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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
（Ａ）Ｌ乳酸単位を主成分とするポリＬ乳酸
（Ｂ）Ｄ乳酸単位を主成分とするポリＤ乳酸
（Ｃ）環状エーテルと水の混合物、
を準備し、
成分（Ａ）を成分（Ｃ）に溶解して溶液を調製し、成分（Ｂ）を成分（Ｃ）に溶解して
溶液を調製し、これらの溶液を混合する混合工程、
混合溶液を冷却する冷却工程、ならびに
前記工程で得た溶液から、成分（Ｃ）を除去する除去工程、
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を含む、ポリ乳酸ステレオコンプレックス組成物多孔質体の製造方法。
【請求項２】
前記除去工程が、成分（Ｃ）を脂肪族アルコールに置換する工程を含む、請求項１に記
載の製造方法。
【請求項３】
前記環状エーテルが、１，３−ジオキソラン、テトラヒドロフラン、テトラヒドロピラ
ン、１，３−ジオキサン、１，４−ジオキサン、または１，３，５−トリオキサンである
、請求項１または２に記載の製造方法。
【請求項４】
前記混合工程を室温以上の温度で行い、前記冷却工程を室温未満の温度で行う、請求項
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１〜３のいずれかに記載の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、ポリ乳酸ステレオコンプレックス組成物多孔質体およびその製造方法に関す
る。
【背景技術】
【０００２】
従来、石油化学系樹脂の多孔質体は、発泡ポリスチロールに代表されるように断熱材と
して、あるいは濾過材料として産業界で幅広く適用されている。しかしながら、近年、地
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球環境改善が大きな課題になっている。そのため植物由来樹脂のような環境適合型樹脂に
対するニーズが非常に高まり、多孔質体分野においても植物由来樹脂からなる多孔質体が
望まれている。
【０００３】
従来の植物性樹脂由来の多孔質体に関して、特許文献１（特開２０１３−６０４９９号
公報）には、ポリ乳酸とポリカプロラクトンとのマルチブロック共重合体を含んでなる多
孔質膜が開示されている。特許文献２（特開２０１３−９１７６３号公報）には、ポリ乳
酸とポリ乳酸用可塑剤からなる組成物にデキストリン組成物を配合してなる多孔性シート
が開示されている。特許文献３（特開２００２−２０５３０号公報）にはポリ乳酸のＬ体
とＤ体の比率が９０：１０〜１０：９０である共重合体を用いてなる生分解性多孔質膜が
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開示されている。特許文献４（特開２００６−３０６９８３号公報）および特許文献５（
特開２００９−２４２７２８号公報）にはポリ乳酸の多孔質粒子に関する製造方法が開示
されている。特許文献６（特開２０１０−２６０９５２号公報）にはポリ乳酸を含む多孔
質体およびその製造方法が開示されている。これらの特許文献には、ポリ乳酸ステレオコ
ンプレックスにかかる記載はない。
【０００４】
一方、ポリ乳酸ステレオコンプレックスは耐熱性、耐薬品などに優れることが知られて
おり、ポリＬ乳酸はポリＤ乳酸と混合することにより耐熱性に優れたステレオコンプレッ
クスを形成することが知られている。例えば特許文献７（特開２００７−１９１６２５号
公報）にはポリＬ乳酸とポリＤ乳酸を溶液中でブレンドしてキャストフィルムを作成する
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方法が開示されている。特許文献８（特開２００５−３２５２８６号公報）にはポリＬ乳
酸とポリＤ乳酸とを二軸押出し機で溶融混練してポリ乳酸ステレオブロックを作製する方
法が記載されている。特許文献９（特開２００８−１６３１１１号公報）には、ポリＬ乳
酸とポリＤ乳酸とを二軸押出し機により高温（２２０℃）で溶融混練し、熱処理してステ
レオコンプレックスを形成することが開示されている。特許文献１０（特開２００８−６
３４５５号公報）には、分子量を規定したポリＬ乳酸とポリＤ乳酸とをフラスコ中で加熱
処理してステレオコンプレックスを形成することが記載されている。特許文献１１（国際
公開第２００８／０９６８９５号）にはポリＬ乳酸とポリＤ乳酸を混練して結晶化させ固
体を得る工程と得られた固体を溶融混練する工程からなるポリ乳酸ステレオコンプレック
