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(57)【要約】
【課題】耐水性及び耐薬品性に優れた逆浸透膜フィルタ
を提供する。
【解決手段】逆浸透膜フィルタは、−Ｓｉ−Ｘ−Ｓｉ−
結合を有する無機有機ハイブリッド逆浸透膜を備えてい
る。上記Ｘは、一つ以上の水素が置換されていてもよい
飽和若しくは不飽和アルキル鎖を表す。Ｓｉ−Ｃ結合は
水溶液中でも安定であり、加水分解しない。このため、
逆浸透膜フィルタは、耐水性に優れる。また、無機有機
ハイブリッド逆浸透膜は塩素負荷をかけても分解せず、
耐薬品性にも優れる。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
−Ｓｉ−Ｘ−Ｓｉ−結合を有する無機有機ハイブリッド逆浸透膜を備える、
ことを特徴とする逆浸透膜フィルタ。
（上記Ｘは、一つ以上の水素が置換されていてもよい飽和又は不飽和アルキル鎖を表す。
）
【請求項２】
前記Ｘが炭素数１以上６以下の直鎖状飽和炭化水素残基、直鎖状オレフィン系炭化水素
残基又は直鎖状アセチレン系炭化水素残基である、
ことを特徴とする請求項１に記載の逆浸透膜フィルタ。
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【請求項３】
前記ＸがＣｎＨ２ｎ、ＣｎＨ（２ｎ−２）又はＣｎＨ（２ｎ−４）である、
ことを特徴とする請求項１又は２に記載の逆浸透膜フィルタ。
（上記ｎは１以上６以下の整数を表す。）
【請求項４】
前記無機有機ハイブリッド逆浸透膜が（ＲＯ）３ＳｉＣｎＨ２ｎＳｉ（ＯＲ）３、（Ｒ
Ｏ）３ＳｉＣｎＨ（２ｎ−２）Ｓｉ（ＯＲ）３又は（ＲＯ）３ＳｉＣｎＨ（２ｎ−４）Ｓ
ｉ（ＯＲ）３で表される化合物を重合して得られた膜である、
ことを特徴とする請求項１乃至３のいずれか一項に記載の逆浸透膜フィルタ。
（上記ｎは１以上６以下の整数を表す。）
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【請求項５】
多孔質基材上に前記無機有機ハイブリッド逆浸透膜を備える、
ことを特徴とする請求項１乃至４のいずれか一項に記載の逆浸透膜フィルタ。
【請求項６】
前記多孔質基材が無機多孔質基材である、
ことを特徴とする請求項５に記載の逆浸透膜フィルタ。
【請求項７】
前記無機多孔質基材と前記無機有機ハイブリッド逆浸透膜との間に、前記無機多孔質基
材の細孔より小さく前記無機有機ハイブリッド逆浸透膜の細孔よりも大きい細孔を有する
中間層を備える、
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ことを特徴とする請求項６に記載の逆浸透膜フィルタ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、逆浸透膜フィルタに関する。
【背景技術】
【０００２】
逆浸透膜とは、ろ過膜の一種であり、水を通しイオンや塩類など水以外の不純物を透過
させない性質を持つ膜であり、例えば、海水から純水を得る際に用いられる。
【０００３】
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逆浸透膜の実用化技術における最大の問題点は、海水等の膜を通過させる原水中に存在
する蛋白質や糖蛋白等の有機物が膜に吸着し、孔を閉塞することによるファウリングであ
る。膜が有機物で汚染されると膜面にバイオフィルムが形成され、塩阻止率及び透過水量
の低下を招く。このため、逆浸透膜は連続的或いは間欠的に薬品洗浄されているのが現状
であり、主に次亜塩素酸ナトリウムなどの塩素系薬品で処理されている。
【０００４】
現在、海水淡水化や排水処理水の再生などに用いられている逆浸透膜のほとんどは、全
芳香族ポリアミド膜である。しかし、全芳香族ポリアミドは、塩素によりアミド結合が切
断・分解され、短時間で塩阻止率の低下及び透過水量の増加を招く。このため、逆浸透プ
ロセスでは、まず原水に塩素注入して有機物を除去し、原水を逆浸透膜に供給する直前に
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還元剤を用いて遊離塩素を還元した後に、ポリアミド膜へ供給する操作が行われている。
この洗浄システムが造水コスト増加の一因である。
【０００５】
このような背景から、上記の洗浄システムが不要な耐薬品性、耐酸化性、耐熱性に優れ
た逆浸透膜が求められている。
【０００６】
無機材料は上記の特性を備える材料であるが、これまで無機材料を逆浸透膜として応用
した例はない。無機膜は、その優れた耐熱性が着目されて研究が進められてきた経緯があ
り、例えば、ガス分離膜として応用されている（例えば、特許文献１）。また、非特許文
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献１では、ｎ−ブタノールと水との分離への応用について報じられている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】特開２００９−２３３５４０号公報
【非特許文献】
【０００８】
【非特許文献１】Ｈｙｄｒｏｔｈｅｒｍａｌｌｙ
ｓｅｐａｒａｔｉｏｎ
ｎｋｅｄ

