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(57)【要約】

（修正有）

【課題】強度が高く、疎水性物質含有水から疎水性物質
を吸着する吸着材である複合体の提供。
【解決手段】アルコキシ基を二つ有する二官能アルコキ
シシランと、アルコキシ基を三つ有する三官能アルコキ
シシランと、ヘキサデシルトリメチルアンモニウムクロ
ライドと、尿素又はアンモニアの少なくとも一方と、酢
酸と、を含有し、二官能及び三官能アルコキシシランの
合計に対して二官能アルコキシシランが２５〜６０体積
％である水性溶液に、表面にヒドロキシ基又はカルボキ
シ基の少なくとも一方を有する多空間体を浸漬し、二官
能及び三官能アルコキシシランをゾルゲル反応により共
重合させＳｉ−Ｏ結合のシリコーン骨格を有するシリコ
ーン製モノリス体を形成し、モノリス体のヒドロキシ基
に多空間体のヒドロキシ基又はカルボキシ基の少なくと
も一方を結合したシリコーン製モノリス体と多空間体と
の複合体。多空間体が空間率が９０．０〜９９．９％で
ある複合体。
【選択図】図８
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
アルコキシ基を二つ有する二官能アルコキシシランと、アルコキシ基を三つ有する三官
能アルコキシシランと、ヘキサデシルトリメチルアンモニウムクロライド（ＣＴＡＣ）と
、尿素およびアンモニアの少なくとも一方と、酢酸とを含有し、前記二官能アルコキシシ
ラン及び前記三官能アルコキシシランの合計に対して前記二官能アルコキシシランが２５
体積％以上６０体積％以下である水性溶液に、表面にヒドロキシ基およびカルボキシ基の
少なくとも一方を有する多空間体を浸漬し、
前記多空間体を前記水性溶液に浸漬した状態で、前記二官能アルコキシシラン及び前記
三官能アルコキシシランをゾルゲル反応により共重合させＳｉ−Ｏ結合のネットワークを
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形成および相分離することによりシリコーン骨格を有するシリコーン製モノリス体を形成
すると共に、該シリコーン製モノリス体のアルコキシ基に由来するヒドロキシ基と前記多
空間体のヒドロキシ基およびカルボキシ基の少なくとも一方とを結合することを特徴とす
るシリコーン製モノリス体と多空間体との複合体の製造方法。
【請求項２】
前記多空間体が、繊維状素材で構成されており、該多空間体の空間率が９０．０％以上
９９．９％以下であることを特徴とする請求項１に記載するシリコーン製モノリス体と多
空間体との複合体の製造方法。
【請求項３】
前記多空間体は、ポリエステル、ポリ塩化ビニルおよび硝子から選ばれる少なくとも１
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種であることを特徴とする請求項１または２に記載するシリコーン製モノリス体と多空間
体との複合体の製造方法。
【請求項４】
前記二官能アルコキシシランのアルコキシ基を除く二つの官能基のうち少なくとも一方
、および、前記三官能基アルコキシシランのアルコキシ基を除く一つの官能基が、メチル
基、フェニル基、フロロアルキル基、ビニル基またはメルカプトプロピル基であることを
特徴とする請求項１〜３のいずれか一項に記載するシリコーン製モノリス体と多空間体と
の複合体の製造方法。
【請求項５】
前記水性溶液が含有するＣＴＡＣ、酢酸および溶媒の合計に対して、前記ＣＴＡＣが１
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．２質量％以上４．０質量％以下であることを特徴とする請求項１〜４のいずれか一項に
記載するシリコーン製モノリス体と多空間体との複合体の製造方法。
【請求項６】
アルコキシ基を二つ有する二官能アルコキシシランと、アルコキシ基を三つ有する三官
能アルコキシシランと、ヘキサデシルトリメチルアンモニウムクロライド（ＣＴＡＣ）と
、尿素およびアンモニアの少なくとも一方と、酢酸とを含有し、前記二官能アルコキシシ
ラン及び前記三官能アルコキシシランの合計に対して前記二官能アルコキシシランが２５
体積％以上６０体積％以下である水性溶液に、表面にヒドロキシ基およびカルボキシ基の
少なくとも一方を有する多空間体を浸漬し、
前記多空間体を前記水性溶液に浸漬した状態で、前記二官能アルコキシシラン及び前記
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三官能アルコキシシランをゾルゲル反応により共重合させＳｉ−Ｏ結合のネットワークを
形成および相分離することによりシリコーン骨格を有するシリコーン製モノリス体を形成
すると共に、該シリコーン製モノリス体のアルコキシ基に由来するヒドロキシ基と前記多
空間体のヒドロキシ基およびカルボキシ基の少なくとも一方とを結合することにより得ら
れることを特徴とするシリコーン製モノリス体と多空間体との複合体。
【請求項７】
シリコーン骨格を有するシリコーン製モノリス体と、表面にヒドロキシ基およびカルボ
キシ基の少なくとも一方を有する多空間体との複合体であって、
前記シリコーン製モノリス体と前記多空間体とは、前記シリコーン製モノリス体のアル
コキシ基に由来するヒドロキシ基と前記多空間体のヒドロキシ基およびカルボキシ基の少

50

(3)

JP 2017‑136552 A 2017.8.10

なくとも一方との結合により接合されており、
前記多空間体が有する空間部に占める前記シリコーン製モノリス体の充填率が５０％以
上９８％以下であることを特徴とするシリコーン製モノリス体と多空間体との複合体。
【請求項８】
前記多空間体が、繊維状素材で構成されており、
該多空間体の空間率が、９０．０％以上９９．９％以下であることを特徴とする請求項
６または７に記載するシリコーン製モノリス体と多空間体との複合体。
【請求項９】
前記多空間体は、ポリエステル、ポリ塩化ビニルおよび硝子から選ばれる少なくとも１
種であることを特徴とする請求項６〜８のいずれか一項に記載するシリコーン製モノリス
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体と多空間体との複合体。
【請求項１０】
アルコキシ基を二つ有する二官能アルコキシシランと、アルコキシ基を三つ有する三官
能アルコキシシランと、ヘキサデシルトリメチルアンモニウムクロライド（ＣＴＡＣ）と
、尿素およびアンモニアの少なくとも一方と、酢酸とを含有し、前記二官能アルコキシシ
ラン及び前記三官能アルコキシシランの合計に対して前記二官能アルコキシシランが２５
体積％以上６０体積％以下である水性溶液に、表面にヒドロキシ基およびカルボキシ基の
少なくとも一方を有する多空間体を浸漬し、
前記多空間体を前記水性溶液に浸漬した状態で、前記二官能アルコキシシラン及び前記
三官能アルコキシシランをゾルゲル反応により共重合させＳｉ−Ｏ結合のネットワークを
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形成および相分離することによりシリコーン骨格を有するシリコーン製モノリス体を形成
すると共に、該シリコーン製モノリス体のアルコキシ基に由来するヒドロキシ基と前記多
空間体のヒドロキシ基およびカルボキシ基の少なくとも一方とを結合することにより得ら
れることを特徴とする請求項７〜９のいずれか一項に記載するシリコーン製モノリス体と
多空間体との複合体。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、化学、薬品、食品、環境保全等様々な分野において、不要な疎水性物質の除
去や有用な疎水性物質の分離精製に用いる吸着材となりうるシリコーン製モノリス体と多

