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(57)【要約】
【課題】ゼオライトを含むフィルムと支持体とからなる
構造体を提供する。またゼオライトを含むフィルムと支
持体とを備えた構造体の製造方法を提供する。
【解決手段】本発明の構造体は、支持体と、ゼオライト
を含むフィルムとを備える。ゼオライトを含むフィルム
は、ポリマーと、ポリマーの中に均一に分散したゼオラ
イトとを含むゼオライト分散ポリマーフィルムである。
本発明の構造体の製造方法は、ゼオライト粉末を溶剤に
分散させる分散工程と、ゼオライトとポリマーを混合し
フィルム原料を得る原料混合工程と、溶剤キャスト工程
と、支持体を溶剤に浸漬する浸漬工程と、支持体にゼオ
ライト分散ポリマーフィルムを巻き付ける巻付け工程と
、ゼオライト分散ポリマーフィルム端部を支持体に押圧
して固定し構造体を得る固定工程と、を備えている。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
多孔質の支持体と、
前記支持体の表面に配置されたゼオライトを含むフィルムとを備える構造体であって、
前記ゼオライトを含むフィルムが、ポリマーと、前記ポリマーの中に均一に分散したゼ
オライトとを含むゼオライト分散ポリマーフィルムであることを特徴とする構造体。
【請求項２】
前記ポリマーがポリメタクリル酸メチルまたはポリスチレンであることを特徴とする請
求項１記載の構造体。
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【請求項３】
前記ゼオライト分散ポリマーフィルムは、前記支持体の表面に、溶剤を介して接着して
いることを特徴とする請求項１または２に記載の構造体。
【請求項４】
支持体の表面にゼオライト分散ポリマーフィルムを配置した構造体の製造方法であって
、
ゼオライト粉末を溶剤に分散させる分散工程と、
前記ゼオライト粉末と前記溶剤との混合物に、ポリマーを添加して混合しフィルム原料
を得る原料混合工程と、
前記フィルム原料から、溶剤キャスト法によってゼオライト分散ポリマーフィルムを製
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造する溶剤キャスト工程と、
前記支持体を溶剤に浸漬する浸漬工程と、
前記支持体に前記ゼオライト分散ポリマーフィルムを巻き付ける巻付け工程と、
前記支持体に巻き付けられた前記ゼオライト分散ポリマーフィルムの端部を前記支持体
に溶剤で固定することにより構造体を得る固定工程と、
を備えていることを特徴とする構造体の製造方法。
【請求項５】
摂氏５００度以上の温度で焼成する焼成工程をさらに備えることを特徴とする請求項４
記載の構造体の製造方法。
【発明の詳細な説明】
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【技術分野】
【０００１】
本発明は、多孔質の支持体及び支持体の表面に配置されたゼオライト含有フィルムから
成る構造体と、ゼオライト含有フィルムを備える構造体の製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
一般的なゼオライトは、以下の（式１）で表される、アルカリ金属またはアルカリ土類
金属を含む含水アルミノケイ酸塩である。
（ＭＩ，ＭＩＩ１／２）ｍ（ＡｌｍＳｉｎＯ２（ｍ＋ｎ））・ｘＨ２Ｏ

・・・

（式１）
ここで、ＭＩはアルカリ金属であり、ＭＩＩはアルカリ土類金属であり、ｎ≧ｍである
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。
【０００３】
ゼオライトは、ＴＯ４四面体と呼ばれるＳｉＯ４あるいはＡｌＯ４の四面体構造を基
本構造に持ち、この四面体の頂点のＯ原子を共有して三次元で無限に連なることで多孔質
の結晶となっている。このような骨格構造から、ゼオライトは、分子ふるい、膜反応器、
触媒、吸着剤、乾燥剤、イオン交換剤、排ガスの除去剤、センサなどに広く利用されてい
る。
【０００４】
結晶構造としてＭＦＩ型構造を有するシリカライト膜（ｓｉｌｉｃａｌｉｔｅ−１膜）
は、ゼオライト膜の一種であって、熱的安定性および化学的安定性が高く、約５．５オン
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グストロームの均一な細孔径を有し、疎水性を示す。シリカライト膜は、このような特性
から、有機物／水混合液からの有機物の分離回収膜として広く研究されている。
【０００５】
ゼオライトのみで膜化した自立膜は、機械的強度が弱いことが多い。このために、アル
ミナ、ステンレス、ムライト、シリカのような素材を用いた多孔質セラミックス支持体上
に製膜される。このような膜は、一般的に支持膜と称されている。ゼオライトの支持膜は
、分離膜として広く用いられている。多孔質セラミック支持体としては、円盤型（ｄｉｓ
ｋ−ｔｙｐｅ）と管状型（ｔｕｂｕｌａｒ−ｔｙｐｅ）のものが知られているが、特に大
表面積化に必要な管状支持体上への膜合成が広く研究されている。
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【０００６】
多孔質セラミックス支持体上へのゼオライト膜の合成方法としては、直接結晶化法（Ｉ
ｎ