ｍｅｍｂｒａｎｅｓ

ｌｉ

Ｌ．Ｃａｓｔｒｉｃｕｍ，Ａｓｈｉｍａ

Ｓａ

Ｋｒｅｉｔｅｒ，Ｄａｖｅ

ｅｎｔｅ

Ｊｏｈａｎ

ｔｅｒｉａｌｓ

ｍｏｌｅｃｕｌａｒ

ｏｒｇａｎｉｃａｌｌｙ

ｓｉｌｉｃａ；Ｈｅｓｓｅｌ

ｆｒｏｍ

ｈ，Ｒｏｂｅｒｔ
ａｎｄ

ｓｔａｂｌｅ

Ｅ．ｔｅｎ

Ｈ．Ａ．Ｂｌａｎｋ，Ｊａａｐ
Ｅｌｓｈｏｆ；Ｊｏｒｎａｌ

ｏｆ

Ｆ．Ｖ
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Ｍａ

Ｃｈｅｍｉｓｔｒｙ，２００８，１８，２１５０−２１５８

【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
特許文献１のガス分離膜は、Ｓｉ−Ｏ結合によるシロキサンネットワークから構成され
ている。Ｓｉ−Ｏ結合は、水溶液中で加水分解する。したがって、このガス分離膜は耐水
性が低く、そのまま逆浸透膜として利用することはできない。
【００１０】
また、非特許文献１では、パーベーパレーション法による分離で、１気圧程度の真空引
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きで水を透過させて分離しており、高い圧力が要求される逆分離膜にそのまま応用できる
ものではない。
【００１１】
本発明は上記事項に鑑みてなされたものであり、その目的とするところは、耐水性及び
耐薬品性に優れた逆浸透膜フィルタを提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
本発明に係る逆浸透膜フィルタは、
−Ｓｉ−Ｘ−Ｓｉ−結合を有する無機有機ハイブリッド逆浸透膜を備える、
ことを特徴とする。

40

（上記Ｘは、一つ以上の水素が置換されていてもよい飽和又は不飽和アルキル鎖を表す。
）
【００１３】
また、前記Ｘが炭素数１以上６以下の直鎖状飽和炭化水素残基、直鎖状オレフィン系炭
化水素残基又は直鎖状アセチレン系炭化水素残基であってもよい。
【００１４】
また、前記ＸがＣｎＨ２ｎ、ＣｎＨ（２ｎ−２）又はＣｎＨ（２ｎ−４）であってもよ
い。
（上記ｎは１以上６以下の整数を表す。）
【００１５】
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また、前記無機有機ハイブリッド逆浸透膜が（ＲＯ）３ＳｉＣｎＨ２ｎＳｉ（ＯＲ）３
、（ＲＯ）３ＳｉＣｎＨ（２ｎ−２）Ｓｉ（ＯＲ）３又は（ＲＯ）３ＳｉＣｎＨ（２ｎ−
４）Ｓｉ（ＯＲ）３で表される化合物を重合して得られた膜であってもよい。