スの製法が開示されている。しかし、特許文献７〜１１には、ポリ乳酸ステレオコンプレ
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ックスの多孔質体にかかる記載はない。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２０１３−６０４９９号公報
【特許文献２】特開２０１３−９１７６３号公報
【特許文献３】特開２００２−２０５３０号公報
【特許文献４】特開２００６−３０６９８３号公報
【特許文献５】特開２００９−２４２７２８号公報
【特許文献６】特開２０１０−２６０９５２号公報
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【特許文献７】特開２００７−１９１６２５号公報
【特許文献８】特開２００５−３２５２８６号公報
【特許文献９】特開２００８−１６３１１１号公報
【特許文献１０】特開２００８−６３４５５号公報
【特許文献１１】国際公開第２００８／０９６８９５号
【非特許文献】
【０００６】
【非特許文献１】非特許文献１（Loomins GL, Murdoch JR, Gardner KH. Polym. Prepr.
1990;31:55.）
【発明の概要】
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【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
特許文献に記載の従来のポリ乳酸またはポリ乳酸系化合物からなる多孔質体は、耐熱性
、耐薬品性などが不十分であるため用途が制限される。また、当該多孔質体は製造する際
に、界面活性剤、超臨界液体等を使用するために環境に負荷を与える、製造工程が複雑で
あり高コストとなる、等の問題がある。よって、従来のポリ乳酸またはポリ乳酸系化合物
からなる多孔質体は、必ずしも市場の要求を満たすとはいえない。このような状況を鑑み
、本発明は、耐熱性、耐薬品性、および環境適合性に優れた多孔質体を提供することを課
題とする。
【課題を解決するための手段】
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【０００８】
発明者らは、ポリ乳酸ステレオコンプレックス組成物の多孔質体により、上記課題が解
決できることを見出し、本発明を完成した。すなわち、前記課題は以下の本発明により解
決される。
［１］（Ａ）Ｌ乳酸単位を主成分とするポリＬ乳酸、および
（Ｂ）Ｄ乳酸単位を主成分とするポリＤ乳酸
を含む、ポリ乳酸ステレオコンプレックス組成物多孔質体。
［２］成分（Ａ）と成分（Ｂ）の重量比が、「９０〜１０」：「１０〜９０」である、［
１］に記載の多孔質体。
［３］ポリ乳酸ステレオコンプレックス結晶の融点が、２００〜２４０℃である、［１］
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または［２］に記載の多孔質体。
［４］（Ａ）Ｌ乳酸単位を主成分とするポリＬ乳酸
（Ｂ）Ｄ乳酸単位を主成分とするポリＤ乳酸
（Ｃ）環状エーテルと水の混合物、
を準備し、
成分（Ａ）を成分（Ｃ）に溶解して溶液を調製し、成分（Ｂ）を成分（Ｃ）に溶解して
溶液を調製し、これらの溶液を混合する混合工程、
混合溶液を冷却する冷却工程、ならびに
前記工程で得た溶液から、成分（Ｃ）を除去する除去工程、
を含む、ポリ乳酸ステレオコンプレックス組成物多孔質体の製造方法。
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［５］前記除去工程が、成分（Ｃ）を脂肪族アルコールに置換する工程を含む、［４］に
記載の製造方法。
［６］前記環状エーテルが、１，３−ジオキソラン、テトラヒドロフラン、テトラヒドロ
ピラン、１，３−ジオキサン、１，４−ジオキサン、または１，３，５−トリオキサンで
ある、［４］または［５］に記載の製造方法。
［７］前記混合工程を室温以上の温度で行い、前記冷却工程を室温未満の温度で行う、［
４］〜［６］のいずれかに記載の製造方法。
［８］前記［１］〜［３］のいずれかに記載の多孔質体を含む成形体。
［９］前記［１］〜［３］のいずれかに記載の多孔質体を含む、濾過材、担体、カラム、
ガス分離膜、断熱材、スキャホールド、または防音材。
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【発明の効果】
【０００９】
本発明により、耐熱性、耐薬品性、および環境適合性に優れた多孔質体を提供できる。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】ＤＳＣ曲線
