数（>>1）を持つため、FAME に対する親和性が低く、

FAME 中で凝固しやすい傾向があることがわかった。一方、TAG は活量係数が低い

（≒1）にもかかわらず MAG と同様に凝固しやすかったが、これは TAG が大きな融解

エントロピーを持つことに由来した。さらに、DAG が凝固しやすかった理由は MAG と

TAG の中間的な性質、すなわち、やや高い活量係数と大きな融解エントロピーが合わ

さった結果であることが示された。 

第３章では、異なる種類の MAG 間の相互作用を明らかにするため、様々な MAG/ 
MAG 二成分系を検討した。その結果、液相線は上に凸の曲線を複数持つ複雑な形状

を示すことが判明した。この複雑な液相線は非固溶モデルでは説明できず、2 種類の

MAG が化合物を形成して凝固すると仮定した化合物形成モデルに従うことがわかっ

た。このことから、バイオディーゼル中では 1 種類の MAG が単独で凝固するのではな

く、複数種の MAG が化合物を形成して凝固することが示唆された。なお、化合物形成

モデルには実験データから決定されるパラメータが含まれており、その値は MAG の組

み合わせや組成によって変化した。この意味において化合物形成モデルは半実験式で

ある。実際のバイオディーゼルは複数種の MAG を含むため、その液相線温度を非固

溶モデルのように成分の熱力学物性（融点や融解エンタルピー）と組成の情報のみから

予測することは難しいことが示唆された。 



このように MAG/MAG 二成分系で化合物形成挙動が観察されたことから、第４章で

は、他のアシルグリセロールの組み合わせも検討した。TAG/TAG 二成分系は広く研究

されており、特定の例外を除いて化合物形成挙動は見られず、液相線は非固溶モデル

に従うことが示されている。本研究で DAG/DAG 二成分系を検討したところ、同様に非

固溶モデルに従うことが判明した。さらに、異種のアシルグリセロールの組み合わせ

MAG/DAG、MAG/TAG及びDAG/TAGにおいても液相線の実測値は非固溶モデルの

計算結果とよく一致した。すなわち、アシルグリセロール混合物では、一般に各成分が

化合物を形成せず単独で凝固する傾向があり、MAG/MAG のみが化合物形成挙動を

示すことが判明した。MAG はバイオディーゼル製造における最終反応中間体のため、

一般に DAG や TAG よりも含有量が多く、融点も高い。そのため、液相線温度に最も大

きな影響を与えると考えられる。さらに、本章において MAG は DAG や TAG とは化合

物を形成しないことも判明したため、実際のバイオディーゼルの液相線温度の予測に

は、MAGの凝固挙動を化合物形成モデルで評価すれば十分であることが示唆された。 

このことを検証するため、第５章ではヤシ油、パーム油及び菜種油から MAG 含有量

の異なるバイオディーゼルを調製して凝固挙動を検討した。その結果、ヤシ油バイオ

ディーゼルでは MAG 含有量が約 0.25wt%以下、パーム油及び菜種油バイオディーゼ

ルでは約 0.5wt%以下の場合、MAGよりも先に FAMEの凝固が起こることが示された。

一方、MAG 含有量がこれらの値よりも大きい場合は MAG が先に凝固し、このときの

液相線は化合物形成モデルとよく適合した。さらに、現実のバイオディーゼルの MAG
含有量（およそ 0.8wt%以下）の範囲に限り、実験パラメータが 1 つになるように単純化

した化合物形成モデルが提案され、油脂原料が判明しているバイオディーゼルの液相

線温度を MAG 含有率を基に精度よく予測できることが示された。 

第６章では、軽油との混合燃料を想定し、軽油成分（アルカン及び芳香族炭化水素）

中でのバイオディーゼル成分（FAME 及び MAG）の凝固挙動を検討した。その結果、

FAME/アルカン及び FAME/芳香族分の二成分系は非固溶モデルで説明できた。一

方、MAG/アルカン及び MAG/芳香族分の二成分系は化合物形成の兆候が無いにも関

わらず非固溶モデルにも従わなかった。その理由として、これらの軽油成分中では活量

係数の推算方法に課題があることが示され、MAG の水酸基による分子内または分子

間水素結合の影響の可能性が示唆された。 

第７章（結論）では、本研究で得られた成果についてまとめている。 
 

 