（上記ｎは１以上６以下の整数を表す。）
【００１６】
また、多孔質基材上に前記無機有機ハイブリッド逆浸透膜を備えていてもよい。
【００１７】
また、前記多孔質基材が無機多孔質基材であってもよい。
【００１８】
また、前記無機多孔質基材と前記無機有機ハイブリッド逆浸透膜との間に、前記無機多
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孔質基材の細孔より小さく前記無機有機ハイブリッド逆浸透膜の細孔よりも大きい細孔を
有する中間層を備えていてもよい。
【発明の効果】
【００１９】
本発明に係る逆浸透膜フィルタは、−Ｓｉ−Ｘ−Ｓｉ−結合を有する無機有機ハイブリ
ッド逆浸透膜を備えている。上記Ｘは飽和若しくは不飽和アルキル鎖であり、Ｓｉ−Ｃ結
合は水溶液中でも安定であり、加水分解しない。このため、逆浸透膜フィルタは、耐水性
に優れる。また、無機有機ハイブリッド逆浸透膜は塩素負荷をかけても分解せず、耐薬品
性にも優れる。このため、海水から純水を得る際の造水コストを低減できる。
【図面の簡単な説明】
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【００２０】
【図１】無機有機ハイブリッド逆浸透膜の概略構成を示す模式図である。
【図２】実施例１において、各水溶液に対するＢＴＥＳＥ３００（Ｍ１）（ビストリエト
キシシリルエタンを重合し３００℃で焼成して得られた無機有機ハイブリッド逆浸透膜を
備える逆浸透膜フィルタ）の水透過率及び阻止率を示すグラフである。
【図３】実施例１において、溶質の分子量が異なる各水溶液に対するＢＴＥＳＥ３００（
Ｍ１）及びＢＴＥＳＥ１００（ビストリエトキシシリルエタンを重合し１００℃で焼成し
て得られた無機有機ハイブリッド逆浸透膜を備える逆浸透膜フィルタ）の阻止率のグラフ
である。
【図４】実施例１において、（Ａ）はＮａＣｌ溶液に対するＢＴＥＳＥ３００（Ｍ１）の
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水透過率及び阻止率の経時変化を示すグラフ、（Ｂ）はＮａＣｌ溶液に対するＢＴＥＳＥ
１００の水透過率及び阻止率の経時変化を示すグラフである。
【図５】実施例１において、（Ａ）はＭｇＳＯ４溶液に対するＢＴＥＳＥ３００（Ｍ１）
の水透過率及び阻止率の経時変化を示すグラフ、（Ｂ）はＭｇＳＯ４溶液に対するＢＴＥ
ＳＥ１００の水透過率及び阻止率の経時変化を示すグラフである。
【図６】実施例１において、Ｇｌｕｃｏｓｅ溶液に対するＢＴＥＳＥ３００（Ｍ１）の水
透過率及び阻止率の経時変化を示すグラフである。
【図７】実施例１において、ＩＰＡ溶液に対するＢＴＥＳＥ３００（Ｍ１）の水透過率及
び阻止率の経時変化を示すグラフである。
【図８】実施例１において、ＮａＣｌ溶液の温度変化に対するＢＴＥＳＥ３００（Ｍ１）
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の水透過率及び阻止率の変化を示すグラフである。
【図９】実施例１において、（Ａ）はＮａＣｌ溶液の供給圧力の変化に対するＢＴＥＳＥ
３００（Ｍ１）の水透過率及び阻止率の変化を示すグラフ、（Ｂ）はＮａＣｌ溶液の供給
圧力の変化に対するＢＴＥＳＥ１００の水透過率及び阻止率の変化を示すグラフである。
【図１０】実施例１において、ＢＴＥＳＥ３００（Ｍ１）の塩素負荷と水透過率及び阻止
率との関係を示すグラフである。
【図１１】実用化されているポリアミド製逆浸透膜の塩素負荷と阻止率との関係を示すグ
ラフである。
【図１２】実施例２において、溶質の分子量が異なる各水溶液に対するＢＴＥＳＥｔｈｙ
（Ｍ１）、ＢＴＥＳＥｔｈｙ（Ｍ２）及びＢＴＥＳＥ３００（Ｍ２）の阻止率のグラフで
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ある。
【図１３】実施例２において、ＮａＣｌ溶液に対するＢＴＥＳＥｔｈｙ（Ｍ１）の水透過
率及び阻止率の経時変化を示すグラフである。
【発明を実施するための形態】
【００２１】
本実施の形態に係る逆浸透膜フィルタは、図１の模式図に示すように、−Ｓｉ−Ｘ−Ｓ
ｉ−結合（図１では、−Ｓｉ−Ｃ２Ｈ４−Ｓｉ−結合）を有する無機有機ハイブリッド逆
浸透膜を備えている。後述するように、無機有機ハイブリッド逆浸透膜は、ビストリエト
キシシリルエタン（以下、ＢＴＥＳＥ）やビストリエトキシシリルエチレン（以下、ＢＴ
ＥＳＥｔｈｙ）等の化合物が加水分解し、脱水縮合により重合して得られ、重合によって
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形成された細孔（図１に示すｐｏｒｅ）を水分子が通過し、水に溶解しているナトリウム
イオンや塩化物イオン等の通過を阻止する。
【００２２】
無機有機ハイブリッド逆浸透膜は、無機成分である−Ｓｉ−Ｏ−、及び有機成分である
−Ｘ−（図１の例では−Ｃ２Ｈ４−）を備えた膜であるため、後述するように、無機成分
による耐熱性や耐薬品性、有機成分による柔軟性や膜成形性といった特性を併せ持つ。
【００２３】
無機有機ハイブリッド逆浸透膜が備えるＳｉ−Ｃ結合は、水溶液中で加水分解しないの
で、逆浸透膜フィルタは耐水性に優れる。
【００２４】
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また、無機有機ハイブリッド逆浸透膜は、熱安定性に優れる。高い温度の水溶液を通じ
ても支障はない。更には、高い温度の水溶液を通じて分離すると、阻止率が低下すること
なく、水透過率が向上する。
【００２５】
また、無機有機ハイブリッド逆浸透膜は、耐薬品性も優れる。後述の実施例に記すよう
に、逆浸透膜フィルタに３５０００ｐｐｍｈの塩素負荷を与えても、水透過率及び溶質の
阻止率が維持される。このため、塩水から純水を得る際に、膜上におけるバイオファウリ
ング防止のために注入される塩素によっても分解されない。したがって、原水に塩素注入
して有機物を除去した後に還元剤を用いて遊離塩素を還元する操作が不要となるので、増
水コストを低減できる。
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【００２６】
また、無機有機ハイブリッド逆浸透膜は耐熱性が高いので、分離する液体の温度が高く
ても使用することができるとともに、高温膜洗浄することも可能である。更には、液体の
温度が高いほど、水透過率及び阻止率も高い。
【００２７】
なお、−Ｓｉ−Ｘ−Ｓｉ−結合におけるＸは、一つ以上の水素が置換されていてもよい
飽和又は不飽和アルキル鎖である。また、Ｘは直鎖状飽和炭化水素残基、直鎖状オレフィ
ン系炭化水素残基又は直鎖状アセチレン系炭化水素残基であることが好ましい。例えば、
ＣｎＨ２ｎで表される直鎖状飽和炭化水素残基や、ＣｎＨ（２ｎ−２）で表される直鎖状
オレフィン系炭化水素残基、ＣｎＨ（２ｎ−４）で表される直鎖状アセチレン系炭化水素
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残基が挙げられる。この場合、直鎖状飽和炭化水素残基のｎ、即ち、炭素数は１以上６以
下であることが好ましく、より好ましくは１以上４以下である。また、直鎖状オレフィン
系炭化水素残基及び直鎖状アセチレン系炭化水素残基のｎは２以上６以下であることが好
ましく、より好ましくは、炭素数が２以上４以下である。アルキル鎖が長いと、折れ曲が
った構造になり、形成される細孔径が不均一になりやすく、逆浸透膜として機能しなくな
るおそれがあるためである。
【００２８】
逆浸透膜フィルタは、多孔質基材上に無機有機ハイブリッド逆浸透膜を備える形態であ
ることが好ましい。無機有機ハイブリッド逆浸透膜は自己支持能がさほど高くなく自己支
持能を持たせようとすれば膜厚が厚くなり、水透過率の低下を招いてしまうおそれがある
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ためである。
【００２９】
多孔質基材はセラミクス等の無機多孔質基材、耐熱性高分子膜等の有機多孔質基材等、
工業的な使用に耐え得る機械的強度を有するものが用いられる。
【００３０】
無機多孔質基材として、例えばアルミナ（α−Ａｌ２Ｏ３（α−アルミナ）、γ−Ａｌ
２Ｏ３（γ−アルミナ））、ムライト、ジルコニア、チタニア、或いはこれらの複合物か