【図２】走査型電子顕微鏡写真
【発明を実施するための形態】
【００１１】
以下、本発明を詳細に説明する。本発明においてＸ〜Ｙとの記載は、両端の値すなわち
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ＸとＹを含む。
１．多孔質体
本願発明のポリ乳酸ステレオコンプレックス組成物多孔質体は、（Ａ）Ｌ乳酸単位を主
成分とするポリＬ乳酸、および（Ｂ）Ｄ乳酸単位を主成分とするポリＤ乳酸を含む。以下
、成分について説明する。
【００１２】
１−１．組成
（１）ポリ乳酸ステレオコンプレックス組成物
ポリ乳酸ステレオコンプレックス組成物はポリ乳酸ステレオコンプレックスを含む組成
物であり、本発明の多孔質体の母体となる。ポリ乳酸ステレオコンプレックスは「ポリＬ
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乳酸」と「ポリＤ乳酸」からなるコンプレックスである。ポリ乳酸ステレオコンプレック
ス組成物は、ポリ乳酸ステレオコンプレックス以外の成分を含んでいてもよい。当該成分
としては、コンプレックスを形成していないポリＬ乳酸、ポリＤ乳酸、ポリＬ乳酸とポリ
Ｄ乳酸の共重合体、公知の高分子材料、無機、有機充填剤、または添加剤が挙げられる。
【００１３】
（２）ポリＬ乳酸：成分Ａ
ポリＬ乳酸は、Ｌ乳酸を重合してなる重合体またはＬ乳酸を主成分として他成分と共重
合してなる共重合体である。ポリＬ乳酸の重量平均分子量は５０００〜１００万が好まし
く、１万〜７０万がより好ましく、３万〜５０万がさらに好ましい。当該重量平均分子量
が前記下限値未満であると、強度、弾性率等の機械的特性が不十分となる傾向にある。ま
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た、重量平均分子量が上限値を超えると溶媒への溶解性が低下し、本発明の多孔質体を製
造することが困難になる場合がある。
【００１４】
ポリＬ乳酸の製造方法は特に制限されず、Ｌ乳酸を直接重合してもよく、乳酸の環状２
量体であるＬラクチドを開環重合してもよい。また、これらの原料に加えて、グリコリド
、カプロラクトン等の異種モノマーを共重合してもよい。当該共重合体における異種モノ
マー由来の成分が占める割合は、モノマー換算で３０ｍｏｌ％以下であることが好ましく
、２０ｍｏｌ％以下であることがより好ましく、１０ｍｏｌ％以下であることがさらに好
ましい。すなわち、Ｌ乳酸を主成分としてなるとは、Ｌ乳酸が７０ｍｏｌ％超、好ましく
は８０ｍｏｌ％超、より好ましくは９０ｍｏｌ％超であることをいう。
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【００１５】
ポリＬ乳酸のホモキラル結晶の融点は分子量に依存するが、本発明においては、当該融
点の上限は１８０℃未満が好ましく、１７０℃以下がより好ましい。また融点の下限は１
４０℃以上が好ましく、１５０℃以上がより好ましい。
【００１６】
（３）ポリＤ乳酸：成分Ｂ
ポリＤ乳酸体は、Ｄ乳酸を重合してなる重合体またはＤ乳酸を主成分として他成分と共
重合してなる共重合体である。ポリＤ乳酸の重量平均分子量は、ポリＬ乳酸について述べ
たとおりである。当該重量平均分子量が前記下限値未満であると、強度、弾性率等の機械
的特性が不十分となる傾向にある。また、重量平均分子量が上限値を超えると溶媒への溶
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解性が低下し、本発明の多孔質体を製造することが困難になる場合がある。
【００１７】
ポリ乳酸の製造方法は特に制限されず、Ｄ乳酸を直接重合してもよく、乳酸の環状２量
体であるＤラクチドを開環重合してもよい。また、これらの原料に加えて、グリコリド、
カプロラクトン等の異種モノマーを共重合してもよい。当該共重合体における、異種モノ
マー由来の成分が占める割合は、ポリＬ乳酸について述べた値であることが好ましい。
【００１８】
ポリＤ乳酸のホモキラル結晶の融点は分子量に依存するが、本発明においては、当該融
点の上限は１８０℃未満が好ましく、１７０℃以下がより好ましい。また融点の下限は１
４０℃以上が好ましく、１５０℃以上がより好ましい。
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【００１９】
（４）比率
本発明においては成分（Ａ）と成分（Ｂ）の重量比は、「９０〜１０」：「１０〜９０
」が好ましく、「６０〜４０」：「４０〜６０」がより好ましく、「５５〜４５」：「４