30

空間体との複合体に関する。
【背景技術】
【０００２】
工場や家庭からの廃水には油等の疎水性物質が含まれており、環境保全の観点から、こ
れら疎水性物質は除去する必要がある。
【０００３】
このような油等の疎水性物質を除去する方法としては、該疎水性物質を吸着可能な疎水
性のポリマー等で形成された吸着材に疎水性物質を含む廃水を接触させることにより、吸
着材に疎水性物質を吸着させて廃水から疎水性物質を除去する方法がある（特許文献１お
よび２等参照）。
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【０００４】
ここで、疎水性物質を吸着可能な疎水性のポリマーとして、二官能基のアルコキシシラ
ンと、三官能基のアルコキシシランとの両方を出発原料とし、ゾルゲル反応によりこれら
のシランを共重合させ、Ｓｉ−Ｏ結合のネットワークを形成させると共に相分離を行い、
連続貫通流路と化学種を溶解できるシリコーン骨格とを有するエアロゲル又はキセロゲル
のシリコーン製モノリス体がある（特許文献３参照）。特許文献３に記載された、二官能
のアルコキシシランと三官能のアルコキシシランを原料としてゾルゲル反応によりアルコ
キシシランを共重合および相分離させたシリコーン製モノリス体は、柔軟性があることや
、大きな外表面積を持つこと及び表面官能基を選定できるなど吸着材として優れた性質を
持つ。また、特許文献４の、二官能基のアルコキシシランと三官能基のアルコキシシラン
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を原料としてゾルゲル反応によりアルコキシシランを共重合および相分離させさらに撥液
性基を結合させて得られるポリシロキサンも、特許文献３と同様に柔軟性等の特性を有す
るものである。
【０００５】
しかしながら、特許文献３のシリコーン製モノリス体や特許文献４のポリシロキサンは
強度が低いため、多量の流体を高速で流す必要があるプロセス等、例えば、上記した疎水
性物質を含む廃水を吸着材に通液して処理するプロセス等への適用が困難である。また、
強度が低いため、吸着材への負荷の大きい水蒸気による吸着材の再生法は適用できないと
いう問題も生じる。そして、特許文献３のシリコーン製モノリス体や特許文献４のポリシ
ロキサンは疎水性なため、水性である廃水を通液し難く疎水性物質を除去し難いという問
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題もある。なお、このような問題は、工場や家庭からの廃水を吸着材で処理する場合に限
られず、その他疎水性物質を含む水においても同様に存在する。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開平８−１０６１１号公報
【特許文献２】特許第３５４６０５２号
【特許文献３】特開２０１４−６１４５７号公報
【特許文献４】特開２０１５−４８４１７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】
【０００７】
これらの課題に鑑み、本発明は、強度が高く、疎水性物質含有水から好適に疎水性物質
を除去できる吸着材となりうる複合体およびその製造方法を提供することをその目的とす
る。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
上記課題を解決する本発明のシリコーン製モノリス体と多空間体との複合体の製造方法
は、アルコキシ基を二つ有する二官能アルコキシシランと、アルコキシ基を三つ有する三
官能アルコキシシランと、ヘキサデシルトリメチルアンモニウムクロライド（ＣＴＡＣ）
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と、尿素およびアンモニアの少なくとも一方と、酢酸とを含有し、前記二官能アルコキシ
シラン及び前記三官能アルコキシシランの合計に対して前記二官能アルコキシシランが２
５体積％以上６０体積％以下である水性溶液に、表面にヒドロキシ基およびカルボキシ基
の少なくとも一方を有する多空間体を浸漬し、前記多空間体を前記水性溶液に浸漬した状
態で、前記二官能アルコキシシラン及び前記三官能アルコキシシランをゾルゲル反応によ
り共重合させＳｉ−Ｏ結合のネットワークを形成および相分離することによりシリコーン
骨格を有するシリコーン製モノリス体を形成すると共に、該シリコーン製モノリス体のア
ルコキシ基に由来するヒドロキシ基と前記多空間体のヒドロキシ基およびカルボキシ基の
少なくとも一方とを結合することを特徴とする。
【０００９】