らなるセラミクスが挙げられる。なかでも安価で入手が容易であり、化学的耐性、耐熱性
、強度に優れるα−アルミナを主成分とするセラミクスが好ましい。
【００３１】
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無機多孔質基材である場合、無機多孔質基材と無機有機ハイブリッド逆浸透膜との間に
中間層が設けられた３層構造であることが好ましい。中間層の細孔径は、無機多孔質基材
の細孔径よりも小さく、無機有機ハイブリッド逆浸透膜の細孔径よりも大きいことが好ま
しい。中間層を構成する物質は限定されないが、一例としてシリカ−ジルコニアが挙げら
れる。このように無機有機ハイブリッド逆浸透膜が形成されることで、無機有機ハイブリ
ッド逆浸透膜の膜厚が均一化され、良好な性能を示す逆浸透膜フィルタとなる。
【００３２】
また、多孔質基材が有機多孔質基材である場合、逆浸透膜フィルタは柔軟性に優れると
ともに、無機多孔質基材に比べて安価であるため、逆浸透膜フィルタを安価に提供するこ
とができる。有機多孔質基材として、ポリスルホン、ポリエーテルスルホン、ポリイミド

20

、ポリテトラフルオロエチレン等が挙げられる。後述の実施例で述べるが、無機有機ハイ
ブリッド逆浸透膜を形成する際に、焼成を行うが、焼成温度に耐え得る程度の耐熱性を有
する高分子膜であることが好ましい。
【００３３】
上述した逆浸透膜フィルタは、例えば、以下のようにして製造することができる。
【００３４】
（ＲＯ）３ＳｉＸＳｉ（ＯＲ）３で表される化合物、例えば、（ＲＯ）３ＳｉＣｎＨ２
ｎＳｉ（ＯＲ）３で表されるビスエトキシシリルエタン、ビスエトキシシリルブタン、ビ

スエトキシシリルオクタンや、（ＲＯ）３ＳｉＣｎＨ（２ｎ−２）Ｓｉ（ＯＲ）３で表わ
されるビスエトキシシリルエチレン等の化合物、（ＲＯ）３ＳｉＣｎＨ（２ｎ−４）Ｓｉ
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（ＯＲ）３で表わされるビスエトキシシリルアセチレン等の化合物を、水を含む溶媒に加
えてゾル状にする。ここで、上記Ｒはアルキル基を表す。この化合物を水に加えるとアル
コキシ基（ＯＲ）が加水分解し、隣接する化合物同士がＳｉ−Ｏ−Ｓｉ結合により重合す
る。より具体的には、上記化合物を、水を含む溶媒（エタノール等）に溶解し、触媒とし
て酸（塩酸、硝酸等）又は塩基（アンモニア等）を添加して、加水分解と縮重合反応に十
分な時間攪拌することで、ポリマーゾルが調製できる。
【００３５】
このゾルをガラス基板等に塗布して焼成することで膜状の無機有機ハイブリッド逆浸透
膜を得ることができる。このガス分離膜をガラス基板等から剥離して逆浸透膜フィルタと
して用いることができる。

40

【００３６】
焼成温度は４００℃より低い温度とする。４００℃以上では、Ｓｉ−ＣｎＨ２ｎ−Ｓｉ
のアルキル鎖が消失してしまうからである。好ましい焼成温度は１００℃以上３００℃以
下である。この場合、上記温度範囲で高い焼成温度とすることが好ましい。脱水縮合がよ
り進行し、ネットワークが緻密になるので、溶質の阻止率が向上する。
【００３７】
また、上述の無機多孔質基材、中間層、無機有機ハイブリッド逆浸透膜を備える３層構
造の逆浸透膜フィルタは、以下のようにして得ることができる。
【００３８】
まず、無機多孔質基材上に中間層を形成する。無機多孔質基材の表面の均質化を行った
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上で、中間層を形成することが好ましい。均質化に用いる素材としては、無機多孔質基材
と同素材の微粒子を用いるとよく、例えば、無機多孔質基材としてアルミナを用いる場合
、これと同素材のアルミナ微粒子を無機多孔質基材表面に担持させて均質化するとよい。
無機多孔質基材上へのアルミナ微粒子の担持は、バインダーとして中間層の形成に用いる
素材と同素材のゾル（例えば、シリカージルコニアコロイドゾル）を用い、バインダーに
アルミナ微粒子を分散させて無機多孔質基材表面に塗布し、乾燥、焼成することにより行
えばよい。また、上記の工程を複数回行って無機多孔質基材の表面を均質化することが好
ましく、この場合、バインダーに分散させるアルミナ微粒子の大きさを徐々に小さくして
行うとよい。
【００３９】