ｓｉｔｕ

ｏｎｄａｒｙ

ｃｒｙｓｔａｌｌｉｚａｔｉｏｎ
ｇｒｏｗｔｈ

ｍｅｔｈｏｄ）と二次成長法（Ｓｅｃ

ｍｅｔｈｏｄ）の二種類が知られている。直接結晶化法は

支持体上へゼオライト結晶を直接結晶化させ膜化する方法であり、ゼオライト膜の製造に
対して最も単純な方法ではあるが、再現性に乏しい場合がある。一方、二次成長法は、支
持体表面をあらかじめゼオライト種結晶で被覆し、担持させたゼオライト種結晶層を二次
成長させることにより膜化し製膜する方法である。二次成長法によるゼオライト膜の形成
は、結晶核形成と結晶成長ステップが別工程となっている膜の製造方法であって、直接合
成法と比較して、再現性が高く、より低温かつより短い合成時間で膜合成ができ、膜のマ
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イクロ構造の制御に対して大きな利点がある。
【０００７】
上述した理由から、ゼオライト膜の製造には、種結晶を用いた二次成長法が広く使われ
ている。二次成長法によるゼオライト膜を製造する場合、支持体上の均一で連続的な種結
晶層は、高性能ゼオライト膜の合成において重要である。多孔質支持体の表面上を種結晶
で覆う方法（以下、シーディング法とも言う）として、例えば、ディップコーティング法
（ｄｉｐ−ｃｏａｔｉｎｇ）、ラビング法（ｒｕｂｂｉｎｇ）、真空シーディング法（バ
キュームシーディング法、ｖａｃｕｕｍ
ｉｌｔｒａｔｉｏｎ

ｓｅｅｄｉｎｇ），

ｓｅｅｄｉｎｇ）、ラングミュア・

濾過シーディング法（ｆ

ブロジェット法（Ｌａｎｇｍ

ｕｉｒ‑Ｂｌｏｄｇｅｔｔ）、スピンコーティング法（ｓｐｉｎ
チオン性ポリマー処理法（ｃａｔｉｏｎｉｃ
静電力法（ｅｌｅｃｔｒｏｓｔａｔｉｃ
ン法（ｐｕｌｓｅｄ

ｌａｓｅｒ

ｐｏｌｙｍｅｒ

ｃｏａｔｉｎｇ）、カ
ｔｒｅａｔｍｅｎｔ）、
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ｆｏｒｃｅｓ）、パルスレーザーアブレーショ