40

前記多空間体が、繊維状の素材で構成されており、該多空間体の空間率が９０．０％以
上９９．９％以下であることが好ましい。
【００１０】
前記多空間体は、ポリエステル、ポリ塩化ビニルおよび硝子から選ばれる少なくとも１
種であることが好ましい。
【００１１】
前記二官能アルコキシシランのアルコキシ基を除く二つの官能基のうち少なくとも一方
、および、前記三官能基アルコキシシランのアルコキシ基を除く一つの官能基が、メチル
基、フェニル基、フロロアルキル基、ビニル基またはメルカプトプロピル基であることが
好ましい。
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【００１２】
前記水性溶液が含有するＣＴＡＣ、酢酸および溶媒の合計に対して、前記ＣＴＡＣが１
．２質量％以上４．０質量％以下であることが好ましい。
【００１３】
本発明のシリコーン製モノリス体と多空間体との複合体は、アルコキシ基を二つ有する
二官能アルコキシシランと、アルコキシ基を三つ有する三官能アルコキシシランと、ヘキ
サデシルトリメチルアンモニウムクロライド（ＣＴＡＣ）と、尿素およびアンモニアの少
なくとも一方と、酢酸とを含有し、前記二官能アルコキシシラン及び前記三官能アルコキ
シシランの合計に対して前記二官能アルコキシシランが２５体積％以上６０体積％以下で
ある水性溶液に、表面にヒドロキシ基およびカルボキシ基の少なくとも一方を有する多空
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間体を浸漬し、前記多空間体を前記水性溶液に浸漬した状態で、前記二官能アルコキシシ
ラン及び前記三官能アルコキシシランをゾルゲル反応により共重合させＳｉ−Ｏ結合のネ
ットワークを形成および相分離することによりシリコーン骨格を有するシリコーン製モノ
リス体を形成すると共に、該シリコーン製モノリス体のアルコキシ基に由来するヒドロキ
シ基と前記多空間体のヒドロキシ基およびカルボキシ基の少なくとも一方とを結合するこ
とにより得られることを特徴とする。
【００１４】
また、本発明のシリコーン製モノリス体と多空間体との複合体は、シリコーン骨格を有
するシリコーン製モノリス体と、表面にヒドロキシ基およびカルボキシ基の少なくとも一
方を有する多空間体との複合体であって、前記シリコーン製モノリス体と前記多空間体と
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は、前記シリコーン製モノリス体のアルコキシ基に由来するヒドロキシ基と前記多空間体
のヒドロキシ基およびカルボキシ基の少なくとも一方との結合により接合されており、前
記多空間体が有する空間部に占める前記シリコーン製モノリス体の充填率が５０％以上９
８％以下であることを特徴とする。
【００１５】
前記多空間体が、繊維状素材で構成されており、該多空間体の空間率が、９０．０％以
上９９．９％以下であることが好ましい。
【００１６】
前記多空間体は、ポリエステル、ポリ塩化ビニルおよび硝子から選ばれる少なくとも１
種であることが好ましい。
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【００１７】
上記シリコーン製モノリス体と多空間体との複合体は、アルコキシ基を二つ有する二官
能アルコキシシランと、アルコキシ基を三つ有する三官能アルコキシシランと、ヘキサデ
シルトリメチルアンモニウムクロライド（ＣＴＡＣ）と、尿素およびアンモニアの少なく
とも一方と、酢酸とを含有し、前記二官能アルコキシシラン及び前記三官能アルコキシシ
ランの合計に対して前記二官能アルコキシシランが２５体積％以上６０体積％以下である
水性溶液に、表面にヒドロキシ基およびカルボキシ基の少なくとも一方を有する多空間体
を浸漬し、前記多空間体を前記水性溶液に浸漬した状態で、前記二官能アルコキシシラン
及び前記三官能アルコキシシランをゾルゲル反応により共重合させＳｉ−Ｏ結合のネット
ワークを形成および相分離することによりシリコーン骨格を有するシリコーン製モノリス
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体を形成すると共に、該シリコーン製モノリス体のアルコキシ基に由来するヒドロキシ基
と前記多空間体のヒドロキシ基およびカルボキシ基の少なくとも一方とを結合することに
より得られたものであることが好ましい。
【発明の効果】
【００１８】
本発明のシリコーン製モノリス体と多空間体との複合体は、シリコーン製モノリス体を
、表面にヒドロキシ基やカルボキシ基を有する多空間体の表面で成長させて複合体として
いるため、強度が高く、また、疎水性物質含有水から好適に疎水性物質を除去できる。ま
た、強度が高いため、水蒸気により再生することができる。
【図面の簡単な説明】
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【００１９】
【図１】本発明において生じる反応を模式的に示す図である。
【図２】本発明のシリコーン製モノリス体と多空間体との複合体の外観を模式的に示す図
である。
【図３】多空間体を用いずに二官能アルコキシシラン、三官能アルコキシシラン、ＣＴＡ
Ｃおよび尿素を含む水性溶液のみを用いてゾルゲル反応させた場合に得られるシリコーン
製モノリス体の側面の写真および上面のＳＥＭ写真である。
【図４】本発明の複合体を、挟み込んだスペーサーと共に巻き込んで円柱状にした例を示
す図である。
【図５】本発明の複合体を用いた疎水性物質含有水の処理方法に適用できる水処理装置の
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一例を示す模式図である。
【図６】本発明の複合体を用いた疎水性物質含有水の処理方法に適用できる水処理装置の
一例を示す模式図である。
【図７】多空間体として用いた不織布のＳＥＭ写真である。
【図８】実施例１で得られた複合体のＳＥＭ写真である。
【図９】比較例１で得られた複合体のＳＥＭ写真である。
【図１０】比較例２で得られた複合体のＳＥＭ写真である。
【図１１】実施例１〜２の油分吸着試験結果を示す図である。
【図１２】実施例１、３〜５の油分吸着試験結果を示す図である。
【図１３】実施例１、６〜１１の油分吸着試験結果を示す図である。
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【図１４】実施例１２〜３６の油分吸着試験結果を示す図である。
【図１５】実施例１の複合体の再生試験結果を示す図である。
【図１６】実施例３７で得られた複合体のＳＥＭ写真である。
【図１７】実施例１、３７の油分吸着試験結果を示す図である。
【図１８】実施例１の複合体の再生試験結果を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００２０】
本発明のシリコーン製モノリス体と多空間体との複合体の製造方法は、アルコキシ基を
二つ有する二官能アルコキシシランと、アルコキシ基を三つ有する三官能アルコキシシラ
ンと、ヘキサデシルトリメチルアンモニウムクロライド（ＣＴＡＣ）と、尿素およびアン
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モニアの少なくとも一方と、酢酸とを含有し、二官能アルコキシシラン及び三官能アルコ
キシシランの合計に対して二官能アルコキシシランが２５体積％以上６０体積％以下であ
る水性溶液に、表面にヒドロキシ基およびカルボキシ基の少なくとも一方を有する多空間
体を浸漬し、多空間体を前記水性溶液に浸漬した状態で、二官能アルコキシシラン及び三
官能アルコキシシランをゾルゲル反応により共重合させＳｉ−Ｏ結合のネットワークを形
成および相分離することによりシリコーン骨格を有するシリコーン製モノリス体を形成す
ると共に、該シリコーン製モノリス体のアルコキシ基に由来するヒドロキシ基と多空間体
のヒドロキシ基およびカルボキシ基の少なくとも一方とを結合するものである。
【００２１】
具体的にはまず、アルコキシ基を二つ有する二官能アルコキシシランと、アルコキシ基
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を三つ有する三官能アルコキシシランと、ヘキサデシルトリメチルアンモニウムクロライ
ド（ＣＴＡＣ）と、尿素およびアンモニアの少なくとも一方と、酢酸とを含有する水性溶
液を準備する。
【００２２】
本発明においては、二官能アルコキシシランと、三官能アルコキシシランと、ＣＴＡＣ
と、尿素およびアンモニアの少なくとも一方と、酢酸とを全て含有する水性溶液を用いる
必要がある。これらの成分を一つでも含まない水性溶液を用いた場合は、多空間体が有す
る微細な空間部でシリコーン製モノリス体のネットワーク構造が形成されないため、本発
明のシリコーン製モノリス体と多空間体との複合体を得ることができない。
【００２３】
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二官能アルコキシシランは、アルコキシ基を二つ有し、アルコキシ基以外の官能基を二
つ有し、これらの基がケイ素原子に直結している化合物である。二官能アルコキシシラン
によりゾルゲル反応により生じるＳｉ−Ｏ結合のネットワーク中に平面的な結合が生じる
ため、得られるシリコーン製モノリス体は柔軟性を示すと考えられる。
【００２４】
二官能アルコキシシランが有するアルコキシ基としては、メトキシ基、エトキシ基、プ
ロポキシ基、ブトキシ基等が挙げられる。二官能アルコキシシランが有する二つのアルコ
キシ基は、同一でも異なっていてもよい。
【００２５】
二官能アルコキシシランが有するアルコキシ基以外の官能基としては、メチル基、フェ
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ニル基、フロロアルキル基、ビニル基、メルカプトプロピル基等が挙げられる。これらの
基は疎水性であり、重合により形成されるシリコーン製モノリス体の表面にこれらの基が
存在することにより、シリコーン製モノリス体はより疎水性になる。
【００２６】
二官能アルコキシシランの具体例としては、ジメチルジメトキシシラン、メチルフェニ
ルジメトキシシラン、３，３，３−トリフロロプロピルメチルジメトキシシラン、メチル
ビニルジメトキシシラン、３−メルカプトプロピルメチルジメトキシシラン等が挙げられ
る。
【００２７】
三官能アルコキシシランは、アルコキシ基を三つ有し、アルコキシ基以外の官能基を一
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つ有し、これらの基がケイ素原子に直結している化合物である。三官能アルコキシシラン
が有するアルコキシ基としては、メトキシ基、エトキシ基、プロポキシ基、ブトキシ基等
が挙げられる。三官能アルコキシシランが有する三つのアルコキシ基は、同一でも異なっ
ていてもよい。
【００２８】
三官能アルコキシシランが有するアルコキシ基以外の官能基としては、メチル基、フェ
ニル基、フロロアルキル基、ビニル基、メルカプトプロピル基等が挙げられる。
【００２９】
三官能アルコキシシランの具体例としては、メチルトリメトキシシラン、ビニルトリメ
トキシシラン、３−メルカプトプロピルトリメトキシシラン、フェニルトリメトキシシラ
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ン等が挙げられる。
【００３０】
上記水性溶液の溶媒としては、水が挙げられる。
【００３１】
二官能アルコキシシラン、三官能アルコキシシラン、溶媒等の各成分は、それぞれ１種
のみ用いてもよいし、２種類以上を併用してもよい。
【００３２】
水性溶液中に含まれる二官能アルコキシシラン及び三官能アルコキシシランは、二官能
アルコキシシラン及び三官能アルコキシシランの合計に対して二官能アルコキシシランが
２５体積％以上６０体積％以下であり、好ましくは３０体積％以上５５体積％以下である