10

続いて、均質化した無機多孔質基材上に、中間層を形成する。中間層の形成は、以下の
ようにホットコーティング法で形成するとよい。無機多孔質基材を予め１７０℃〜１８０
℃程度に加熱しておき、シリカージルコニアコロイドゾルの希薄溶液を均質化した無機多
孔質基材の表面に塗布し、焼成することにより中間層を形成できる。シリカージルコニア
コロイドゾルの塗布は不織布等を用いて行うことができる。なお、所望の厚みの中間層を
得るため、上記の工程を複数回繰り返し行ってもよい。
【００４０】
そして、中間層の表面に、（ＲＯ）３ＳｉＣｎＨ２ｎＳｉ（ＯＲ）３で表される化合物
を水に溶解したゾルを塗布する。ゾルの塗布は、スピンコート法のほか、溶液に浸した不
織布を用いて塗布する等、種々の方法によって行うことができる。

20

【００４１】
そして電気炉等で焼成することにより、無機有機ハイブリッド逆浸透膜が形成され、３
層構造の逆浸透膜フィルタを得ることができる。
【実施例１】
【００４２】
（逆浸透膜の作製）
まず、無機多孔質基材として多孔性α−アルミナ管（長さ：１００ｍｍ，外径：１０ｍ
ｍ，平均細孔径：１μｍ，空効率：５０％）を準備し、以下に記すように、α−アルミナ
管の外表面の均質化を行った後に、順次、中間層、無機有機ハイブリッド逆浸透膜を形成
した。
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【００４３】
（多孔質基材の均質化）
まず、α−アルミナ管の外表面にアルミナ微粒子を担持することで、α−アルミナ管の
外表面を均質化した。アルミナ微粒子の担持は、以下のように、用いるアルミナ微粒子の
平均粒径を異ならせ（１．９μｍ、０．２μｍ）、２段階の工程により行った。
【００４４】
シリカ−ジルコニアコロイドゾル（平均粒径約５０ｎｍ、濃度２．０ｗｔ％）を蒸留水
で４倍に希釈したものに、平均粒径１．９μｍのアルミナ微粒子（住友化学工業（株））
を約１０ｗｔ％程度となるように分散させた（以下、これをシリカ−ジルコニアコロイド
ゾルＡと記す）。また、シリカ−ジルコニアコロイドゾル（平均粒径約５０ｎｍ、濃度２
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．０ｗｔ％）を蒸留水で４倍に希釈したものに、平均粒径０．２μｍのアルミナ微粒子（
住友化学工業（株））を約１０ｗｔ％程度となるように分散させた（以下、これをシリカ
−ジルコニアコロイドゾルＢと記す）。
【００４５】
シリカ−ジルコニアコロイドゾルＡを不織布（ベンコット（登録商標），旭化成（株）
）を用いてアルミナ管の外表面に塗布した。そして、２０分間の室温乾燥、１０分間１８
０℃で乾燥した後、電気管状炉（ＥＫＲ−２９Ｋ，いすゞ製作所（株））で５５０℃，空
気中で１５分間焼成した。この操作を計２回行った。
【００４６】
続いて、シリカ−ジルコニアコロイドゾルＢを、不織布を用いてアルミナ管の外表面に
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塗布した。そして、２０分間の室温乾燥、１０分間１８０℃で乾燥した後、電気管状炉（
ＥＫＲ−２９Ｋ，いすゞ製作所（株））で５５０℃，空気中で１５分間焼成した。この操
作を計３回行った。以上のようにして、α−アルミナ管の外表面を均質化した。
【００４７】
（中間層の形成）
次に、外表面を均質化したα−アルミナ管を予め高温（１７０〜１８０℃）に加熱し、
不織布を用いて、α−アルミナ管の外表面にシリカ−ジルコニアコロイドゾル（平均粒径
約５０ｎｍ、濃度２．０ｗｔ％）を蒸留水で４倍に希釈したものを塗布し（ホットコーテ
ィング法）、空気中で５５０℃の温度で１５分間焼成した。この操作を数回繰り返し、分
離膜支持体の外表面に細孔径が数ｎｍ程度の中間層（シリカ−ジルコニア）を形成した。

10

【００４８】
（逆浸透膜の形成）
次に、ＢＴＥＳＥを水に加えてＢＴＥＳＥゾルを調製した。なお、ＢＴＥＳＥゾルの分
子量は、Ｚｅｔａｓｉｚｅｒ

Ｎａｎｏ（Ｍａｌｖｅｒｍ社製）により測定したところ、

５０００〜２００００ｗｔ／ｍｏｌ程度であった。
【００４９】
このＢＴＥＳＥゾルを中間層上に被覆した。そして、乾燥した後、窒素雰囲気下、３０
０℃で３０分間焼成し、無機有機ハイブリッド逆浸透膜を形成した。このようにして、逆
浸透膜フィルタを作製した。以下、この逆浸透膜フィルタをＢＴＥＳＥ３００（Ｍ１）と
20

記す。
【００５０】
また、１００℃で焼成した以外、上記と同様の条件で無機有機ハイブリッド逆浸透膜を
形成し、逆浸透膜フィルタを作製した。以下、この逆浸透膜フィルタをＢＴＥＳＥ１００
と記す。
【００５１】
ＢＴＥＳＥ３００（Ｍ１）及びＢＴＥＳＥ１００をＳＥＭ写真で観察したところ、ひび
割れは確認できなかった。また、無機有機ハイブリッド逆浸透膜の厚みは１００ｎｍ以下
であった。
【００５２】
以上のようにして作製したＢＴＥＳＥ３００（Ｍ１）及びＢＴＥＳＥ１００を用い、以
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下の実験を行った。
【００５３】
（実験条件）
電解質水溶液として、ＮａＣｌ水溶液（２０００ｐｐｍ）、及び、ＭｇＳＯ４水溶液（
２０００ｐｐｍ）、中性溶質水溶液として、メタノール水溶液（５００ｐｐｍ）、エタノ
ール水溶液（５００ｐｐｍ）、ＩＰＡ（イソプロピルアルコール）水溶液（５００ｐｐｍ
）、ｎ−ブタノール水溶液（５００ｐｐｍ）、及び、グルコース水溶液（５００ｐｐｍ）
を用意した。
【００５４】
各水溶液をＢＴＥＳＥ３００（Ｍ１）及びＢＴＥＳＥ１００に供給し、クロスフロー濾
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過を行った。各水溶液の供給圧力は１．１５ＭＰａ、各水溶液の温度は２５℃で行った。
そして、ＢＴＥＳＥ３００（Ｍ１）及びＢＴＥＳＥ１００の各水溶液に対する水透過率（
Ｗａｔｅｒ

