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1.緒 言

「環境 に優しい」工業プロセスの必要性が叫ば

れて久しい。プロセスの経済性のみならず環境へ

の悪影響 をできる限 り少なくすることを強 く意識

しなければならない時代 となっている。有機溶媒

を用いた抽出プロセスは,常 に環境汚染や人体へ

の悪影響が懸念されているにもかかわらず,様 々

な産業で稼働し,快 適な現代生活を支えている。

食品油脂産業における抽出プロセスもまた同様で

ある。このような有機溶媒を利用 している分野で

は,地 球環境に関する意識が高まる中で有機溶媒

を用いない 「エコ・テクノロジー」の確立が強 く

求められている。

臨界温度および,臨 界圧力を超えた物質の状態

を超臨界状態 という。人体への悪影響が少ない二

酸化炭素を超臨界状態とし溶媒 として利用すれば,

「環境に優しい」プロセスを構築することができ

ると考 えられ る。二酸化 炭素のP-T一 ρ線図

(Fig.1)か らわかるように,臨 界温度 よりも高

い温度では加圧しても液化せず流体密度が連続的

に変化 し,臨 界点近傍では密度がわずかな温度,

圧力変化で大きく変化する。また,超 臨界流体の

輸送物性は,密 度については液体に近いが,粘 度

は気体に近 く,拡 散係数は気体と液体の中間であ

る(Table1)。 超臨界流体は,こ れらの物性を制

御することにより化学物質の抽出・分離などの抽

出媒体として利用されている。超臨界二酸化炭素

Fig.lTheP-Tdiagramforcarbondioxidewithlinesofequal
densitysuperimposed(densiitiesquoteding/Z).

TablelTransportPropertiesofGas,SupercriticalFluid,andLiquid.

Diffusioncoefficientofsmall-moleculesoluteingivenfluid.
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の溶媒として有利な点1)は,