40

。２５体積％未満や６０体積％を超える場合は、反応させてもゲル化しないまたは強度が
非常に弱く脆いためシリコーン製モノリス体を形成できない。
【００３３】
水性溶液中に含まれるＣＴＡＣの含有量は特に限定されないが、水性溶液が含有するＣ
ＴＡＣ、酢酸および溶媒の合計に対してＣＴＡＣが１．２質量％以上４．０質量％以下で
あることが好ましい。
【００３４】
水性溶液中に含まれる尿素やアンモニアの含有量は酢酸に対して十分過剰な量であれば
良いが酢酸に対してモル比で約１０倍量程度が好ましい。
【００３５】
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本発明で用いる多空間体は、表面にヒドロキシ基およびカルボキシ基の少なくとも一方
を有するものである。ヒドロキシ基やカルボキシ基は、多空間体の基材表面にシリコーン
製モノリス体を結合、固定化できる量であればよく、メチル基等の疎水基が共存していて
も良い。
【００３６】
多空間体とは、空間が多い、すなわち空間率が高い構造物である。多空間体は高い空間
率を有するため、シリコーン製モノリス体は多空間体の基材表面のヒドロキシ基やカルボ
キシ基を足掛かりとし、三次元的に多空間体の空間内及び近傍で成長する。これにより、
多空間体とシリコーン製モノリス体との複合体の中には、液体または気体が通過できるよ
うな適度な空間が維持されることとなる。多空間体の空間率は、好ましくは９０．０％以
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上９９．９％以下であり、さらに好ましくは９５．０％以上９９．０％以下である。「多
空間体の空間率」とは、多空間体中の空間部（すなわち多空間体を構成する基体以外の領
域）の容積の比率である。具体的には、多空間体の空間率は、単位体積において、多空間
体の質量を、多空間体を構成する基体（例えば、後述する繊維状素材）の密度で除して該
基体の体積を求め、これを多空間体の体積から減じて、多空間体が有する空間部の容積と
し、該多空間体が有する空間部の容積の多空間体の体積に対する比率（多空間体が有する
空間部の容積／多空間体の体積）である。
【００３７】
多空間体は、繊維状素材で構成されていることが好ましい。繊維状素材で構成された多
空間体としては、不織布、織物等が挙げられる。繊維状素材で構成された多空間体は比較
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的柔軟性があるため、シリコーン製モノリス体自体が有する柔軟性をある程度保ったまま
複合体の強度を向上させることができる。
【００３８】
多空間体が繊維状素材で構成されている場合の繊維状素材の直径は、５μｍ以上５０μ
ｍ以下であることが好ましい。繊維状素材の直径は、走査型電子顕微鏡（ＳＥＭ）写真か
ら求めることができる。
【００３９】
また、多空間体の大きさは、例えば、縦１０〜１０００ｍｍ、横１０〜１０００ｍｍ、
厚さ１〜５０ｍｍとすることができる。
【００４０】
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多空間体の材質は、表面にヒドロキシ基およびカルボキシ基の少なくとも一方を有する
ものであり、加工性、耐熱性や、耐薬品性からポリエステルが好ましいが、表面にヒドロ
キシ基やカルボキシ基を有した素材、あるいはエッチング処理、プラズマ処理等により、
ヒドロキシ基やカルボキシ基が表面に付与された素材、具体的には例えば、表面にヒドロ
キシ基やカルボキシ基を有するポリ塩化ビニルや硝子、あるいはエッチング処理、プラズ
マ処理等により、ヒドロキシ基やカルボキシ基が表面に付与されたポリ塩化ビニルや硝子
等でもよい。ポリエステルとしては、ポリエチレンテレフタレート、ポリトリメチレンテ
レフタレート等が挙げられる。表面にヒドロキシ基やカルボキシ基を実質的に有さない多
空間体、例えばフェノール樹脂や活性炭繊維を用いた場合は、後述する比較例に示すよう
に、多空間体にシリコーン製モノリス体が結合し難く、本発明の複合体が得られない。
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【００４１】
次に、上記水性溶液に多空間体を浸漬する。
そして、多空間体を水性溶液に浸漬した状態で、二官能アルコキシシラン及び三官能ア
ルコキシシランをゾルゲル反応により共重合させＳｉ−Ｏ結合のネットワークを形成およ
び相分離することによりシリコーン骨格を有するシリコーン製モノリス体を形成すると共
に、該シリコーン製モノリス体のアルコキシ基に由来するヒドロキシ基と多空間体のヒド
ロキシ基およびカルボキシ基の少なくとも一方とを結合することにより、本発明のシリコ
ーン製モノリス体と多空間体との複合体が得られる。
【００４２】
上記反応について、図１を用いて説明する。図１は、多空間体としてポリエステルから
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なる繊維からなる不織布を用い且つ尿素を用いた例である。図１に示すように、二官能ア
ルコキシシランと三官能アルコキシシランをゾルゲル反応させると、二官能アルコキシシ
ランと三官能アルコキシシランが酢酸を触媒として加水分解し、該加水分解物が緩やかに
結合し尿素の分解により生じたアンモニアを触媒として脱水反応が生じることにより、二
官能アルコキシシランと三官能アルコキシシランが共重合してＳｉ−Ｏ結合のネットワー
クを形成する、すなわちポリシロキサン（シリコーン骨格）を形成する。そして、ＣＴＡ
Ｃの存在下に上記ゾルゲル反応を行うため、二官能アルコキシシランと三官能アルコキシ
シランの加水分解物が結合する際に、相分離が生じて、多数の粒子状のポリシロキサンが
つながって一体化した形状（モノリス体）になる。この多数の粒子状のポリシロキサンが
つながって一体化したものが、シリコーン製モノリス体である。シリコーン製モノリス体
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は白色である。この粒状のポリシロキサンは、例えば直径２μｍ以上６μｍ以下である。
なお、粒状ポリシロキサンの直径は、走査型電子顕微鏡（ＳＥＭ）写真から求めることが
できる。また、二官能アルコキシシランを用いるため、ゾルゲル反応で生じるＳｉ−Ｏ結
合のネットワーク中に平面的な結合が生じるため、得られるシリコーン製モノリス体は柔
軟性を示すと考えられる。なお、多空間体と完全に分離したポリシロキサンは、当然複合
体を構成しない。
【００４３】
本発明においては、上記ゾルゲル反応を、表面にヒドロキシ基およびカルボキシ基の少
なくとも一方を有する多空間体をゾルゲル反応液である上記水性溶液に浸漬した状態で行
うため、多空間体（図１においては、ポリエステル繊維）の表面やその近傍で上記相分離
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が生じ、相分離により生じた多数の粒子状ポリシロキサンが多空間体の表面に堆積する。
すなわち、多空間体表面でシリコーン製モノリス体が成長する。そして、この時、多空間
体の表面に存在するヒドロキシ基やカルボキシ基と、ゾルゲル反応で生じたアルコキシ基
に由来するヒドロキシ基とが結合する。したがって、Ｓｉ−Ｏ結合のネットワーク化で相
分離を起こす際に多空間体表面のヒドロキシ基やカルボキシ基も該ネットワークの中に取
り込まれることになる。これにより、ゾルゲル反応で得られたシリコーン製モノリス体と
多空間体とが強固に接合した複合体が形成される。
【００４４】
反応条件は、上記ゾルゲル反応による共重合および相分離、ならびに多空間体の表面に
存在するヒドロキシ基やカルボキシ基とゾルゲル反応で生じたアルコキシ基に由来するヒ
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ドロキシ基とが結合する反応を生じさせることができれば、特に限定されないが、例えば
上記水性溶媒を撹拌や加熱等することにより、製造することができる。例えば、加熱温度
は４０℃以上９０℃以下、加熱時間は１時間以上２４時間以下である。なお、上記反応は
アンモニアの揮散を防ぐため、密閉状態で行うことが好ましい。
【００４５】
このようにして得られたシリコーン製モノリス体と多空間体との複合体の模式図を図２
に示す。図２に示すように、シリコーン製モノリス体と多空間体との複合体（以下単に「
複合体」とも記載する。）１は、多空間体２とシリコーン製モノリス体３とが絡み合った
ものであり、シリコーン製モノリス体３のアルコキシ基に由来するヒドロキシ基と多空間
体２が表面に有するヒドロキシ基やカルボキシ基との結合により接合（一体化）されたも
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のである。
【００４６】
そして、該複合体１は、多空間体２を構成する基材（例えば繊維状素材）の表面から三
次元的にシリコーン製モノリス体３が成長することにより形成されるため、空隙が形成さ
れ、この空隙が液体または気体が通過あるいは入り込むことができる流路４となる。一方
、多空間体２を用いずに上記水性溶液のみを用いてゾルゲル反応させた場合は、図３に示
すように、シリコーン製モノリス体は本発明の複合体よりも空間が非常に少ないものであ
り、液体または気体が通過または入り込み難い。また、シリコーン製モノリス体は疎水性
のため、水性液体は通過または入り込み難い。なお、図３は多空間体を用いずに二官能ア
ルコキシシラン、三官能アルコキシシラン、ＣＴＡＣおよび尿素を含む水性溶液のみを用
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いてゾルゲル反応させた場合に得られるシリコーン製モノリス体の側面の写真（図３（ａ
））および上面の走査型電子顕微鏡（ＳＥＭ）写真（図３（ｂ））である。
【００４７】
このような本発明の複合体は、多空間体を用いているため、シリコーン製モノリス体単
独よりも強度が高いものである。ここで、特許文献４には、繊維の混入により機械的特定
を向上させることができる旨の記載があるが、「繊維の混入」とは一般的には繊維を添加
して混ぜ合わせることであり、本発明のように、繊維等で構成される多空間体（繊維等で
作られる成形体）を反応物質を含む水性溶液に浸漬した状態で該反応物質を反応させるも
のではない。また、特許文献４のように繊維を単に混入させただけでは、本発明のように
液体または気体が通過あるいは入り込むことができる流路を確保することはできない。
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【００４８】
また、本発明の複合体は、疎水性のシリコーン製モノリス体を有するため、疎水性物質
を吸着することができる。そして、シリコーン製モノリス体は、多数の粒により形成され
ているため、表面積が大きく多量の疎水性物質を吸着することができる。
【００４９】
したがって、本発明の複合体は、高速で疎水性物質を含む液体またはガスを通液等させ
る用途、例えば疎水性物質を含む水から疎水性物質を除去する疎水性物質含有水の処理に
用いる吸着材に好適である。
【００５０】
また、本発明の複合体を構成するシリコーン製モノリス体は、ポリシロキサン骨格で形
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成されているため、適当な多空間体を選択することにより、低温から高温（例えば液体窒
素温度−１９５．８℃から３２０℃まで）広い範囲で使用することが可能である。
【００５１】
本発明の複合体は、多空間体が有する空間部に占めるシリコーン製モノリス体の充填率
が好ましくは５０％以上９８％以下、さらに好ましくは５５％以上９２％以下である。該
充填率が５０％以上９８％以下であると、液体や気体が通過または入り込むことができる
流路が十分に確保でき気体や液体がシリコーン製モノリス体表面に到達しやすくなる。「
多空間体が有する空間部に占めるシリコーン製モノリス体の充填率」とは、多空間体が有
する空間部の容積に対するシリコーン製モノリス体の体積の比率である。具体的には、多
空間体が有する空間部に占めるシリコーン製モノリス体の充填率は、複合化しようとする
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シリコーン製モノリス体の見掛比重を予め測定しておき、シリコーン製モノリス体の添着
質量（多空間体に結合したシリコーン製モノリス体の質量）をこの見掛比重で除してシリ
コーン製モノリス体の体積を求め、該シリコーン製モノリス体の体積を多空間体の空間部
の容積で除して求めることができる。多空間体が有する空間部に占めるシリコーン製モノ
リス体の充填率は、例えば用いる多空間体の空間率や、水性溶液中の二官能アルコキシシ
ランおよび三官能アルコキシシランの含有量等で調製することができる。
【００５２】
本発明の複合体は、空隙率が好ましくは５％以上５０％以下、さらに好ましくは９．０
％以上４０％以下である。空隙率が５％以上５０％以下であると、液体や気体が通過また
は入り込むことができる流路が十分に確保でき気体や液体がシリコーン製モノリス体表面