ｐｅｒｍｅａｂｉｌｉｔｙ）及び各溶質の阻止率（Ｒｅｊｅｃｔｉｏｎ）を

求め、特性を評価した。
【００５５】
水透過率Ｌｐ（ｍ３／（ｍ２・ｓ・Ｐａ））は、下式（１）により求めた。
Ｌｐ＝Ｊｖ／（ΔＰ−σΔπ）

・・・（１）

Ｊｖは、フィルタを通す水溶液の流量（Ｌ／（ｍ２・ｈ））、ΔＰ−σΔπは、有効膜
透過圧である。
また、Δπ（浸透圧差）は、ファントホフ式（下式（２））から求めた。
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Δπ＝２ＲＴ（Ｃｆ−Ｃｐ）・・・（２）
Ｒは気体定数、Ｔは絶対温度、Ｃｐは透過液体の濃度、Ｃｆは供給水溶液の濃度である
。Ｃｐ及びＣｆは、電気伝導率計（ＥＳ−５１，ＨＯＲＩＢＡ Ｌｔｄ．）及び全有機炭
素計（ＴＯＣ−ＶＥ、島津製作所）にてそれぞれ測定した。
【００５６】
阻止率Ｒ（％）は、下式（３）から求めた。
Ｒ（％）＝（１−Ｃｐ／Ｃｆ）×１００・・・（３）
【００５７】
（各種水溶液の水透過性及び阻止率の検証）
図２に、ＢＴＥＳＥ３００（Ｍ１）の各水溶液に対する水透過率及び阻止率を示してい

10

る。ＮａＣｌ水溶液、ＭｇＳＯ４水溶液、イソプロパノール水溶液、グルコース水溶液に
ついて、９５％以上の阻止率を示した。一方、エタノール水溶液では、阻止率が７６％以
下であった。これは、エタノールのストークス径が０．４ｎｍと、他の中性溶質（ＩＰＡ
：０．４８ｎｍ、グルコース：０．７３ｎｍ）よりも小さいためと考えられる。この結果
から、ＢＴＥＳＥ３００（Ｍ１）の分離プロセスでは、分子ふるい効果が主要な要因であ
ると考えられる。
【００５８】
（分画分子量の検証）
続いて、図３に、ＢＴＥＳＥ３００（Ｍ１）及びＢＴＥＳＥ１００における各溶液の溶
質の分子量と阻止率との関係を示す。なお、図３中、ＳＷ３０ＨＲ及びＥＳ１０は、実用

20

化されているポリアミド製の逆浸透膜のデータであり、「E. S. Hatakeyama, C. J. Gabr
iel, B. R. Wiesenauer, J. L. Lohr, M. J. Zhou, R. D. Noble, D. L. Gin, J. Membr.
Sci. 2011, 366, 62‑72.」、「Y. Kiso, K. Muroshige, T. Oguchi, M. Hirose, T. Oha
ra, T. Shintani, J. Membr. Sci. 2011, 369, 290‑298.」からそれぞれ引用している。
【００５９】
図３中、破線で示す９０％の阻止率が所謂分画分子量（ＭＷＣＯ：ｍｏｌｅｃｕｌａｒ
ｗｅｉｇｈｔ

ｃｕｔ−ｏｆｆ）であるが、ＢＴＥＳＥ１００では約８４ｇ／ｍｏｌと

、実用化されている浸透膜とほぼ同等であり、ＢＴＥＳＥ３００（Ｍ１）では約５５ｇ／
ｍｏｌであった。したがって、実用化されている浸透膜と同等、若しくはそれ以上の良好
な分子ふるい特性を有することがわかる。
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【００６０】
（経時的安定性の検証）
ＮａＣｌ水溶液、ＭｇＳＯ４水溶液、ＩＰＡ水溶液、Ｇｌｕｃｏｓｅ水溶液を継続して
供給し、ＢＴＥＳＥ３００（Ｍ１）及びＢＴＥＳＥ１００の経時的安定性を検証した。
【００６１】
図４にＮａＣｌ水溶液を供給した際の水透過率及び阻止率の経時変化（図４（Ａ）がＢ
ＴＥＳＥ３００（Ｍ１）、図４（Ｂ）がＢＴＥＳＥ１００）を示す。また、図５にＭｇＳ
Ｏ４水溶液を供給した際の水透過率及び阻止率の経時変化（図５（Ａ）がＢＴＥＳＥ３０
０（Ｍ１）、図５（Ｂ）がＢＴＥＳＥ１００）を示す。また、図６にＩＰＡ水溶液を供給
した際の水透過率及び阻止率の経時変化（ＢＴＥＳＥ３００（Ｍ１））を示す。また、図
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７にＧｌｕｃｏｓｅ水溶液を供給した際の水透過率及び阻止率の経時変化（ＢＴＥＳＥ３
００（Ｍ１））を示す。
【００６２】
いずれにおいても、時間経過に伴う水透過率及び阻止率の変化はほとんどないことがわ
かる。したがって、ＢＴＥＳＥ３００（Ｍ１）及びＢＴＥＳＥ１００は、長時間の連続使
用でもその分離性能が低下することなく用い得ることがわかる。
【００６３】
（熱安定性の検証）
ＮａＣｌ水溶液の供給圧力は一定（１．１５Ｐａ）のまま、ＮａＣｌ水溶液の温度を２
５℃から９０℃に昇温させた後、９０℃から２５℃へと降温させ、熱安定性を検証した。
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【００６４】
図８に、ＢＴＥＳＥ３００（Ｍ１）における供給したＮａＣｌ水溶液の温度変化に対す
る水透過率及び阻止率の変化を示している。図８を見ると、ＮａＣｌ水溶液の温度が高く
なると水透過率も向上した。また、阻止率についても、２５℃では９７．３％であったが
、９０℃では９８．２％とこちらも向上した。
【００６５】
一般的なポリアミド製の浸透膜では、温度が高くなると阻止率が低下する傾向にある。
その理由は以下のように考えられる。高温では、膜の細孔径が大きくなり大きな分子でも
通りやすくなること、また、Ｎａイオン及びＣｌイオンがエネルギーを得て膜を通りやす
くなることから、相対的に水の透過率が低下し、その結果阻止率が低下するものと考えら