(1)安 価で,毒 性がなく,不 燃性であるため,

環境上温和な溶媒であること。

(2)溶 媒の除去が容易であること。

(3)低 粘性,高 拡散性であるため,物 質移動が

律速になりにくいこと。

(4)臨 界温度が31℃であるため,温 和な操作条

件が選択できること。

(5)一 般に密度が大 きいほど溶解度が大きいた

め,わ ずかの温度,圧 力変化で極めて大 きな

密度変化が得られ,結 果 として溶解度を大き

く変えることができる。

このような超臨界流体のユニークな特長から,

超臨界流体は優れた溶媒として注目され,有 機溶

媒に代わる溶媒 として応用する研究がなされてい

る。現在,コ ーヒーの脱カフェインや,付 加価値

の高いフレーバー成分,ホ ップエキスなどの超臨

界抽出が工業化されている2)。

しかし,超 臨界二酸化炭素は有機溶媒に比べて

溶解度が低いため,溶 質の抽出に大量の二酸化炭

素が必要 となる。従って,溶 質を抽出した後の超

臨界二酸化炭素を効率的に溶質と分離し再利用す

る方法を抽出プロセスに複合させることができれ

ば,既 存の超臨界抽出プロセスを効率化するのみ

ならず,超 臨界抽出の応用範囲がさらに広がるも

の と期待される。

膜分離法は,簡 便でかつ省エネルギー的な分離

操作として知られている。そのため,超 臨界抽出

操作により抽出された多成分混合物から超臨界二

酸化炭素の回収に膜分離が検討され,高 分子膜 を

用い透過側を大気圧として操作する膜分離系が提

案されている3・4)。Sarradeら5)は高分子膜を無機

膜上に接合させた有機/無 機複合膜を製作し,モ

デル溶質としてPEG200を 選び透過側も超臨界

状態で操作する超臨界膜分離実験を行い,阻 止率

が0.2と 低いながらも,超 臨界流体中での膜分離

の実現可能性を示した。 しかし,一 般に有機高分

子膜は耐薬品性,耐 有機溶媒性に問題があり,ま

た再生することが困難である。 これに対し無機膜

は,耐 熱性,耐 化学性,高 い機械的強度などの特

長を有するため,薬 品洗浄や蒸気滅菌の必要な食

品工業やバイオテクノロジーの分野への応用が期

待されている。超臨界流体に抽出される物質はカ

フェインなど分子量が数百程度のものがほとんど

であるため,超 微細孔を有する膜が必要となる。

これまで既存の無機膜を用いた超臨界流体中での

膜分離は,大 日向ら6)が試みているが,そ の膜分

離性能は乏しく満足のいく結果は得られなかった。

本研究では,超 臨界流体中での食品成分の膜分

離を実現することを目指し,ま ずゾルーゲル法η

によりナノサイズの細孔径を有する多孔性シリカ

薄膜を製作 した。ゾル ーゲル法は低温でセラミッ

クやガラスを合成できること,特 別な装置を必要

とせず操作が簡単などの点からも実用的である。

そして,モ デル化合物について超臨界膜分離実験

を試みるとともに,多 孔性シリカ薄膜での膜透過

機構について考察を加えた。

2.ゾ ルーゲル法による多孔性シリカ薄膜の

製作

多孔質膜においては,細 孔径が小さくなると膜

透過抵抗がかな り大きくなるため,分 離機能を有

する活性層の厚みをできるだけ薄くする必要があ

る。そこで本研究では,繊 維状シリカコロイドを

用いて網目構造を形成させたのち,球 状 シリカコ

ロイ ドを用いて分離活性層を形成 させれば,

Fig.2に 示すような活性層の薄い非対称膜 を得る

ことができるであろうという考えのもとに製作を

開始 した。

2.1材 料

支持体には多孔質アルミナ管(三 井研削砥石,
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Fig.2StructureofanAsymmetricCeramicMem-
branePreparedbySol-GelMethod.

外 形10[mm],内 径8[mm],気 孔 率42[%],

平均 細 孔径1.6[μm])を 用 いた。 シ リカ コロ イ

ドには,ス ノー テ ックスUP(日 産化 学工業,形

状 が 繊 維 状 で,太 さ が5～20[nm],長 さ が

40～300[nm]),ス ノーテ ックスXS(日 産 化学

工 業,形 状 が球 状 で,粒 子径 が4～6[nm])を

用 いた。 これ ら シリカ コロ イ ドの特 徴 をTable2

に示 す。 スノー テ ックスUPを ゾルA,ス ノー テ

ックスUPと スノー テ ックスXSと を1:4に 混

合 し調製 した シ リカ コロイ ドを ゾルB,ス ノー テ

ックスXSを ゾルCと した。

2.2多 孔性シリカ薄膜の製作(Fig.3)

平筆を用いてゾルAを 支持体上に均一に塗布し

た。表面が乾燥してからさらにゾルAを 塗布する

ことを繰 り返した後,Kitaoら8)の 方法に従って

焼結 させた。次に,ゾ ルBお よびゾルCを 用いて

同様にコーティングと焼結を繰り返した。なお,

ゾルCの コーティングにおいては,毛 管吸引力に

よる膜内へのゾルの浸透を抑制し表面のみに積層

させるために,支 持体内に水を満たした状態で塗

布した。コーティングと焼結を繰り返すに従い次

第に表面が滑らかになり,表 面全体に光沢が認め

られるようになった。

Table2PropertiesofColloidalSilicas.

Fig.3PreparationofThinPorousSilicaMembrane.

膜 の透過性 を知 るた めに,超 臨 界二酸化 炭素 の

Permeabilityconstant,Pc[mol/m2・s・Pa]を

測 定 し た と こ ろ,5×10-8[mol/m2・s・Pa]と

な った。実験 装置 お よび測 定方法 は次節 で述べ る。

一般 に
,膜 のPermeabilityconstantが 小 さい ほ

ど溶 質阻止 率が大 き くなる傾向 があ り,こ れ まで

に報 告 されて い る無 機膜 のPcよ りも1オ ーダ ー

以上 低い値 であ ったので,コ ー テ ィングを終了 し,

膜 分離実験 に供 した。以下,こ の膜 をTS膜 と呼

ぶ こ とにする。

23多 孔性シリカ薄膜の細孔分布

製作した多孔性シリカ薄膜について,膜 の分離

性能に直接的に関係すると考えられる細孔径を知

るために窒素吸着法により細孔分布を求めた。結

果をFig.4に 示す。コーティングの不十分な多孔

性シリカ薄膜 は約8.9[nm]と 約40[nm]に ピ

ークが認められた
。コーティングを完了したTS

膜においては,製 作途中のシリカ薄膜にみられた

約8.9[nm]の ピークが消失 し約3.3[nm]に

ピークが認められた。このことから,繊 維状コロ



4 浦上財団研究報告書Vol.6(1998)

Fig.4PoreSizeDistributionofthTubularCeramicMem-

branes.