40

に到達しやすくなる。本発明の複合体の「空隙率」とは、複合体に対する複合体の空間部
の比率であり、複合体の体積から上記のシリコーン製モノリス体の添着質量から求めたシ
リコーン製モノリス体の体積及び多空間体を構成する基体の体積を減じて、これを複合体
の体積で徐して求めることができる。なお、「複合体の空間部」にはシリコーン製モノリ
ス体が有する空間容積は含まない。空隙率は、例えば用いる多空間体の空間率や、水性溶
液中の二官能アルコキシシランおよび三官能アルコキシシランの含有量等で調製すること
ができる。
【００５３】
なお、多空間体を用いずに二官能アルコキシシラン、三官能アルコキシシラン、ＣＴＡ
Ｃおよび尿素を含む水性溶液のみを用いてゾルゲル反応させた場合は、多空間体が有する
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空間部に占めるシリコーン製モノリス体の充填率を５０％以上９８％以下とすることや、
複合体の空隙率が５％以上５０％以下とすることはできない。
【００５４】
本発明の複合体において、シリコーン製モノリス体の多空間体に対する添着量は、好ま
しくは０．０６０ｇ／ｃｍ３以上０．１２０ｇ／ｃｍ３以下、さらに好ましくは０．０７
０ｇ／ｃｍ３以上０．１１２ｇ／ｃｍ３以下である。添着量が０．０６０ｇ／ｃｍ３未満
の場合は、シリコーン製モノリス体の表面積が小さくなるため疎水性物質の吸着量が少な
くなる傾向があり、また、０．１２０ｇ／ｃｍ３を超えると、複合体の空隙率が小さくな
り液体や気体が通過または入り込み難くなる。「シリコーン製モノリス体の多空間体に対
する添着量」とは、多空間体１ｃｍ３当たりに添着されたシリコーン製モノリス体の質量

10

であり、シリコーン製モノリス体を添着した多空間体１ｃｍ３あたりの質量を測定し、こ
れから１ｃｍ３の多空間体の質量を差し引くことにより求めることができる。
【００５５】
本発明のシリコーン製モノリス体と多空間体との複合体は、疎水性物質を吸着する吸着
材として使用することができる。上記本発明の複合体は、そのまま吸着材として用いても
よいし、例えば、不織布等の布状や板状の場合は、必要に応じて挟み込んだスペーサーと
共に巻き込んで円柱状とし、これをカラムにそのまま充填して、吸着カラムとして使用し
てもよい。また、不織布等の布状の場合には、用いる多空間体の親水性や、原料アルコキ
シシランの親油性の調整及び官能基の選定により、分離膜として使用することもできる。
不織布を多空間体として用いた本発明の複合体を、挟み込んだスペーサーと共に巻き込ん

20

で円柱状とした例を、図４に示す。図４示すように、複合体１１は、通液方向に平行なス
ペーサー１２が複数設けられ、そのスペーサー１２と共に巻かれて円柱状の吸着材として
用いることができる。また、特許文献３や特許文献４のシリコーンモノリス体は柔軟性が
高く強度が低いため、加工やカラムへの充填がし難いが、本発明の複合体は柔軟性だけで
なく強度も高いため、加工やカラムへの充填がし易い。したがって、所望の形状の吸着材
とすることができ、液体や気体の所望の流路を確保し易い。
【００５６】
このような本発明の複合体を吸着材として用いて、疎水性物質含有水を処理することが
できる。具体的には、本発明の複合体を用いた疎水性物質含有水の処理方法は、疎水性物
質を含む水を本発明のシリコーン製モノリス体と多空間体との複合体からなる吸着材に接
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触させて、疎水性物質を吸着材に吸着させることにより、水から疎水性物質を除去するも
のである。
【００５７】
吸着材に疎水性物質含有水を接触させる方法は、通常の吸着材と同様の方法を適用する
ことができ、例えば、吸着材に疎水性物質含有水を通液するラテラルフロー（側流）やパ
ラレルフロー（並行流）とすることができる。
【００５８】
疎水性物質としては、ベンゼン、トルエン、キシレン、植物油、鉱物油等が挙げられる
。
【００５９】