５〜５５」がさらに好ましいが、「６０〜７５」：「４０〜２５」または「４０〜２５」
：「６０〜７５」であってもよい。
【００２０】
１−２．特性
（１）結晶由来のピーク
ポリ乳酸ステレオコンプレックス組成物は、ＤＳＣを用いたファーストスキャンでの測
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定において、得られる融解ピークの大部分がステレオコンプレックス結晶由来である。同
様に、Ｘ線回折におけるピークの多くがステレオコンプレックス結晶由来である。当該結
晶の融点は、２００〜２４０℃が好ましい。
【００２１】
また、ポリ乳酸ステレオコンプレックス組成物は、ＤＳＣを用いたファーストスキャン
での測定またはＸ線回折分析の少なくとも一方において、ホモキラル結晶に由来するピー
クが存在してもよいが、存在しないことが好ましい。すなわち、ＤＳＣを用いたファース
トスキャンでの測定およびＸ線回折分析の双方でホモキラル結晶に由来するピークが存在
しない、または、これらの測定のいずれか一方においてホモキラル結晶に由来するピーク
が小さいことが好ましい。
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【００２２】
ＤＳＣを用いたファーストスキャンでの測定とは、当該組成物を前記方法によって製造
した後、放冷して室温まで冷却した後、速やかにＤＳＣで分析を行う測定をいう。具体的
には、ＤＳＣのファーストスキャンにおいて単独のポリＬ乳酸およびポリＤ乳酸に起因す
るホモキラル結晶に由来する融解ピークが観察されないことが好ましい。ファーストスキ
ャンにおける昇温速度は１０℃／分が好ましい。ＤＳＣで測定された融解ピークがステレ
オコンプレックス結晶に由来するかどうかは、下記のとおりＸ線回折により特定できる。
【００２３】
Ｘ線回折分析において、ホモキラル結晶に由来するピークは、例えばＣｕＫα線源を用
いた場合に、１２°、２１°、２４°付近に観察される。したがって、Ｘ線回折分析にお
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いてホモキラル結晶に由来するピークが存在しないとは、上記ピークが観察されないこと
をいう。
【００２４】
ポリ乳酸ステレオコンプレックス組成物のステレオコンプレックス結晶の結晶化度は１
０％以上が好ましく、３０％以上がより好ましく、４０％以上がさらに好ましい。この結
晶化度は公知の方法で求められる。例えば、結晶化度はＤＳＣを用いてステレオコンプレ
ックス結晶の融解熱量から求めることができる。非特許文献１（Loomins GL, Murdoch JR
, Gardner KH. Polym. Prepr. 1990;31:55.）によれば、結晶化度１００％のステレオコ
ンプレックス結晶の融解熱量は１４２Ｊ／ｇである。よって、本発明の組成物のステレオ
コンプレックス結晶の融解熱量をＤＳＣによって求め、その値を１４２Ｊ／ｇで除するこ
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とによって結晶化度を求めることができる。
【００２５】
（２）耐熱性
ポリ乳酸ステレオコンプレックス組成物は、単独のポリＬ乳酸およびポリＤ乳酸に起因
するホモキラル結晶をほとんど含まないことが好ましい。耐熱性に優れた多孔質体となる
からである。しかしながら、ポリ乳酸ステレオコンプレックス組成物は、ホモキラル結晶
を含んでいてもよい。ステレオコンプレックス結晶の存在により、ポリＬ乳酸からなる多
孔質体、ポリＤ乳酸からなる多孔質体等と比較して、耐熱性に優れる多孔質体となるから
である。
【００２６】
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（３）耐薬品性
本発明の多孔質体はポリ乳酸ステレオコンプレックス組成物が母材であるため、ポリＬ
乳酸からなる多孔質体、ポリＤ乳酸からなる多孔質体等と比較して、耐薬品性に優れる。
【００２７】
（４）用途
本発明の多孔質体は、耐薬品性、機械的性質や成形加工性が良好で高い融点を有し、耐
熱性にも優れる。よって、本発明の多孔質体は、濾過材、カラム、気体分離膜、断熱材、
触媒担体、スキャホールド、防音材などへ幅広く適用することができる。
【００２８】
２．製造方法
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本発明の多孔質体は、
（Ａ）Ｌ乳酸単位を主成分とするポリＬ乳酸
（Ｂ）Ｄ乳酸単位を主成分とするポリＤ乳酸
（Ｃ）環状エーテルと水の混合物、
を準備し、