ａｂｌａｔｉｏｎ）、スパッタリング法（ｓｐｕｔｔ

ｅｒｉｎｇ）及び泳動電着法（ｅｌｅｃｔｒｏｐｈｏｒｅｔｉｃ

ｄｅｐｏｓｉｔｉｏｎ

）のような方法が開発されている。しかし、高性能ゼオライト膜を調製するための再現性
の高いシーディング方法は開発されていない。ディップコーティング法は、現在広く使わ
れている種結晶の生成方法の一つである。しかし、支持体を確実且つ完全に被覆するため
には、ディップコーティングの工程を繰り返す必要がある。また、大きなゼオライト種結
晶もしくは支持体の細孔径は重力の増加もしくは弱い毛管力といった現象によってその効
果が減少する。さらに、一般にディップコーティング法は、非常になめらかで均一な支持
体表面が要求されることが知られており、直径が１．０μｍを超える細孔をもつ支持体で
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は、再現性が低いことが報告されている。ラビング法は単純であるが、ラビングの工程を
繰り返した後でさえ支持体上に均一な種結晶層を得ることは難しい。真空シーディング法
は、異なる厚さを有する種結晶層を調製するために制御可能な方法であるが、小さなゼオ
ライト種結晶は、低い圧力差の下でさえ支持体中に簡単に引きつけられ、支持体細孔中の
ゼオライト結晶は流体透過の妨げとなる。また、その他のシーディング法は支持体上に種
結晶を堆積するときの工程の複雑さまたは再現性の低さなどの点から一般的に使われてい
ない。上記で述べたように、従来のシーディング法では、支持体上の種結晶層は支持体や
種結晶の特性に左右され、均一で連続的な種結晶層を得るのは難しく、操作は複雑であり
、再現性も低い。したがって、産業的な大規模スケールでのゼオライト膜調製のために、
単純で再現性の高いシーディング方法の開発が望まれている。
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【０００８】
水熱合成によるゼオライト膜の製造方法として、特許文献１から６を示す。特許文献１
には、ハイシリカゼオライトの種結晶をハイシリカゼオライト膜用多孔質シリカ基体上に
ｐＨ４以下で浸漬塗布した後、水熱合成法により種結晶を二次成長させてハイシリカゼオ
ライト膜を形成する技術が開示されている。特許文献２には、Ａｌを含まない多孔質基体
を、ゼオライト種結晶分散液に浸漬し、次いで多孔質基体を分散液から引き揚げることで
、多孔質基体の表面に種結晶を塗布し、種結晶が塗布された多孔質基体を、Ａｌ／Ｓｉモ
ル比が０よりも大きく０．０５０以下となるように混合した膜形成用ゾルに浸漬し、水熱
合成法により多孔質基体の表面に塗布された種結晶を二次成長させてゼオライト層を形成
する技術が開示されている。特許文献３には、シリコン源（Ｓｉ源）、アルミニウム源（
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Ａｌ源）、アルカリ源および水を含む原料液を準備する第１工程と、種結晶を準備する第
２工程と、多孔質支持体を準備する第３工程と、多孔質支持体に種結晶を担持させる第４
工程と、水熱処理により、種結晶を起点にゼオライトの多結晶体を成長させる第５工程と
、からなるゼオライト膜の製造方法が開示されている。特許文献４には、多孔質支持体上
にゼオライト種晶を付着させた後、ゼオライト膜を水熱合成により形成する技術が開示さ
れている。特許文献４では、多孔質支持体にゼオライト種晶を付着させるための方法とし
て、ゼオライト種晶の粉末を溶剤に分散させた分散液を多孔質支持体上に塗布する方法の
ほか、多孔質支持体製造時に原料の一部としてゼオライト種晶粉末を混入させることで、
多孔質支持体にゼオライト種晶を付着させる方法も開示されている。塗布の方法としては
、ゼオライト種晶を含む分散液を多孔質支持体に単純に滴下する方法、ゼオライト種晶を
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含む分散液に多孔質支持体を浸漬する方法、スピンコート、スプレーコート、ロールコー
ト、スラリーの塗布、濾過など汎用されている方法が開示されている。特許文献５には、
シリコン、アルミニウム、アルカリ金属、酸素及び有機構造規定剤を含んでなるアルミノ
シリケートゲルを製造する工程と、アルミノシリケートゲルを無機系多孔質支持体に塗布
する工程と、アルミノシリケートゲルを塗布した無機系多孔質支持体を熱処理する工程を
含むゼオライト分離膜の製造方法が開示されている。特許文献６には、シリカライトの種
晶を多孔質基板に塗布した後、水熱合成法及び／又は水蒸気処理によって種晶を二次成長
させてゼオライトに転換する手法により合成することを特徴とするゼオライト膜の製造方
法が開示されている。
【０００９】
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フィルムとゼオライトを含む特許文献として以下のものが知られている。特許文献７に
は、（ａ）ホスト親水性ポリマーを、所定量の不溶性無機ナノ粒子、及び非溶媒添加物と
共に溶媒中に分散させて、ポリマー―無機溶液を形成する工程と、（ｂ）フッ化表面変性
高分子（ＳＭＭ）をポリマー―無機溶液に加えて、ポリマー―無機ナノ粒子ＳＭＭブレン
ドを形成する工程と、（ｃ）ポリマー―無機ナノ粒子ブレンドをキャストし、溶媒を所定
の時間、室温で蒸発させて、キャストフィルムを形成する工程と、（ｄ）系統的に蒸発の
時間を変化させて、蒸発時間が無機ナノ粒子の底層での沈殿、及び疎水性ＳＭＭの上層へ
の移動に及ぼす影響を調査し、及び変更する工程と、（ｅ）溶媒の蒸発を制御する特定の
置換手段を有するカバーでキャストフィルムを覆って、無機ナノ粒子の底層での沈殿、及
び疎水性ＳＭＭの空気／ポリマー界面への移動により多くの時間を許容する工程と、（ｆ
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）工程（ｃ）で得られたキャストフィルムを水中に浸漬してゲル化する工程とを含む、膜
蒸留の複合混合マトリックス親水性／疎水性膜の製造方法が開示されている。特許文献８
には、エネルギーを受けて蒸発する成膜原料と、成膜原料の蒸発を促進させる陽イオンを
孔内に保持する多孔質材料とを有し、成膜原料が無機珪素化合物であり、多孔質材料が珪
素系の多孔質材料である蒸着源材料を準備し、蒸着源材料にエネルギーを与えて成膜原料
を蒸発させ、蒸発した成膜原料を含む膜を基材上に形成することを特徴とする成膜方法が
開示されている。特許文献９には、円筒形の支持体上に、ラビング法、吸引法、含浸法等
によってゼオライトの微結晶を担持させ、水熱合成によってゼオライトを成長させる工程
が開示されている。特許文献１０には、多孔性支持膜と、界面重合によって多孔性支持膜
上に重合された水透過性の薄膜と、複合膜を形成するために薄膜上にコーティングされた
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、薄膜およびナノ粒子とは異なる化学組成を有する表面コーティング物質を含む混合物と