イ ダル シ リカ の コーテ ィ ング に よって 約

40[nm]の 細孔が生じた後,球 状コロイダルシ

リカのコーティングによってさらに微小な細孔が

形成された と考えられた。 また,多 孔性シリカ薄

膜の細孔径はシリカコロイドのコーティング回数

により制御できることが示された。本法により細

孔径が約3。3[nm]のTS膜 を得ることができた。

球状 コロイダルシリカの粒子径が4～6[nm]

であることから,妥 当な値であると思われた。

3.超 臨界流体中での溶質の膜分離

製作した多孔性シリカ薄膜を用いて膜分離実験

を行い,超 臨界流体中での溶質の膜分離の有効性

について検討 した。

実験装置の模式図をFig.5に 示す。液体二酸化

炭素をサイホン式ボンベより送 り出し,高 圧ポン

プ(日本分光,PU-980)で 加圧し任意の流量だけ

供給した。なお,加 圧時 におけるCO2の キャビ

テーションを防ぐために,こ のポンプヘッドを循

環式冷 却器 で約一5[℃]に 冷や した。次 に

CO、中に含まれる水分や油分を取り除くためにモ

レキュラーシープ(3A)を 詰めたカラムに通 し

た後,恒 温層内に送り,温 度,圧 力 とも臨界点

(臨 界 温 度31.1[°C],臨 界 圧 力72.8[kg/

cm2])を 超える超臨界状態にした。溶質を耐圧

1.Coolingcirculator6.UVdetector
2.Molecularsievecolumn7.Backpressureregulator
3.Waterbath8.Wetgasflowmeter
4.Waterbath(40C)9Precisionpressuregauge
5.Membranemodule

Fig.5SchematicDiagramoftheExperimentalApparatus.

ミキサー中で超臨界CO2に 溶解させ,膜 モジュ

ールに供給する形式 とした。膜モジュールを通過

した超臨界CO2の 圧力の保持及び膜間差圧の設

定は,膜 の透過側および非透過側にそれぞれ取 り

付けた自動圧力制御弁(日 本分光,880-81)で 行

った。正確な圧力は膜の透過側及び非透過側に接

続した精密圧力計(長 野計器,GP35-141)で 測

定した。自動圧力制御弁の弁出口で超臨界CO、

は大気圧まで減圧され気体になる。気体になった

CO、の流量を測定することによって単位時間に膜

を透過する超臨界CO2の 流量 を求めた。 また,

モジュールを透過 した超臨界CO、 中の溶質濃度

はUVデ ィテクター(日 本分光,875-UV)で モ

ニタリングした。溶質は自動圧力制御弁出口で

CO2が 気体になることによって分離された。分離

された溶質を捕集 し,紫 外分光光度計(Hitachi,

U-2000)で 定量 した。膜性能は二酸化炭 素の

Permeabilityconstant,Pc[mol/mZ・s・Pa]

および,阻 止率R[一]で 評価した。

Pc=J/OP(1)

R=1-Cp/Cb(2)

ここで,Jは 二酸化炭素の膜透過流束[mol/m2・

s],△Pは 膜間差圧[MPa],Cp,Cbは それぞれ

透過溶液,供 給溶液の溶質濃度[g/1]で ある。
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Table3SeparationCapabilityfromSupercriticalCar-

bonDioxidewithaThinSilicaPorousMem-

brane.