成分（Ａ）を成分（Ｃ）に溶解して溶液を調製し、成分（Ｂ）を成分（Ｃ）に溶解して
溶液を調製し、これらの溶液を混合する混合工程、
混合溶液を冷却する冷却工程、ならびに
前記工程で得た溶液から、成分（Ｃ）を除去する除去工程、
を含む製造方法、により製造されることが好ましい。
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【００２９】
（１）混合工程
１）成分ＡおよびＢ
成分ＡおよびＢはすでに述べたとおりである。
２）成分Ｃ
環状エーテルとしては、１，３−ジオキソラン、テトラヒドロフラン、テトラヒドロピ
ラン、１，３−ジオキサン、１，４−ジオキサン、１，３，５−トリオキサン等を挙げる
ことができる。中でも、取扱性等から１，３−ジオキサン、１，４−ジオキサンが好まし
い。環状エーテルと水の配合割合（重量比）は「７０〜９５」：「３０〜５」が好ましく
、「８０〜９０」：「２０〜１０」がより好ましい。
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【００３０】
３）配合割合
本工程では、成分Ｃに成分Ａを溶解する。成分Ｃと成分Ａの配合割合（重量比）は「７
０〜９８」：「３０〜２」が好ましく、「８０〜９０」：「２０〜１０」がより好ましい
。成分Ｃと成分Ｂの配合割合も同様である。
【００３１】
成分Ａと成分Ｂの配合割合（重量比）は、前述のとおり「９０〜１０」：「１０〜９０
」が好ましく、「６０〜４０」：「４０〜６０」がより好ましく、「５５〜４５」：「４
５〜５５」がさらに好ましいが、「６０〜７５」：「４０〜２５」または「４０〜２５」
：「６０〜７５」であってもよい。
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【００３２】
４）条件
混合効率を高めるために、混合は室温以上で行うことが好ましい。その際、温度は５０
〜１２０℃が好ましく、７０〜９０℃がより好ましい。混合時間は、加熱温度にもよるが
通常６〜４８ｈが好ましく、１０〜３０ｈがより好ましい。混合温度が５０℃未満では溶
解しにくい場合がある。また混合温度を１００℃以上とする場合は還流装置を使用する必
要がある。
【００３３】
本製造方法では、成分Ａの溶液と成分Ｂの溶液を別個に調製し、両者を混合する。成分
Ａと成分Ｂを一括して成分Ｃに溶解させると、加熱混合のごく初期に沈殿が生成してしま
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い、多孔質体が形成できなくなる場合がある。
【００３４】
（２）冷却工程
本工程では、前工程で得た混合溶液を冷却する。冷却する温度は室温未満が好ましく、
０〜１５℃が好ましく、３〜１０℃がより好ましく、４〜８℃がさらに好ましい。
【００３５】
（３）除去工程
本工程では、冷却した混合溶液から、成分Ｃを除去する。除去の方法は限定されない。
具体的には、冷却された混合溶液中の底部に白色の層が形成されるので、当該層から成分
Ｃを除去することが好ましい。この際、加熱して成分Ｃを蒸発させて除去してもよいが、
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一度、層を他の有機溶媒で洗浄して、成分Ｃを当該有機溶媒で置換し、その後、当該有機
溶媒を除去することが好ましい。有機溶媒としては脂肪族アルコールが好ましく、中でも
イソプロパノールが好ましい。この操作は繰り返し行うことができる。液体成分をおおむ
ね除去した後に、層を加熱して乾燥することがより好ましい。
【００３６】
（４）多孔質体の生成機構
前記工程により、ポリ乳酸ステレオコンプレックスの形成と多孔化を同時に行うことが
できる。この点は本発明者らによって見出された極めて新しい知見である。この機構は必
ずしも明らかではないが、成分Ａ〜Ｃの均一な溶液中において、分子間力によってポリ乳
酸のステレオコンプレックスが溶液中に形成され、次の乾燥過程で、高分子鎖の凝集と急
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速な溶媒の蒸発の効果とが並行して生じ、微細な細孔が形成されると推察される。この際
、混合溶液を急激に冷却、すなわち急冷すると細孔をより効率的に形成できる。
【００３７】
既存のポリ乳酸ステレオコンプレックスを予め調製し、これをポリ乳酸ステレオコンプ
レックスの溶媒中に溶解させて加熱処理した場合にはステレオコンプレックスの多孔質体
は得られない。よって、ポリＬ乳酸溶液とポリＤ乳酸の溶液を別個に調製し両者の溶液を
混合することが、本発明の多孔質体の製造において極めて重要である。
【実施例】
【００３８】
40