、を含み、コーティングするナノ粒子がゼオライトである複合膜の形成方法が開示されて
いる。特許文献１１には高分子マトリクスフィルムを、キャスト多孔質高分子支持体中に
分散しているミクロ粒子およびナノ粒子の範囲のサイズの粒子を有するキャスト多孔質高
分子支持体上で重合させることを含む、圧縮抵抗性複合薄膜を製造する方法であって、粒
子がゼオライトを含んでいる薄膜の製造方法が開示されている。特許文献１２には、多孔
質セラミック製触媒支持体に触媒塗膜または触媒支持塗膜を施すのに先立って、支持体に
下塗りを施す方法が開示されている。この下塗りを施す方法は、水と、少なくとも一種類
の塗膜材料とを含む混合液からなる塗膜を支持体に施すステップと、支持体を第１のマイ
クロ波の場に曝して前記塗膜を乾燥させ、重合した膜を形成するステップと、ゼオライト
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と少なくとも一種類の触媒金属とを含む触媒混合液をセラミック製支持体に塗布する工程
を備えている。特許文献１３には、ナノ複合膜を形成するための方法が開示されている。
特許文献１３のナノ複合膜は、ポリマーマトリクスおよびそのポリマーマトリクス内にゼ
オライトを含むフィルムを備えている。複合膜を製造する方法は、極性液体と第一のモノ
マーとを含む極性混合物を提供するステップと、非極性液体と第二のモノマーとを含む非
極性混合物を提供するステップと、極性混合物または非極性混合物のいずれかにおいてナ
ノ粒子を提供するステップと、極性混合物と非極性混合物とを第一のモノマーが第二のモ
ノマーと反応するのに十分な温度で接触させて界面重合させてポリマーマトリクスを形成
するステップとを備えている。特許文献１４には、多孔性下層にゼオライトフィルムのた
めの合成溶液をモジュール中で適用してゼオライト層の結晶化を起こし、続いて少なくと
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も３５０℃の温度で酸素含有気体を通しながらか焼することを特徴とする膜モジュールの
製造方法が開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１０】
【特許文献１】特開２０１５−０３３６８８号公報
【特許文献２】特開２０１６−１７５０７３号公報
【特許文献３】特開２０１６−１７４９９６号公報
【特許文献４】特開２０１５−１７４０８１号公報
【特許文献５】特開２０１５−１５０５２７号公報
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【特許文献６】特開２００８−１８８５６４号公報
【特許文献７】特表２０１４−５０２９２１号公報
【特許文献８】特開２０１１−２４６７７６号公報
【特許文献９】特開２００７−５４７７２号公報
【特許文献１０】特表２０１０−５４０２１５号公報
【特許文献１１】特表２０１０−５０８１４０号公報
【特許文献１２】特表２００９−５１３３３８号公報
【特許文献１３】特表２００８−５３５６４８号公報
【特許文献１４】特表平０８−５０１２４６号公報
【発明の概要】
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【発明が解決しようとする課題】
【００１１】
二次成長法によるゼオライト膜の製造方法において、支持体上の均一で連続的な種結晶
層は、高性能なゼオライト膜の合成にとって重要である。しかし、従来のシーディング法
では、支持体上の種結晶層は支持体や種結晶の特性に左右され、均一で連続的な種結晶層
を得るのは難しく、操作は複雑であり、再現性も低かった。
【００１２】
本発明はかかる実情に鑑みてなされものであって、支持体上に均一で連続的なゼオライ
トの種結晶層を形成することのできる、ゼオライト含有フィルムを備えた構造体を提供す
ること、および支持体の特性にかかわらず高品質なゼオライトの種結晶層を容易に形成可
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能な方法を提供することを解決すべき課題としてなされたものである。
【課題を解決するための手段】
【００１３】
本発明の構造体は、多孔質の支持体と、支持体の表面に配置されたゼオライトを含むフ
ィルムとを備える構造体である。本発明の構造体は、ゼオライトを含むフィルムが、ポリ
マー（重合体）と、ポリマーの中に均一に分散したゼオライトとを含むゼオライト分散ポ
リマーフィルムであることを特徴とする。
【００１４】
本発明の構造体は、ポリマーがポリメタクリル酸メチルまたはポリスチレンなど、低沸
点溶剤に可溶なものであることが好ましい。
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【００１５】
本発明の構造体は、ゼオライト分散ポリマーフィルムが、支持体の表面に溶剤を介して
接着していることが好ましい。
【００１６】
本発明の構造体は、支持体が溶剤に溶けないことが好ましい。
【００１７】
本発明はまた、支持体の表面にゼオライト分散ポリマーフィルムを配置した構造体の製
造方法を提供する。本発明の製造方法は、ゼオライト粉末を溶剤に分散させる分散工程と
、ゼオライト粉末と溶剤との混合物に、ポリマーを添加して混合しフィルム原料を得る原
料混合工程と、フィルム原料から、溶剤キャスト法によってゼオライト分散ポリマーフィ
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ルムを製造する溶剤キャスト工程と、支持体を溶剤に浸漬する浸漬工程と、支持体にゼオ
ライト分散ポリマーフィルムを巻き付ける巻付け工程と、支持体に巻き付けられたゼオラ
イト分散ポリマーフィルム端部を支持体に押圧して固定することにより構造体を得る固定
工程と、を備えていることを特徴とする。
【００１８】
本発明の構造体の製造方法は、摂氏５００度以上の温度で焼成する焼成工程をさらに備
えることが好ましい。
【発明の効果】
【００１９】
本発明のゼオライトを含むフィルムを備える構造体は、ゼオライトがポリマー中に均一
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に分散したゼオライト分散ポリマーフィルムが支持体上に配置されており、このゼオライ
ト分散ポリマーフィルムから、ゼオライトの均一で連続的な種結晶層を容易に製造するこ
とができる。
【００２０】
本発明の構造体の製造方法は、ゼオライト分散ポリマーフィルムを支持体上に巻きつけ
ているので、種結晶が支持体細孔内に侵入することを防ぐことができるため、支持体の細
孔径や形成する種結晶の大きさにかかわらず、均一な種結晶層を形成することができる。
【００２１】
ゼオライトの種結晶の担持量を調整する場合、フィルムに分散させる種結晶量を変化さ
せることで容易に調製可能である。そして１回の工程によって、均一で連続的な種結晶層