40

疎水性物質を含む水としては、工場や家庭からの廃水、レストラン等の厨房排水、タン
カーなどのバラスト水や原油・天然ガス採掘時の随伴水等が挙げられる。
【００６０】
このような本発明の複合体を用いた疎水性物質含有水の処理方法について、図５を用い
てさらに説明する。図５は、本発明の複合体を用いた疎水性物質含有水の処理方法を適用
できる水処理装置の一例を示す模式図である。
【００６１】
図５に示す水処理装置は、本発明の複合体をカラムに充填した吸着カラム２１ａおよび
２１ｂと、吸着カラム２１ａおよび２１ｂに被処理水である疎水性物質含有水を供給する
被処理水供給ライン２３と、吸着カラム２１ａおよび２１ｂで処理された被処理水が排出
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される被処理水戻りライン２４とを有する。また、図５の水処理装置は、吸着カラム２１
ａおよび２１ｂの下流側から吸着カラム２１ａおよび２１ｂを再生するための水蒸気を供
給する再生用水蒸気供給ライン２５と、吸着カラム２１ａおよび２１ｂから再生用水蒸気
を排出する再生用水蒸気戻りライン２６を有する。
【００６２】
このような水処理装置を用いて、疎水性物質含有水として油を含有する油含有水を処理
する場合、まず、油含有水が被処理水供給ライン２３から吸着カラム２１ａおよび２１ｂ
に供給される。この吸着カラム２１ａおよび２１ｂを通過する時に、油含有水が本発明の
複合体からなる吸着材に接触すると、油が複合体に吸着され、油が除去された被処理水が
、吸着カラム２１ａおよび２１ｂから被処理水戻りライン２４へ排出され、回収される。

10

【００６３】
このようにして、疎水性物質含有水を処理することができる。本発明においては、吸着
材として用いた複合体の強度が高いため、多量の被処理水を高速で流すこともでき、高効
率で疎水性物質含有水を処理することができる。
【００６４】
また、油含有水を処理すると、吸着カラム２１ａおよび２１ｂに充填された吸着材に油
が吸着するため、吸着材の油吸着能が経時的に低下する。そこで、例えば油含有水を吸着
カラム２１ａおよび２１ｂに所定時間通液後に、油含有水の供給を止め、再生用水蒸気供
給ライン２５を通じて吸着カラム２１ａおよび２１ｂの下流側から水蒸気を供給すること
により、吸着材が吸着した油を除去することができ、吸着材を再生することができる。吸
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着材から除去された油は水蒸気と共に再生用水蒸気戻りライン２６から排出され、比重分
離等により油分を分離する油分分離槽２２に導入される。そして、油分分離槽２２で油が
分離された凝縮水は凝縮水戻りライン２７を経て被処理水供給ライン２３に供給され、油
分分離槽２２で分離された油は分離油分排出ライン２８から排出され回収される。
【００６５】
このようにして、疎水性物質（図５においては油）を吸着させた本発明の複合体からな
る吸着材を、水蒸気と接触させることにより、吸着材から疎水性物質を除去することがで
きる。吸着材の強度が低い場合はこの水蒸気による再生はできないが、本発明においては
吸着材として用いた複合体の強度が高いため、水蒸気により再生することができる。
【００６６】
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なお、図５においては、吸着カラムとして吸着カラム２１ａおよび２１ｂの二つを設け
たが、吸着カラムは一つでも、三つ以上でもよい。吸着カラムを複数とすることにより、
吸着による疎水性物質含有水の処理と水蒸気による吸着材の再生を交互に（順々に）行う
ことができ、被処理水を処理し続けることができる。
【００６７】
また、本発明の複合体にひまし油等の抽出剤を吸着させて、この抽出剤を吸着させた状
態で、該複合体に疎水性物質を含む水を接触させて該疎水性物質を複合体に吸着させるこ
ともできる。このように抽出剤、特にひまし油を複合体に吸着させることにより、疎水性
物質の除去量を増加させることができる。
【００６８】
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抽出剤としては、油脂が好適に用いられるが、特に動植物油脂類、例えば、ひまし油、
大豆油、ヤシ油、アマニ油、ニシン油等が挙げられる。
【００６９】
抽出剤を本発明の複合体に添着させる方法は特に限定されず、例えば、抽出剤に複合体
を浸漬する等して複合体に抽出剤を吸い込ませた後に、必要に応じて乾燥等すればよい。
【００７０】
本発明の複合体にひまし油等の抽出剤を添着させたものを吸着材として用いて疎水性物
質含有水を処理する方法について、図６を用いて説明する。図６は、本発明の複合体を用
いた疎水性物質含有水の処理方法を適用できる水処理装置の一例であり、図５の構成に加
えて、さらに分離油分排出ライン２８を経た分離油分から抽出剤を分離する構成であり、
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図５と同じ構成には同じ番号を付し重複する説明は省略する。
【００７１】
図６に示す水処理装置は、分離油分排出ライン２８を経た分離油分から、ヒーター３４
等で加熱することにより分離油分から抽出剤を分離する抽出剤分離槽３１を有する。そし
て、抽出剤分離槽３１で分離された抽出剤は抽出剤戻りライン３２を経て吸着カラム２１
ａおよび２１ｂに供給されることで、再び吸着材に抽出剤を添着させることもできる。ま
た、抽出剤分離槽３１で抽出剤が分離された残りの分離油分は、分離油分排出ライン３３
から排出され回収される。
【００７２】
水処理の最中に抽出剤が流出するため、抽出剤を吸着カラム２１ａおよび２１ｂの上流

10

側から供給して失われた抽出剤を補給したり、上記図６で示すように、再生に用いた水蒸
気を更に加熱して油分を揮散回収し、抽出剤が含まれる凝縮液を吸着カラム２１ａおよび
２１ｂに上流側から再度供給するようにしてもよい。
【００７３】
上記では、疎水性物質含有水に本発明の複合体を接触させて疎水性物質を除去する疎水
性物質含有水の処理方法について示したが、疎水性物質含有水に限らず、疎水性物質を含
むガスに本発明の複合体を接触させて吸着させることにより疎水性物質を除去することも
できる。また、医薬品等の有用な疎水性物質を含む水やガスに本発明の複合体を接触させ
て該疎水性物質を分離、精製や濃縮することもできる。いずれの処理においても、本発明
の複合体は強度が高いため、流体（液体、気体）を高速で流すことができ、高効率で行う
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ことができる。
【００７４】
また、本発明のシリコーン製モノリス体と多空間体との複合体は、触媒作用を有する疎
水性物質を担持する触媒担体として使用することもできる。具体的には、本発明の複合体
に触媒作用を有する疎水性物質を吸着させることにより担持させ、該触媒作用を有する疎
水性物質を担持させた複合体を、触媒として用いることができる。本発明の複合体は強度
が高いため、例えば反応を撹拌しながら行う場合の反応触媒としても使用することができ
る。触媒作用を有し且つ本発明の複合体に担持（吸着）させることができる疎水性物質と
して、例えば、有機金属触媒や有機触媒等を挙げることができる。また、吸着材と同様に
、触媒作用を有する疎水性物質を担持させた本発明の複合体に水蒸気を接触させることに
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より、該疎水性物質を除去することもできる。
【実施例】
【００７５】
以下に、本発明の更なる理解のために実施例を用いて説明するが、実施例はなんら本発
明を限定するものではない。
【００７６】
＜実施例１＞シリコーン製モノリス体と多空間体との複合体の製造
酢酸５ｍｍｏｌ／Ｌ水溶液５０４．７ｇに尿素１６８．３５ｇ、ＣＴＡＣ（ｎ−ｈｅｘ
ａｄｅｃｙｌ