１．原料
以下のポリ乳酸を使用した。
成分（Ａ）：ポリＬ乳酸（レイシア

Ｈ１００、三井化学株式会社製）

成分（Ｂ）：ポリＤ乳酸（試作品）
表１に成分（Ａ）と（Ｂ）の分子量および融点を示す。
【００３９】

(8)

JP 6377342 B2 2018.8.22

【表１】

【００４０】
２．物性測定
10

（１）ポリ乳酸の分子量
ＧＰＣ（ＤＧ−２０８０−５３型、ＪＡＳＣＯ社製）を使用して測定した。カラムには
ＴＳＫｇｅｌ

ＧＭＨＸＬφ７．８×３００ｍｍ（東ソー株式会社製）、ガードカラムに

はＴＳＫｇｕａｒｄｃｏｌｕｍｎ

ＨＸＬ

φ６．０×４０ｍｍ（東ソー株式会社製）を

使用した。
屈折率検出器としてＲＩ−２０３１

Ｐｌｕｓ

（ＪＡＳＣＯ製）を用いた。

溶離液にはクロロホルム（高速液体クロマトグラム用試薬、和光純薬株式会社製）を使
用し、流速１．０ｍｌ／分、測定温度４０℃で測定した。
原料のポリ乳酸の分子量は、ポリ乳酸をクロロホルムに溶解して測定した。
得られた組成物の分子量は、組成物０．０５ｇを１ｍｌのヘキサフルオロイソプロパノ
ールに溶解した後、クロロホルム５ｍｌを加えて溶液を調製し、当該溶液を用いて測定し
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た。
得られた分子量をポリスチレン換算して重量平均分子量（Ｍｗ）と数平均分子量（Ｍｎ
）を求めた。
【００４１】
（２）融点、結晶化度
示差走査熱量計（ＤＳＣ）：ＤＳＣ−Ｑ２００（ＴＡインスツルメント製）を用い、Ｊ
ＩＳ