40

を形成することができる。
【図面の簡単な説明】
【００２２】
【図１】図１は、本発明の実施例に従った構造体の製造方法のフローチャートである。
【図２】図２は、本発明の構造体の製造工程を模式的に示す図である。
【図３】図３は、実施例１の支持体１表面のＳＥＭによる図面代用写真である。
【図４】図４は、実施例１のシリカライト分散ポリマーフィルム２を配置した構造体３の
ＳＥＭによる図面代用写真である。
【図５】図５は、実施例１の摂氏５５０度で焼成した構造体３のＳＥＭによる図面代用写
真である。
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【図６】図６は、実施例１の完成した構造体３と構造体３から製造したシリカライト膜の
ＸＲＤパターンを示す図である。図６（ａ）は構造体３、図６（ｂ）は構造体３から製造
したシリカライト膜のＸＲＤパターンである。
【図７】図７は、実施例１の構造体３から製造したシリカライト膜のＳＥＭによる図面代
用写真である。図７（ａ）は表面の写真であり、図７（ｂ）は断面の写真である。
【図８】図８は、実施例１のシリカライト分散ポリマーフィルムの原料であるシリカライ
ト種結晶のＳＥＭによる図面代用写真である。
【図９】図９は、実施例２の支持体１表面の図面代用写真（図９（ａ））と、焼成後の構
造体３表面のＳＥＭによる図面代用写真（図９（ｂ））である。
【図１０】図１０は、実施例３の焼成後の構造体３表面の図面代用写真である。
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【図１１】図１１は、実施例４の焼成後の構造体３表面の図面代用写真である。
【図１２】図１２は、実施例４の焼成後の構造体３表面の図面代用写真である。
【実施例】
【００２３】
（実施例１）
以下、本発明にかかる構造体３の製造方法および本発明の構造体３から得られるゼオラ
イト膜の特徴について、ゼオライト膜の一種であるシリカライト（Ｓｉｌｉｃａｌｉｔｅ
−１）膜を製造した例を挙げて説明する。
【００２４】
図１は、本発明の実施例に従った構造体３の製造方法のフローチャートである。図２は
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、構造体３の製造工程を模式的に示した図である。本実施例では、ポリマーとしてポリメ
タクリル酸メチル（分子量３５０，０００）、溶剤としてアセトンを用いている。溶媒と
して、クロロホルム（純度９９．９％）を用いている。ゼオライト粉末として、ＭＦＩ型
ゼオライトであるシリカライト粉末を用いている。図８に、シリカライト粉末の図面代用
写真を示す。支持体として、二酸化ケイ素で構成された円筒を用いている。
【００２５】
ステップ１の分散工程で、シリカライト粉末と溶剤を混合し超音波にて分散処理を行っ
た。ステップ１の分散処理後、ポリマーを添加し、スターラーで１日攪拌して混合し、フ
ィルム原料を得た（ステップ２）。このとき、ポリマーは溶剤に対して２．５ｗｔ．％と
なるように原料を混合した。
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【００２６】
次に、フィルム原料を製膜基板上に移し、溶剤キャスト法にて成膜し、シリカライト分
散ポリマーフィルム２を得た。本実施例の溶剤キャスト工程では、温度を室温（摂氏２５
度）に保持した（ステップ３）。成膜したシリカライト分散ポリマーフィルム２を大気圧
下および真空下で乾燥した（ステップ４）。
【００２７】
シリカライト分散ポリマーフィルム２と支持体１からなる構造体３を構成するために、
支持体１を溶剤中に１分間程度浸漬した（ステップ５）。これにより、支持体１と溶剤と
をなじませた。支持体１を溶剤から取り出し、ただちに支持体１にシリカライト分散ポリ
マーフィルム２を巻きつけた（ステップ６）。シリカライト分散ポリマーフィルム２の巻