ｔｒｉｍｅｔｈｙｌ

ａｍｍｏｎｉｕｍ

ｃｈｌｏｒｉｄｅ）２６．９５

ｇを３０〜３５℃に保ちながら３０分間撹拌を行い溶解させて水性溶媒を調製した。

40

この水性溶媒にメチルトリメトキシシラン１０５ｍｌとジメチルジメトキシシラン７０
ｍｌを加えて約６０分間さらに撹拌を行うことにより、水性溶液を得た。
ポリエチレンテレフタレートからなる繊維状素材で構成された不織布（繊維直径３０μ
ｍ、厚さ４ｍｍ、空間率９８．８％）を縦１２５ｍｍ×横２００ｍｍに切り出してステン
レスパットに入れ、これに不織布が浸漬するよう上記の水性溶液を注ぎ込んだ。浸漬する
前のポリエチレンテレフタレートの不織布を走査型電子顕微鏡（ＳＥＭ）により観察した
結果を、図７（ａ）および（ｂ）に示す。
【００７７】
次に、水性溶液が揮散しないようにステンレスパットの開口部をラップして、ステンレ
スパットを８０℃の恒温槽に入れて約９時間加熱した。これにより、メチルトリメトキシ
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シランとジメチルジメトキシシランがゾルゲル反応により共重合してＳｉ−Ｏ結合のネッ
トワークを形成すると共に相分離することによりシリコーン骨格を有するシリコーン製モ
ノリス体が形成され、且つ、該シリコーン製モノリス体のメトキシ基に由来するヒドロキ
シ基と不織布のヒドロキシ基とが結合した。その後、恒温槽から取り出し、室温において
水で泡が出でなくなるまで洗浄後、８０℃（空気中）で乾燥して、水性溶媒を除去した。
これにより、シリコーン製モノリス体（ポリシロキサン組成の柔軟性多孔性体）と多空間
体（ポリエチレンテレフタレートの不織布）を一体化させた複合体が得られた。
【００７８】
得られた複合体をＳＥＭにより観察した結果を図８に示す。また、得られた複合体の空
隙率は３３．７％、多空間体が有する空間部に占めるシリコーン製モノリス体の充填率は

10

６５．９％、シリコーン製モノリス体の多空間体に対する添着量は０．０８０１ｇ／ｃｍ
３

であった。

【００７９】
＜比較例１＞
ポリエチレンテレフタレートの不織布（繊維直径３０μｍ、厚さ４ｍｍ、空間率９８．
８％）の代わりに、フェノール樹脂製の不織布（日本カイノール（株）Ｓ−２１１、繊維
直径３０μｍ、厚さ４ｍｍ、空間率９８．８％）を用いた以外は、実施例１と同様の操作
を行った。
得られた複合体をＳＥＭにより観察した結果を図９に示す。図９に示すように、親水性
樹脂ではないフェノール樹脂を用いた比較例１では、メチルトリメトキシシランとジメチ
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ルジメトキシシランがゾルゲル反応により共重合および相分離したが、相分離したポリシ
ロキサンは不織布を構成する繊維表面にほとんど結合せず、不織布の表面は該ポリシロキ
サンでほとんど覆われていなかった。
【００８０】
＜比較例２＞
ポリエチレンテレフタレートの不織布（繊維直径３０μｍ、厚さ４ｍｍ、空間率９８．
８％）の代わりに、活性炭素繊維製の不織布（日本カイノール（株）ＣＡＮ−２１１−１
５、繊維直径３０μｍ、厚さ４ｍｍ、空間率９８．８％）を用いた以外は、実施例１と同
様の操作を行った。
得られた複合体をＳＥＭにより観察した結果を図１０に示す。図１０に示すように、親
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水性樹脂ではない活性炭素繊維を用いた比較例２では、メチルトリメトキシシランとジメ
チルジメトキシシランがゾルゲル反応により共重合および相分離したが、相分離したポリ
シロキサンは不織布を構成する繊維表面にほとんど結合せず、不織布の表面は該ポリシロ
キサンでほとんど覆われていなかった。
【００８１】
＜油分吸着試験＞
外側に温水を流せる長さ３００ｍｍ、直径１０ｍｍの硝子管に直径３ｍｍの硝子ビーズ
を高さ１００ｍｍまで入れ、実施例１で得られた複合体を、図４に示すようにスペーサー
を設けスペーサーと共に巻き込んで円柱状とし、図４において上下方向が通水方向となる
ようにしてそのまま硝子管に高さ１００ｍｍ（約８ｃｍ３）まで充填した。さらに直径３

40

ｍｍの硝子ビーズを空間が無くなるように詰めて吸着カラムを構成した。
温度を一定とするために吸着カラム（硝子管）の外側に２５℃にコントロールされた水
を流した後、トルエン１５０ｐｐｍを溶解させたイオン交換水３００ｍｌ／ｈ（液空間速
度（ＬＨＳＶ）＝３７．５ｈ−１、空塔速度３．８２ｍ／ｈ）を定量ポンプ（ダブルプラ
ンジャーポンプ）で通液した。
通液後、３０分毎に吸着カラム出口液を採取してトルエンの濃度をガスクロマトグラフ
で測定した。ガスクロマトグラフの条件を下記に示す。
ガスクロマトグラフ；島津ＧＣ−２０１４

ＦＩＤ検出器

カラム；ＳＰＢ−２０（微極性、１５ｍ×０．５３ｍｍ×１．０μｍ、ｓｕｐｅｌｃｏ製
）
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温度プログラム；３８℃−５℃／分−１００℃−１０℃／分−２２０℃（２４．４分）
内部標準法（２−ヘプタノン）
結果を表１および図１１に示す。
【００８２】
表１および図１１に示すように、実施例１の複合体を用いることにより、トルエンが水
から除去された。なお、実施例１の複合体の通液後の形状を観察したところ、通液前と実
質的に変化していないことから、シリコーン製モノリス体と多空間体とは強固に結合して
いると判断できる。
【００８３】
【表１】

10

20

【００８４】
＜実施例２＞
実施例１のメチルトリメトキシシランをビニルトリメトキシシランに代えた以外は、実
施例１と同様の操作を行った。実施例１と同様に、シリコーン製モノリス体と多空間体を
一体化させた複合体が得られた。
得られた複合体の空隙率は３６．２％、多空間体が有する空間部に占めるシリコーン製
モノリス体の充填率は６３．４％、シリコーン製モノリス体の多空間体に対する添着量は

30

３

０．０７６０ｇ／ｃｍ

であった。

【００８５】
＜アルコキシ基を除く官能基の影響＞
実施例１で得られた複合体の代わりに実施例２で得られた複合体を用いて、上記＜油分
吸着試験＞を行った。結果を表１および図１１に示す。
表１および図１１に示すように、実施例１および実施例２の油分吸着能に差は見られな
いことから、シリコーン製モノリス体が形成できれば、原料アルコキシシランのアルコキ
シ基を除く官能基の吸着能に対する影響は無いものと判断できる。
【００８６】
＜実施例３〜５＞