Ｋ７１２１に準拠して求めた。温度範囲は２５〜２５０℃とし、昇温速度１０℃／

分、窒素ガス流量５０ｍｌ／分、サンプル量４〜６ｍｇとした。
融点は、ＤＳＣ曲線のピークから求めた。また、結晶化度はＤＳＣ分析によりステレオ
コンプレックス結晶の融解熱量を測定し、その熱量を１４２Ｊ／ｇで割ることによって求
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めた。
【００４２】
（３）耐薬品性試験
スクリュー管中で、大過剰の薬品中に得られた多孔質体を浸漬し、室温で１週間放置し
た後、目視により以下の基準で耐薬品性を評価した。
○（良）：多孔質体の形状がほぼ保持されて薬品中への多孔質体の溶解が認められな
い。
×（不良）：多孔質体の薬品中への大幅な溶解が認められる。
【００４３】
（４）多孔性評価
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試料表面を金蒸着した後、走査型電子顕微鏡（ＳＥＭ）を用いてモルフォロジー観察を
行って試料の多孔性を評価した。高倍率で撮影したＳＥＭ像において、以下の基準で評価
した。
○（良）：多くの細孔が観察された。
×（不良）：細孔がほとんど観察されない。
【００４４】
［実施例１］
成分Ａ

０．３２ｇ

ジオキサン

１．６２ｇ

水

０．１８ｇ
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を３０ｍｍφ、内容量２０ｃｃのガラス製スクリュー管に入れ、撹拌して成分Ａの１０重
量％溶液を調製した。
成分Ａの代わりに成分Ｂを用いて同様の操作を行い、成分Ｂの１０重量％溶液を調製し
た。
これらの溶液を混合した後、常圧で８０℃に加熱した。その後、マグネット撹拌子を用
いて撹拌しながら２４ｈ保持した。次に、８０℃に保持してある当該スクリュー管を、直
ちに５℃の雰囲気に置いて急冷し、５℃で２４ｈ保持した。管の下部に白色の析出物が見
られた。
次に管内にイソプロパノール１０ｃｃを加え、スクリュー管を振とうした後、液体分を
除去した。この操作を３回繰り返した後、スクリュー管を開放した状態で、６０℃で２４
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ｈ保持した。スクリュー管下部に約５ｍｍ厚の白色の層が形成された。この得られた白色
層について物性測定を行った。
【００４５】
［実施例２〜５］
成分ＡとＢの配合比を表２に示すようにした以外は、実施例１と同様にして多孔質体を
得て、評価した。
【００４６】
【表２】
20
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【００４７】
［比較例１］
成分（Ｂ）を使用しない以外は、実施例と同様にして多孔質体を得た。
実施例１〜５、比較例１のＳＥＭ像を図２に示す。球状微粒子あるいは繊維状粒子を構
成単位とする網目構造が観察され、多孔性評価においていずれも○（良）との評価が得ら
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れた。よって、実施例１〜５、比較例１においてで孔質体が得られたことが明らかとなっ
た。
【００４８】
［比較例２］
実施例１と同一量のＡ、Ｂ、Ｃを一括混合して実施例１と同様にして実験を行った。ス
クリュー管の底部に若干の沈殿が生じた他は、懸濁液状となり、ポリマー状の層は形成さ
れなかった。従って、多孔質体は得られなかった。
【００４９】
原料である成分ＡおよびＢのＤＳＣ曲線と、得られたステレオコンプレックス組成物多
孔質体のＤＳＣ曲線を図１に示す。比較例１の多孔質体はホモキラル結晶（ｈｃ）に由来
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するピークが観測された。しかし、実施例１〜６ではホモキラル結晶に由来するピーク以
外に２３０℃付近に新たにステレオコンプレックス結晶の融点のピークが観察された。特
に実施例１ではｈｃのピークは見られなかった。
【００５０】
表２には多孔質体の融点と結晶化度を、表３には多孔質体の耐薬品試験の結果を示す。
本発明の多孔質体は、耐熱性およぶ耐薬品性に優れていることが明らかである。
【００５１】
【表３】
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【００５２】
本発明の多孔質体は、耐熱性、耐薬品性、機械的性質などにも優れ、安価であることか
ら、濾過材、カラム、気体分離膜、断熱材、触媒担体、スキャホールド、防音材などへ幅
広く適用することができる。さらに本発明の多孔質体の製造方法は迅速、簡便、安価であ
る。さらにまた当該製造方法は超臨界乾燥を使用しないため、液体ヘリウムあるいは液化
二酸化炭素が不要であり、環境に優しい製造方法である。

【図１】

【図２】
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