（続紙 ２ ）                            
（論文審査の結果の要旨） 

植物油の主成分であるトリアシルグリセロール（TAG）から生産され
るバイオディーゼル（脂肪酸メチルエステル、FAME）は軽油代替燃料
として広く利用されている。一方、不純物として含まれる未反応の TAG
や反応中間体のジ及びモノアシルグリセロール（DAG 及び MAG）は融
点が高く凝固しやすいため、燃料の低温流動性を悪化させるが、それら
の凝固挙動は十分に研究されていない。そこで本論文では、アシルグリ
セロールの凝固挙動を示差走査熱量測定などを用いて検討し、熱力学
モデルによる解析と予測を試みた。得られた成果は以下の通りである。 
1) アシルグリセロール/FAME 二成分系の検討では、いずれのアシルグリセ

ロールも FAME 中に僅かに加えるだけで液相線温度を大きく上昇させ、凝
固しやすい傾向にあった。この液相線の変化は、固溶体を作らず純物質と
して凝固する非固溶モデルを用いて説明され、UNIFAC（Dortmund）法に
より推算した活量係数を用いて再現できることがわかった。また、MAG で
は FAME との低い親和性が、TAG では大きな融解エントロピーが急激な
液相線温度の上昇を招く要因であり、DAG はその中間の性質を示すことを
明らかにした。 

2) 次に、アシルグリセロールの二成分系を検討した。MAG/MAG 二成分系は
単純な非固溶モデルには従わず、MAG 二成分が化合物を形成して凝固する
化合物形成モデルに従った。一方、MAG/DAG、MAG/TAG、DAG/DAG な
どの二成分系の多くは非固溶モデルに従い、各成分が単独で凝固すること
が判明した。DAG 及び TAG が MAG と化合物を形成しないことから、実
際のバイオディーゼルの液相線温度の予測には、最も多く含まれ、かつ融
点の高い MAG の凝固挙動を化合物形成モデルで評価すればよいことを明
らかにした。 

3) 上記の提案を確認するため、ヤシ油、パーム油、菜種油から製造したバイオ
ディーゼルの凝固挙動を検討した。その結果、化合物形成モデルを適用して
MAG 含有量から液相線を予測し得ることがわかり、脂肪酸組成の異なる各
バイオディーゼルに対して実験パラメータを求めることができた。また、現
実的な MAG 含有率（0.8wt%以下）に限定し、液相線を実験パラメータ一
つで予測できる単純化化合物形成モデルを提案した。さらに、原料がヤシ油
の場合は MAG 含有量が 0.25wt%以上、パーム油及び菜種油の場合は
0.5wt%以上でバイオディーゼルの液相線温度が著しく増加するため、現状
の MAG 含有量の規格（0.8wt%以下）はより厳しくすることが望ましいこ
とが提案された。 

4) 軽油への混合を想定し、軽油成分（アルカン及び芳香族炭化水素）中での凝
固挙動を検討した結果、FAME/軽油成分の二成分系は非固溶モデルで説明
できたが、MAG/軽油成分系では化合物形成の兆候が無いにも関わらず非固
溶モデルにも従わなかった。その理由として、軽油成分中では活量係数の推
算方法に課題があることを明らかにした。 
以上の研究により、バイオディーゼル中でのアシルグリセロールの凝固挙

動が明らかにされ、化合物形成モデルにより液相線温度を予測する方法が提
案された。本研究によりバイオディーゼルの凝固のリスクを予測できること
が期待され、バイオエネルギーに関わる学術領域に寄与するところが少なく
ない。 
よって、本論文は博士（エネルギー科学）の学位論文として価値あるものと

認める。また、令和３年８月３０日実施した論文内容とそれに関連した試問の
結果合格と認めた。 

論文内容の要旨、審査の結果の要旨及び学位論文の全文は、本学学術情報リポ



ジトリに掲載し、公表とする。ただし、特許申請、雑誌掲載等の関係により、要
旨を学位授与後即日公表することに支障がある場合は、以下に公表可能とする
日付を記入すること。 

要旨公開可能日： 令和 4 年 9 月 30 日以降 