40

二官能アルコキシシランと三官能アルコキシシランの量をそれぞれ表２に示す量に代え
た以外は、実施例１と同様の操作を行った。実施例１と同様に、それぞれシリコーン製モ
ノリス体と多空間体を一体化させた複合体が得られた。
実施例３で得られた複合体の空隙率は３３．８％、多空間体が有する空間部に占めるシ
リコーン製モノリス体の充填率は６５．８％、シリコーン製モノリス体の多空間体に対す
る添着量は０．０７９９ｇ／ｃｍ３であった。実施例４で得られた複合体の空隙率は２９
．６％、多空間体が有する空間部に占めるシリコーン製モノリス体の充填率は７０．１％
、シリコーン製モノリス体の多空間体に対する添着量は０．０８５１ｇ／ｃｍ３であった
。実施例５で得られた複合体の空隙率は２９．２％、多空間体が有する空間部に占めるシ
リコーン製モノリス体の充填率は７０．５％、シリコーン製モノリス体の多空間体に対す
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る添着量は０．０８５６ｇ／ｃｍ３であった。
【００８７】
＜二官能基アルコキシシランと三官能基アルコキシシランの比の影響＞
実施例１で得られた複合体の代わりに各実施例３〜５で得られた複合体を用いて、上記
＜油分吸着試験＞を行った。結果を表２および図１２に示す。
表２および図１２に示すように、二官能基であるジメチルジメトキシシランの比が大き
くなると破過までに吸着する油分量が多くなる傾向が見られる。しかし、６０％超ではシ
リコーン製モノリス体が形成できなかった。また、２５％未満でも同様にシリコーン製モ
ノリス体が形成できなかった。
【００８８】
【表２】

10

【００８９】

20

＜実施例６〜１１＞
ＣＴＡＣ、酢酸および溶媒の合計（本実施例においては、上記水性溶媒の合計量）に対
するＣＴＡＣ添加量をそれぞれ表３に示す濃度に代えた以外は、実施例１と同様の操作を
行った。実施例１と同様に、それぞれシリコーン製モノリス体と多空間体を一体化させた
複合体が得られた。
実施例６で得られた複合体の空隙率は１８．５％、多空間体が有する空間部に占めるシ
リコーン製モノリス体の充填率は８１．２％、シリコーン製モノリス体の多空間体に対す
る添着量は０．０９８７ｇ／ｃｍ３であった。実施例７で得られた複合体の空隙率は１９
．５％、多空間体が有する空間部に占めるシリコーン製モノリス体の充填率は８０．３％
、シリコーン製モノリス体の多空間体に対する添着量は０．０９７５ｇ／ｃｍ３であった

30

。実施例８で得られた複合体の空隙率は１６．７％、多空間体が有する空間部に占めるシ
リコーン製モノリス体の充填率は８３．１％、シリコーン製モノリス体の多空間体に対す
る添着量は０．１０１０ｇ／ｃｍ３であった。実施例９で得られた複合体の空隙率は１８
．１％、多空間体が有する空間部に占めるシリコーン製モノリス体の充填率は８１．７％
、シリコーン製モノリス体の多空間体に対する添着量は０．０９９２ｇ／ｃｍ３であった
。実施例１０で得られた複合体の空隙率は１５．５％、多空間体が有する空間部に占める
シリコーン製モノリス体の充填率は８４．３％、シリコーン製モノリス体の多空間体に対
する添着量は０．１０２４ｇ／ｃｍ３であった。実施例１１で得られた複合体の空隙率は
８．５％、多空間体が有する空間部に占めるシリコーン製モノリス体の充填率は９１．４
％、シリコーン製モノリス体の多空間体に対する添着量は０．１１１０ｇ／ｃｍ３であっ
た。
【００９０】
＜ＣＴＡＣ添加量の影響＞
実施例１で得られた複合体の代わりに各実施例６〜１１で得られた複合体を用いて、上
記＜油分吸着試験＞を行った。結果を表３および図１３に示す。
表３および図１３に示すように、ＣＴＡＣ、酢酸および溶媒の合計に対するＣＴＡＣ濃
度が１．２質量％以上４．０質量％以下で破過までに吸着する油分量が特に多く、水性溶
媒中の濃度が２質量％付近で破過までに吸着する油分量が最大となった。
【００９１】

40

(17)

JP 2017‑136552 A 2017.8.10

【表３】

10

【００９２】
＜実施例１２〜３６＞
シリコーン製モノリス体の多空間体に対する添着量がそれぞれ表４に示す量になるよう
に水性溶液のメチルトリメトキシシランとジメチルジメトキシシランの添加量を代えた以
外は、実施例１と同様の操作を行った。実施例１と同様に、それぞれシリコーン製モノリ
ス体と多空間体を一体化させた複合体が得られた。
【００９３】

20

＜添着量の影響＞
実施例１で得られた複合体の代わりに各実施例１２〜３６で得られた複合体を用いて、
上記＜油分吸着試験＞を行った。結果を表４および図１４に示す。表４および図１４にお
いて、「シリコーン製モノリス体の多空間体に対する添着量」を「添着量」と表記する。
表４および図１４に示すように、添着量が０．０６０ｇ／ｃｍ３未満では、シリコーン
製モノリス体が少なく表面積が小さいため、破過までに吸着する油分量は比較的少なかっ
たが、添着量の増加と共に吸着する油分量は多くなった。ただし、添着量が０．１２０ｇ
／ｃｍ３を超えると、複合体の空隙率が小さくなり液体や気体が通過または入り込み難く
なり吸着量は増加しなくなった。
【００９４】
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【表４】

10

20

30
【００９５】
＜水蒸気による再生試験＞
実施例１で作製した複合体を用いて油分吸着試験を行った後の吸着カラムに、水蒸気（
１１１℃、５５．５ｇ／ｈ）を１時間（ｈ）流した後、冷却して再度、油分吸着試験を行
った。これを３回繰り返した。結果を図１５に示す。
図１５に示すように、再生３回後も複合体の油分吸着能力に変化が見られず、油分を吸
着した水蒸気を通すことにより、再生可能であることが確認された。
【００９６】
＜実施例３７＞ひまし油の添着

40

実施例１で得られた複合体が保持できる油分を予め測定しておき、これに相当する量の
メタノールで希釈したひまし油を実施例１で得られた複合体に吸い込ませ、十分に風乾し
た後、７５℃で一昼夜乾燥した。これに容量で２０倍の水を加えて煮沸処理を１時間行い
、吸着できないひまし油を除去した。
７５℃で一昼夜乾燥した後に重量を測定した結果、実施例１で得られた複合体質量に対
して０．９〜０．９５（質量で４８．５ｗｔ％）のひまし油が添着されたことが分かった
。得られたひまし油添着複合体をＳＥＭにより観察した結果を図１６に示す。
【００９７】
＜ひまし油添着の効果確認＞
実施例１で得られた複合体の代わりに実施例３７で得られた複合体を用いて、上記＜油
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分吸着試験＞を行った。結果を図１７に示す。
図１７に示すように、実施例３７の複合体は、破過までに除去できるトルエンは実施例
１の複合体に対して約１．５倍となった。また、実施例３７の複合体の破過曲線から予想
される総除去量は実施例１の複合体に対して約３倍となると考えられる。
【００９８】
＜ひまし油添着の水蒸気による再生試験＞
実施例１で作製した複合体を用いて油分吸着試験を行った後の吸着カラムの代わりに、
実施例３７で得られた複合体を用いて油分吸着試験を行った後の吸着カラムを用いて上記
＜水蒸気による再生試験＞を行った。結果を図１８に示す。
図１８に示すように、再生を繰り返すたびに総吸着容量が低下していくことが分かる。

10

少しずつ添着したひまし油が除去されていったと考えられる。また、水蒸気再生を３回行
った後、ひまし油を再度添着した結果、ほぼ初期の総トルエン吸着量に戻った。
【符号の説明】
【００９９】
１、１１

シリコーン製モノリス体と多空間体との複合体

２

多空間体

３

シリコーン製モノリス体

１２

スペーサー

２１ａ、２１ｂ

吸着カラム

２２

油分分離槽

２３

被処理水供給ライン

２４

被処理水戻りライン

２５

再生用水蒸気供給ライン

２６

再生用水蒸気戻りライン

２７

凝縮水戻りライン

２８

分離油分排出ライン

３１

抽出剤分離槽

３２

抽出剤戻りライン

３３

分離油分排出ライン

３４

ヒーター
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