40

き終わりの箇所は、溶剤を含ませた治具でなでてポリマーの一部を溶かすことで接着した
（ステップ７）。シリカライト分散ポリマーフィルム２を巻き付けた支持体１を、室温で
１時間乾燥させて構造体３を得た（ステップ８）。
【００２８】
乾燥後の構造体３は、ポリマー素材を焼き飛ばす焼成処理を行うことで、支持体１上に
シリカライトの種結晶のみを塗布した状態とすることができる。焼成条件は、たとえば、
摂氏５５０度で１２時間とすることができる。
【００２９】
図３に、シリカライト分散ポリマーフィルム２を配置する前の支持体１表面のＳＥＭ（
走査型電子顕微鏡）によって撮像した図面代用写真を示す。図４に、シリカライト分散ポ
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リマーフィルム２を配置した後の構造体３のＳＥＭによる図面代用写真を示す。
【００３０】
図５に、摂氏５５０度で焼成した構造体３のＳＥＭによる図面代用写真を示す。構造体
３を焼成すると、ポリマーが消失して支持体１の表面にシリカライト種結晶のみが担持さ
れ支持体１上に連続的で均一な種結晶層が形成された。
【００３１】
焼成により支持体１からシリカライト種結晶が欠落することはなかった。これは、焼成
をすることで支持体１とシリカライト間の末端ＯＨ基による脱水重縮合により、支持体１
とシリカライト種結晶層間に新たなＳｉ−Ｏ−Ｓｉ結合が形成されたためであると考えら
れる。
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【００３２】
図６に、完成した構造体３のＸＲＤパターンを示す。図６の符号ａに示す測定結果が、
構造体３のＸＲＤパターンである。符号ｂに示す測定結果が、構造体３から製造されたシ
リカライト膜のＸＲＤパターンである。構造体３にＭＦＩ型ゼオライト特有のピーク（２
θ＝８−１０°、２３−２５°）が観察され、支持体上にシリカライトが存在しているこ
とが確認された。
【００３３】
（実施例２）
本実施例では、種結晶の粒径よりも支持体の細孔径の方が大きい支持体にシリカライト
分散ポリマーフィルム２を巻き付け、構造体３を製造した。支持体として、酸化アルミニ
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ウムで構成された円筒を用いている。その他の工程条件については、実施例１と同様であ
るので、重複説明を割愛する。
【００３４】
図９（ａ）に、本実施例の支持体１表面のＳＥＭによる図面代用写真を示す。図９（ｂ
）に、本実施例の支持体１にシリカライト分散ポリマーフィルム２を巻き付けて焼成した
構造体３表面のＳＥＭによる図面代用写真を示す。
【００３５】
図９（ａ）に示したとおり、支持体は直径が１μｍ以上の細孔を有しており、表面の凹
凸も大きい。本実施例で用いたシリカライトの種結晶の粒径は、１μｍ程度であり、種結
晶の粒径よりも支持体の細孔径の方が大きい。そのため、従来のシーディング方法では、
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支持体細孔中にシリカライトの粒子が入り込み、均質な成膜が困難となり、高品質なゼオ
ライト膜が得られないという恐れがあった。しかしながら、本実施例の構造体３を焼成す
ることにより、均一で連続的な種結晶層を支持体１の表面に形成できることが明らかとな
った。この結果から、シリカライト分散ポリマーフィルム２を巻き付けて種結晶層を形成
する方法は、種結晶の粒径よりも大きな細孔径を有し、表面粗さが大きな支持体１上でさ
えもシリカライトの種結晶層を製造することが可能であり、多方面での応用が可能となる
と考えられる。
【００３６】
（実施例３）
本実施例では、ポリマーとして、分子量が３５０，０００のポリメタクリル酸メチルを
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用いた。そして、ステップ３の溶剤キャスト工程で、製膜基板を摂氏４０度〜６０度に加
温して、成膜を行った。その他の工程条件については、実施例１と同様であるので、重複
説明を割愛する。
【００３７】
溶剤キャスト工程の温度を６０度に上昇させて製造したシリカライト分散ポリマーフィ
ルム２は室温条件で成膜したフィルムより厚みが増し、硬度が増加する傾向があった。し
かし、このシリカライト分散ポリマーフィルムを巻き付けて焼成した構造体３表面のＳＥ
Ｍによる図面代用写真（図１０）から、フィルム特性の差はあるが、実施例１のフィルム
と同様に、均一で連続的なシリカライトの種結晶層を得ることができた。この傾向は、工
程を摂氏４０度に維持した場合も同様であり、またポリマーの種類にかかわらず同じ傾向
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が認められた。
【００３８】
（実施例４）
本実施例では、ポリマーとして、分子量が３５０，０００〜９９６，０００のポリメタ
クリル酸メチルを用いた。そして溶媒であるクロロホルムに対するポリメタクリル酸メチ
ルの比率を変更し、より多くの溶媒を使用した状態で溶剤キャスト工程により、シリカラ
イト分散ポリマーフィルムを製造した。このときのフィルム温度は、摂氏６０度に設定し
て成膜を行った。その他の工程条件については、実施例１と同様であるので、重複説明を
割愛する。
【００３９】