5

おいて,阻 止率が負であったことを報告している。

多孔性シリカ薄膜における溶質の膜透過機構を明

らかにするために,溶 質の吸着特性の観点から検

討を加えた。

R:rejection;Pc:permeabilityconstant

溶質には,工 業的に超臨界抽出が行われている

カフェイン(MW194),カ フェインと分子サイ

ズがほぼ等しいが,水 との親和性が異なるリモネ

ン(MW136)お よびオクタン酸(MW144)を

選んだ。膜分離実験 は,操 作圧力20[MPa],膜

間差圧1.0[MPa],温 度40[°C]で 行い,カ フ

ェイン,リ モネン,オ クタン酸の供給濃度をそれ

ぞ れ2.7×10-3,1.3[g/1],4.1×10-1[g〃]と

した。分離実験の結果をTable3に 示す。カフェ

イ ンの場合 は,Rが0.65程 度,Pcが2.3×10-8

[mol/m2・s・Pa]程 度 となった。この結 果は,

Sarradeら5)が 温度60[℃],PEG200を 溶質 と

した膜分離実験の実験結果と比べ,Rは やや高く,

かっPcが10倍 程度以上大きいものであった。カ

フェインの阻止率が正の値となったのに対し,オ

クタン酸の阻止率は負の最も大きい値 となり,す

なわち超臨界二酸化炭素よりも膜をよく透過する

結果となった。 このことから,多 孔性シリカ薄膜

中での膜透過現象には,溶 質分子の化学的性質が

大 きく関与していることが示唆された。

4.1相 互作用ポテンシャル

3種 の溶質それぞれについてシリカ表面との相

互作用ポテンシャルを分子力場法により計算 した。

まず,カ フェイン,リ モネン,オ クタン酸および

シリカについてそれぞれ独立に構造を最適化した。

次に,シ リカ分子と溶質分子を1分 子配置 して,

2分 子系で構造最適化を行い最も安定なジオメ ト

リを計算した。なお,シ リカ表面が固体であるこ

とを考慮するために,計 算の過程ではシリカ分子

内の原子の位置を固定して最適化を行い,安 定構

造を計算した。一例 としてシリカ表面近傍でのカ

フェインの安定構造をFig.6に 示す。得られた安

定構造を経由するように各溶質分子とシリカ分子

との分子間距離を0.4か ら1.2nmま で変化させ,

それぞれの位置において構造最適化を行って立体

エネルギーを計算 した。分子間距離が充分大きな

配置の時の立体エネルギーを基準としてそれぞれ

の分子についてポテンシャル曲線を計算した。計

4.超 臨界二酸化炭素中での溶質の膜透過機構

多孔性シリカ薄膜を用いた膜分離実験を行った

結果,カ フェインについては正の阻止率が得られ,

リモネン,オ クタン酸については負の阻止率が得

られた。阻止率が負 ということは溶質の膜透過速

度が超臨界二酸化炭素よりも速 く,透 過側の濃度

が非透過側の濃度よりも高いことを意味 している。

Sarrade5)ら もPEG200を 溶質とした分離実験に Fig.6StructureofCaffeinenearSilicaSurface.
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算は,分 子設計支援システムCACheを 用いて行