10

れる。
【００６６】
しかしながら、ＢＴＥＳＥ３００（Ｍ１）では、上述のように水透過率及び阻止率は温
度が高いほど高い。ＢＴＥＳＥ３００（Ｍ１）では、上記温度範囲では膜の細孔径が変化
せず、水の粘度の低下により水がＮａイオン及びＣｌイオンよりも相対的に通過しやすく
なったためと考えられる。このように、ＢＴＥＳＥ３００（Ｍ１）は熱安定性が高いとと
もに、適応温度範囲が広いことがわかる。また、熱安定性が高いことから、高温膜洗浄も
可能である。
【００６７】
20

（圧力依存性の検証）
ＮａＣｌ水溶液を用い、供給圧力を０．７ＭＰａ〜１．５ＭＰａの範囲で変化させ、Ｂ
ＴＥＳＥ３００（Ｍ１）及びＢＴＥＳＥ１００の圧力依存性を検証した。
【００６８】
図９にＮａＣｌ水溶液の供給圧力の変化に対する水透過率及び阻止率の変化（図９（Ａ
）がＢＴＥＳＥ３００（Ｍ１）、図９（Ｂ）がＢＴＥＳＥ１００）を示している。
【００６９】
供給圧力を上げると、阻止率はやや向上するものの、水透過率はほぼ一定の特性を維持
している。
【００７０】
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（耐薬品性の検証）
市販の次亜塩素酸ナトリウム溶液（ＮａＣｌＯ，活性塩素：１０％）を用い、ＢＴＥＳ
Ｅ３００（Ｍ１）の耐薬品安定性を検証した。
【００７１】
次亜塩素酸ナトリウム溶液は、塩素濃度１００ｐｐｍ，５００ｐｐｍ，１０００ｐｐｍ
に調製して用いた。また、次亜塩素酸ナトリウム溶液のｐＨは、０．２Ｍ ＫＨ２ＰＯ４
緩衝液を用いて７に調整した。
【００７２】
調整した次亜塩素酸ナトリウム溶液中にＢＴＥＳＥ３００（Ｍ１）を所定時間浸し種々
の塩素負荷を与えた。その後、ＢＴＥＳＥ３００（Ｍ１）を取り出して洗浄し、次亜塩素
酸ナトリウム溶液を除去した後に、上記同様にＮａＣｌ溶液（２０００ｐｐｍ，１．１５
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ＭＰａ）を供給して、水透過率及び阻止率を求めた。
【００７３】
図１０に、塩素負荷（Ｃｈｌｏｒｉｎｅ

ｅｘｐｏｓｕｒｅ）と水透過率及び阻止率と

の関係を示す。また、図１１に、参考例として、実用化されているポリアミド製逆浸透膜
（ＳＷ３０ＨＲ，Ｄｏｗ

ＦｉｌｍＴｅｃ）の塩素負荷と阻止率との関係を示している。

なお、図１１に示すグラフは、「Ho Bum Park, Benny D. Freeman, Zhong‑Bio Zhang, Me
hmet Sankir, and James E. McGrath; Angew. Chem. 2008, 120, 6108‑6113」から引用し
た。
【００７４】
図１１を見ると、ポリアミド製逆浸透膜では、５０００ｐｐｍｈを超えた後では、塩素
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負荷が大きくなるにつれて大幅に阻止率が低下している。塩素によってアミド結合が切断
・分解されてしまい、耐薬品性がないことがわかる。
【００７５】
一方、図１０を見ると、ＢＴＥＳＥ３００（Ｍ１）では、塩素負荷３５０００ｐｐｍｈ
（１ｐｐｍの塩素溶液に４年間さらされていた状態に相当）であっても、水透過率及び阻
止率はほとんど変わらず、安定した性能を維持している。したがって、ＢＴＥＳＥ３００
（Ｍ１）は耐薬品性に優れ、ポリアミド製浸透膜では不可能な次亜塩素酸等の殺菌剤の使
用が可能である。
【実施例２】
【００７６】