10

図１１に、分子量が、３５０，０００のポリメタクリル酸メチルを１．８ｗｔ．％用い
、溶剤キャスト工程でのフィルム温度を摂氏６０度に維持して製造したシリカライト分散
ポリマーフィルム２を巻き付けて焼成した構造体３表面の図面代用写真を示す。
【００４０】
ポリマーの分子量を変えて、同様の製造方法でシリカライト分散ポリマーフィルムを形
成し、構造体３を製造した結果を図１２に示す。図１２は、分子量が６００，０００のポ
リメタクリル酸メチルを用いたシリカライト分散ポリマーフィルム２を巻き付けて焼成し
た構造体３表面の図面代用写真である。溶媒量を増加させることで、シリカライト分散ポ
リマーフィルム２は柔軟になり、分子量を増加させたフィルムからも均一で連続した種結
晶層を有する構造体３が得られた。
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【００４１】
（構造体を使用して製造したシリカライト膜）
シリカライト分散ポリマーフィルムを備えた本発明の構造体を焼成することにより、支
持体の表面にシリカライトの種結晶を塗布した状態にすることができる。このような、焼
成処理後の構造体を用い、さらに、ＳｉＯ２：０．０５ＴＰＡＢｒ：０．０５ＮａＯＨ：
７５Ｈ２Ｏの組成のゲルを調製して二次成長法により製膜することで、シリカライト膜を
支持体１上に成膜することができる。
【００４２】
シリカライト膜の製造方法を、さらに詳細に述べる。シリカ源としてコロイダルシリカ
を用い、有機構造規定剤としてＴＰＡＢｒを用い、鉱化剤としてＮａＯＨを用い、イオン
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交換水を用いた。各試薬をＳｉＯ２：０．０５ＴＰＡＢｒ：０．０５ＮａＯＨ：７５Ｈ２
Ｏのモル組成になるように膜合成のための二次合成ゲルを調製して、撹拌条件下、室温で
１時間熟成させた。次に、本発明の構造体をテフロン治具に取り付け、構造体および合成
ゲルを、テフロン製内筒を有する１２０ｍｌオートクレーブへ導入し、静置条件下、自己
圧下において摂氏１６０度で２４時間水熱処理した。得られたシリカライト膜は温水洗浄
した。その後、摂氏６０度で一晩乾燥した。さらに、ゼオライト細孔内に存在する有機構
造規定剤を除去するために摂氏３７５度で６０時間焼成することで、シリカライト膜が得
られる。
【００４３】
シリカライト膜を成膜した後の構造体３のＸＲＤパターンを図６に符号ｂで示している
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。焼成処理を行い、さらにシリカライト膜を成膜した構造体３は、MFI型ゼオライト膜特
有のピークが観察され、他の不純物層のピークは観察されなかった。
【００４４】
構造体３上に成膜したシリカライト膜のＳＥＭ像を図７に示す。得られた膜はシリカライ
ト膜特有の形態を示し、支持体上に緻密で連続的なシリカライト層の形成が確認された。
図６および図７の結果より、シリカライト分散ポリマーフィルムを用いたシーディングと
、その後の焼成により、ポリマー成分は完全に消失し、本研究のシーディング法がゼオラ
イト膜の合成に対して負の影響がないことが明らかとなった。
【００４５】
得られたシリカライト膜の分離性能を、浸透気化（ＰＶ）試験を用いたエタノール／水
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混合溶液の分離によって評価した。供給液はＥｔＯＨ／ｗａｔｅｒ＝１０／９０（ｗ／ｗ
）、操作温度５０度である。
【００４６】
分離係数α、透過流束Ｊ［ｋｇｍ−２ｈ−１）］は以下の式を用いて算出した。
【００４７】
分離係数
αｅｔｈａｎｏｌ／ｗａｔｅｒ
＝（Ｃｅｔｈａｎｏｌ／Ｃｗａｔｅｒ）ｐｅｒｍｅａｔｅ／（Ｃｅｔｈａｎｏｌ／Ｃｗ
ａｔｅｒ）ｆｅｅｄ
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【００４８】
透過流速
Ｊ＝（ｐｅｒｍｅａｔｅ［ｋｇ］）／（ｍｅｍｂｒａｎｅ
×