った。分子力場はMM2力 場パラメータを用いた。

シリカ分子との分子間距離は,リ モネン,カ フェ

インについては2位 のC原 子との距離を,オ クタ

ン酸については3位 のC原 子との距離とした。

各溶質の相互作用ポテンシャルの計算結果を

Fig.7に 示す。ポテンシャルの谷の深さか ら,

CO2≦ リモネン〈カフェイン〈オクタン酸の順に

相互作用が強いことがわかった。オクタン酸は,

シリカに向ける面積が広いように配向 ・吸着して

おり,vandelWaaIs力 と一COOHと の双極

子一双極子相互作用の両方の効果により安定な吸

着構造をとっていることが示唆された。また,カ

フェインとリモネンの場合には分子間距離が1

nmよ り大 きくなるとほとんど相互作用が働かな

いのに対 して,オ クタン酸の場合には分子間距離

が1.2nmを 越えても相互作用が働 くことがわか

った。これは,オ クタン酸が一COOHを シリカ

に向けるように配向して相互作用を及ぼし合うた

めと考えられた。多孔性シリカ薄膜の細孔径が約

3.3nmで あることから,オ クタン酸の場合には

細孔の壁からのポテンシャルが重なり,カ フェイ

ンやリモネンに比べてより強く吸着されることが

爪された。

ポテンシャル曲線の傾きは,相 互作用引力の大

きさに対応する(傾 きが負の場合は斥力)。オク

タン酸のポテンシャル曲線は,極 小点よりも遠い

領域において傾 きがカフェインのそれに比べて緩

やかであることから,吸 着しているオクタン酸分

子は小さな力で脱離してしまうことが示唆された。

すなわち,ポ テンシャル曲線の形から,カ フェイ

ンは吸着相互作用が強 く脱着が遅い,オ クタン酸

は吸着相互作用が強 く脱着が速い,と 考えられる。

4.2脱 着速度定数

溶質とシリカ薄膜表面との吸着特性を実験的に

も検討するために一度吸着した分子の脱着速度定

数を実験的に評価することを試みた。シリカ薄膜

表面に吸着した溶質分子の脱着速度定数を評価す

るために,Fig.8に 示すモデルを立てた。吸着物

質が存在する空間のうち,吸 着に寄与している容

積S中 の濃度をCsと し,寄 与 していない容積V

中の濃度をCと する。流量Fで 供給された濃度

C'の 溶液が容積V中 で速やかに混合されて濃度

がCと なる場合,時 刻tに おける容積V中 の物質

収支は,

VdC=Fdt(C・-C)+S(-dCsdt)(3)

と表される。また容積S中 の物質収支は,脱 着速

度定数をkdと すると,

‐dCs=h
dCsdt (4)

とな る。t=0の 時,Cs=Csiと して,式(4)を 積分

す ると,

Fig.7PotentialCun-esnearSilicaSurface.
Fig.8ModeltoEvaluatetheDesorptionRate

ofSoluteAdsorbed.
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CS=Csexp(‐kdt)(5)

こ こで,供 給 濃度が ゼ ロにな った時の脱 着過程 を

考 え る と,C'=0で あるか ら,

dC= ‐FC十CSSk
dexp(‐kdt)(6)Vdt

とな る。両辺 をVで 割 り,出 口濃 度の時 間変化 を

記述す る式

dC _‐kmC十6exp(‐kdt)(7)d
t

が得 られ る。 ただ し,km=F/V,σ=kd(S/V)Cl

で ある。kmは,溶 質 と流体 が混 合 す る程度 を示

すパ ラメー タで,こ こでは 「みかけの混 合速度 定

数」 と呼ぶ 。式(7)を 解 くと,残 余濃度 曲線

C-k
m‐kd・xp(一 んd')+

(CSkm6kd)exp(‐kmt)(8)

が得られる。残余濃度曲線とは,溶 質の供給濃度

をステップ的にゼロにした後の流出液の濃度減衰

曲線を言う。残余濃度曲線から,式(8)を用いてみ

かけの混合速度定数kmと 脱着速度係数kdを 求め

た。

溶質の供給濃度をステップ的にゼロにするため

に,膜 分離実験で用いた実験装置にバイパスを設

け,コ ックを切 り替えることにより膜モジュール

に溶質を含 まない超臨界二酸化炭素を供給できる

ように改変した。実験 は操作圧力20[MPa]で

行った。非透過側流出液の濃度をUVデ ィテクタ

ーで測定して,残 余濃度曲線を得た。膜間差圧を

1.0[MPa]か けて低流量で溶液を透過 させ続け

ることにより,細 孔内あるいは支持体からの溶質

の逆流を防いだ。残余濃度曲線を解析する際には,

膜を透過した物質量が極めて微少であるのでこれ

を無視した。

結果をTable4に 示す。見かけの混合速度定数

kmは いずれの溶質においてもほぼ一定であった。

それぞれの溶質の多孔性シリカ薄膜表面からの脱

Table4EvaluatedRateConstantsforMixing(km)

andDesorption(ka)