10

ＢＴＥＳＥｔｙを用いて無機有機ハイブリッド逆浸透膜を作製した。まず、実施例１と
同様にして、α−アルミナ管の外表面を均質化した。
【００７７】
外表面を均質化したα−アルミナ管を予め高温（１７０〜１８０℃）に加熱し、不織布
を用いて、α−アルミナ管の外表面にシリカ−ジルコニアコロイドゾル（平均粒径約５０
ｎｍ、濃度２．０ｗｔ％）を蒸留水で４倍に希釈したものを塗布し（ホットコーティング
法）、空気中で５５０℃の温度で１５分間焼成した。この操作を１２回繰り返し、均質化
したα−アルミナ管の外表面に中間層（シリカ−ジルコニア）を形成した。
【００７８】
（逆浸透膜の形成）

20

次に、ＢＴＥＳＥｔｈｙ、水、エタノール及び触媒として塩酸を混合し、４０℃で１．
５時間攪拌してＢＴＥＳＥｔｈｙゾルを調製した。なお、ＢＴＥＳＥｔｈｙ、水、エタノ
ール、塩酸の混合比は、モル比で１：６０：１２２：０．２とした。
【００７９】
このＢＴＥＳＥｔｈｙゾルを中間層上に被覆した。そして、乾燥した後、窒素雰囲気下
、３００℃で２０分間焼成した。この操作を２回行い、無機有機ハイブリッド逆浸透膜を
形成した。このようにして、逆浸透膜フィルタを作製した。以下、この逆浸透膜フィルタ
をＢＴＥＳＥｔｈｙ（Ｍ１）と記す。
【００８０】
また、再現性を確認するため、上記と全く同様にして逆浸透膜フィルタを作成した。以
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下、この逆浸透膜フィルタをＢＴＥＳＥｔｈｙ（Ｍ２）と記す。
【００８１】
また、ＢＴＥＳＥｔｈｙをＢＴＥＳＥに代える以外、上記と同様にして逆浸透膜フィル
タを作成した。以下、この逆浸透膜フィルタをＢＴＥＳＥ３００（Ｍ２）と記す。
【００８２】
以上のようにして作製したＢＴＥＳＥｔｈｙ（Ｍ１）、ＢＴＥＳＥｔｈｙ（Ｍ２）及び
ＢＴＥＳＥ３００（Ｍ２）を用い、以下の実験を行った。
【００８３】
（分画分子量の検証）
メタノール水溶液（５００ｐｐｍ）、エタノール水溶液（５００ｐｐｍ）、ＩＰＡ（イ
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ソプロピルアルコール）水溶液（５００ｐｐｍ）、及び、グルコース水溶液（５００ｐｐ
ｍ）を用意した。各水溶液をＢＴＥＳＥｔｈｙ（Ｍ１）、ＢＴＥＳＥｔｈｙ（Ｍ２）及び
ＢＴＥＳＥ３００（Ｍ２）に供給し、クロスフロー濾過を行った。各水溶液の供給圧力は
１．１５ＭＰａ、各水溶液の温度は２５℃で行った。そして、ＢＴＥＳＥｔｈｙ（Ｍ１）
、ＢＴＥＳＥｔｈｙ（Ｍ２）及びＢＴＥＳＥ３００（Ｍ２）の各水溶液に対する各溶質の
阻止率を求めた。阻止率は実施例１と同様の手法で求めた。
【００８４】
図１２に、ＢＴＥＳＥｔｈｙ（Ｍ１）、ＢＴＥＳＥｔｈｙ（Ｍ２）及びＢＴＥＳＥ３０
０（Ｍ２）における各溶液の溶質の分子量と阻止率との関係を示す。なお、図１２中、Ｓ
Ｗ３０ＨＲは、実用化されているポリアミド製の逆浸透膜のデータであり、「E. S. Hata
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keyama, C. J. Gabriel, B. R. Wiesenauer, J. L. Lohr, M. J. Zhou, R. D. Noble, D.
L. Gin, J. Membr. Sci. 2011, 366, 62‑72.」、「Y. Kiso, K. Muroshige, T. Oguchi,
M. Hirose, T. Ohara, T. Shintani, J. Membr. Sci. 2011, 369, 290‑298.」から引用
している。
【００８５】
ＢＴＥＳＥｔｈｙ（Ｍ１）、ＢＴＥＳＥｔｈｙ（Ｍ２）及びＢＴＥＳＥ３００（Ｍ２）
の分画分子量（図１２中、破線で示す阻止率９０％の分子量）は、いずれも６０ｇ／ｍｏ
ｌ程度であり、実用化されている浸透膜（ＳＷ３０ＨＲ）よりも良好な分子ふるい特性を
有することがわかる。
10

【００８６】
（経時的安定性の検証）
ＢＴＥＳＥｔｈｙ（Ｍ１）にＮａＣｌ水溶液（２０００ｐｐｍ、２５℃）を継続して供
給し（供給圧力１．１５ＭＰａ）、水透過率及び阻止率を経時的に測定し、ＢＴＥＳＥｔ
ｈｙ（Ｍ１）の経時的安定性を検証した。なお、水透過率及び阻止率は、それぞれ実施例
１と同様の手法で求めた。
【００８７】
その結果を図１３に示す。時間経過に伴う水透過率及び阻止率はほぼ一定で変化がない
ことがわかる。したがって、ＢＴＥＳＥｔｈｙの分離機能は損なわれることがないので、
長時間の連続使用にも用い得ることがわかる。
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【産業上の利用可能性】
【００８８】
逆浸透膜フィルタは、海水から純水を分離する等、様々な液体の分離に利用可能である
。
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