（ｐｅｒｍｅａｔｅ

ａｒｅａ［ｍ２］）

ｔｉｍｅ［ｈ］）

【００４９】
本発明の構造体３を用いて製造したシリカライト膜は、９１の分離係数（透過液エタノ
ール濃度９１ｗｔ％）と、２．４９ｋｇｍ−２ｈ−１の透過流束を示した。
【００５０】
一般に、浸透気化分離係数と透過流束には二律背反の関係があり、分離係数が高い膜で
は透過流束が低くなる。従来の一般的なゼオライト膜では、分離係数が６０を超える高い
−２

エタノール選択性を有する膜の透過流束は２ｋｇｍ

20

ｈ

−１

を超えるものはほとんどな

かった。これに対して、実施例１の構造体を用いて製造したシリカライト膜は、高い分離
係数（６０以上）を示し、かつ高い透過流束（２ｋｇｍ−２ｈ−１以上）を示した。実施
例１の構造体３を用いて得られるシリカライト膜は、組織が密で且つ連続的であり、膜と
しての欠陥がなく、その結果高い分離係数を示す。しかも、支持体１の細孔内に侵入した
シリカライト種結晶による流体透過抵抗がないため、高い透過流束が得られることが確認
された。
【００５１】
以上述べてきたとおり、本発明のゼオライト分散ポリマーフィルムを備えた構造体を用
いるゼオライト種結晶層の製造技術は、単純な工程によって高品質な種結晶の層を形成す

30

ることが可能である。
【００５２】
表１に、本発明の種結晶層を用いて製造した５個のシリカライト膜について、その分離
係数、透過流束を測定した結果の例を示す。
【００５３】
【表１】

40

【００５４】
本発明の製造技術を適用したゼオライトの種結晶層は、品質が非常に安定しており、こ
の種結晶層を用いて製造したシリカライト膜の特性は非常に再現性が高いことが明らかと
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なっている。
【産業上の利用可能性】
【００５５】
本発明のゼオライトの均一で連続的な種結晶層を形成することのできる、ゼオライト含
有フィルムを備えた構造体に関する技術は、ゼオライト膜の製造に利用することができる
．本発明の技術によって製造されるゼオライト膜は、膜分離、膜反応器、センサ、有機物
/水混合液からの有機物の分離回収膜として利用可能である。
【符号の説明】
【００５６】
１

支持体

２

シリカライト分散ポリマーフィルム

３

構造体

【図１】
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【図２】

【図３】
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【図４】

【図６】

【図５】

【図７】

【図８】
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【図１１】

【図１２】
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