着速度定数k、は,カ フェインくリモネン 《オク

タン酸の順に大きくなった。前項で得 られた相互

作用ポテンシャルと併せて考えると,カ フェイン

のように膜に強く吸着 し脱着速度定数の小さい溶

質の場合には,吸 着分子により有効細孔径が小さ

くなり分子ふるい効果が顕著になると考えられた。

リモネン,オ クタン酸の場合には,脱 着速度定数

の大きいオクタン酸の方が膜透過速度が大 きく,

脱着過程の速 さと膜透過過程の速さに相関がある

ことが示唆された。

以上の結果から,次 のような膜透過機構が考え

られた(Fig.9)。

カフェインのような吸着相互作用が強 く脱着が

遅い分子の場合には,細 孔内に単分子吸着層が形

成され細孔を閉塞させ,結 果として分子ふるい効

果が顕著となり,阻 止率が正となる。オクタン酸

の場合には,細 孔壁 との相互作用が強 くかつその

及ぶ距離が長いため,ポ テンシャルが重なるよう

になり分子が細孔内に選択的に吸着 ・充填される。

Fig.9PermeationMechanismsof

Caffeineandn-OctanoicAcid.
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しかし,脱 着が速 いため,膜 間差圧△Pに よる

CO、の流れによって透過側に押し出され,結 果 と

して負の阻止率を示す。

5.ま とめ

超臨界二酸化炭素を利用した技術において本質

的な問題点である溶質の溶解度の低さを,無 機膜

によって超臨界二酸化炭素を回収 ・再利用して効

率を上げることによって,シ ステム全体の経済性

を高めることを目指し,阻 止率の高い分離が未だ

に報告されていない超臨界二酸化炭素中での溶質

の膜分離を試みた。カフェインの場合には,こ れ

までの報告例に比べて阻止率が高 く,か つPer-

meabilityconstantが 大 きいという結果が得 られ

た。製作した多孔性シリカ薄膜の平均細孔径は3.

3nmで ありカフェインの数倍の大きさであるこ

とから,カ フェイン分子の吸着により細孔が閉塞

され分子ふるい効果が顕著となったと考えられた。

しかし,溶 質によっては阻止率が負になる現象が

示され,吸 着相互作用が大きく脱着速度が小 さい

溶質の場合には阻止率が正となり,吸 着相互作用

が大きく脱着速度が大きい溶質の場合には阻止率

が負となることが示された。従って,溶 質と膜と

の相互作用ポテンシャルの観点から膜材料を選ぶ

ことにより,細 孔径が溶質分子サイズの数倍程度

の大きさであっても高い阻止率を得ることができ

ると考えられた。

超臨界二酸化炭素の回収 という立場からは,溶

質によらず高い阻止率が得 られることが望ましい。

しかし,阻 止率を高くするために細孔径を小さく

すればするほど透過流束が低下してしまう傾向が

ある。透過流束を低下させることなく細孔径を小

さくするためには,使 用する膜材質や製膜方法に

ついてさらなる検討の余地を残しているもの と考

えられる。

本研究を遂行するにあたり,研 究助成金を賜 り

ました浦上食品 ・食文化振興財団に心より感謝の

意を表しますと共に貴財団の益々の御発展を祈念

いたします。
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MembraneSeparationofFoodSolutefromSupercriticalFluid

KozoNakamura,OsatoMiyawakiandTomoyukiFujii

(DepartmentofAppliedBiologicalChemistry,TheUniversityofTok}・o)

Athinporoussilicamembrane(averageporesizeof3.3nm)waspreparedbythe

sol-gelmethodandusedtoseparatethesolutefromsupercriticalcarbondioxide.The

characteristicsofsolutepermeationwereinvestigatedinrespectoftheadsorptionprop-

ertiesofthesolute,thedesorptionrateofthesolutefromthemembranebeingmeasured

andthepotentialenergyofsolutenearthesilicasurfacebeingcalculatedbythemolecular

modelingtechnique.Itwasfoundthatcaffeinewasstronglyadsorbedtothesurfaceand

thenslowlydesorbedtoformanadsorptionlayer,makingtheporesnarrowerandcausing

amolecular-sievingeffect.Therefore,therejectionvaluewaspositive.Ontheotherhand,

therejectionvalueofn-octanoicacid,whichwaswelladsorbedandrapidlydesorbed,was

negative.Itispresumedthatthemoleculesfilledtheporesduetotheirpotentialenergy

andwerethenforcedtoflowthroughtheporesbythetransmembranepressure.


