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(57)【要約】
【課題】
　ポリスルホン中空糸を使用して中空糸膜モジュールを
製造する際に、従来のポリウレタン樹脂を使用するとシ
ール部分に波打ちが発生してしまう。また、波打ち発生
を抑えるだけでは、樹脂の硬度が高すぎたり、中空糸膜
と樹脂の濡れシロが長くなったりする不具合が発生して
しまう。
【解決手段】
　水酸基価を４５～９０ＫＯＨｍｇ／ｇの水酸基価を有
するヒマシ油系ポリオールを用いて変性したウレタン基
濃度が０．４３～０．６５ｍｍｏｌ／ｇのイソシアネー
ト基末端プレポリマーと、ヒマシ油系硬化剤とでシール
することにより、適性硬度範囲内で、濡れシロも少なく
、波打ちの発生を抑えた中空糸膜モジュールを得ること
が可能となった。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　イソシアネート成分を含有する主剤（Ａ）と、ポリオール成分を含有する硬化剤（Ｂ）
とからなるポリスルホン中空糸膜モジュールシール材用ポリウレタン樹脂形成性組成物に
おいて；
　主剤（Ａ）を構成するイソシアネート成分として、　イソシアネート基含有化合物（ａ
１）と、水酸基価が４５～９０ＫＯＨｍｇ／ｇであるヒマシ油系変性ポリオール（ａ２）
を反応させて得られる、ウレタン基濃度が０．４３ｍｍｏｌ／ｇ～０．６５ｍｍｏｌ／ｇ
であるイソシアネート基末端プレポリマーが含有され；
硬化剤（Ｂ）を構成するポリオール成分として、ヒマシ油及び／又はヒマシ油系変性ポリ
オール（ｂ１）と、水酸基含有アミン系化合物（ｂ２）が含有されているポリスルホン中
空糸膜モジュールシール材用ポリウレタン樹脂形成性組成物。
【請求項２】
　請求項１に記載の硬化剤（Ｂ）を構成する成分である（ｂ１）と（ｂ２）の比率が、（
ｂ１）／（ｂ２）＝８５／１５～７５／２５であることを特徴とする、請求項１に記載の
ポリスルホン中空糸膜モジュールシール材用ポリウレタン樹脂形成性組成物。
【請求項３】
請求項１又は２に記載の水酸基含有アミン系化合物（ｂ２）が、Ｎ，Ｎ，Ｎ’，Ｎ’－テ
トラキス（２－ヒドロキシプロピル）エチレンジアミンであるポリスルホン中空糸膜モジ
ュールシール材用ポリウレタン樹脂形成性組成物。
【請求項４】
請求項１から３のいずれか１つに記載のポリウレタン樹脂形成性組成物であって、グリセ
リン含有量が１０質量％以下であるポリスルホン中空糸を用いた膜モジュール材用ポリウ
レタン樹脂形成性組成物。
【請求項５】
請求項１から４いずれか１つに記載のポリウレタン樹脂形成性組成物を硬化して得られる
ポリスルホン中空糸膜モジュール用のシール材。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ポリウレタン樹脂形成性組成物、及び当該組成物を用いたシール材に関する
。
【背景技術】
【０００２】
　近年、中空糸を分離膜とした中空糸膜モジュールは、水処理膜などの産業分野、血液処
理などの医療分野などに多岐にわたって用いられている。特に浄水器、人工腎臓、人工肺
などの用途にあっては、その需要が極めて増大している。その中でも、中空糸膜を集束し
た端部を接着固定する膜シール材として、常温での可撓性、接着性、及び耐薬品性に優れ
ているポリウレタン樹脂を用いることが、広く知られている。
【０００３】
　膜シール材を得る方法として、例えば、イソシアネート成分として、液状化ジフェニル
メタンジイソシアネートとヒマシ油またはヒマシ油誘導体ポリオールとから得られたイソ
シアネート基末端プレポリマーをポリオールで硬化させて得られるポリウレタン樹脂が提
案されている（例えば、特許文献１参照）
【０００４】
　また、ポリスルホンからなる中空糸を使用した膜モジュールにポリウレタン樹脂が使用
されたものも提案されている（例えば、特許文献２参照）。しかしながら、形状保持目的
としてグリセリンを保持している中空糸を使用しているため、ウレタンオリゴマー等の溶
出物が多くなるといった問題点が生じる。
【０００５】
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【特許文献１】特開平１０－１９５１６０号公報
【特許文献２】特開２０００－２０２２５１号公報
【０００６】
　上記のような様々な中空糸膜モジュールが使用されている中、溶出物の低減化の要求が
高くなってきたこと等の背景から、近年、グリセリンフリー（グリセリンを含有しない、
若しくは１０質量％以下のもの）のポリスルホン中空糸膜モジュールの需要が高まってき
ている。しかし、前述の先行技術に記載されているポリウレタン樹脂を使用してグリセリ
ンフリーのポリスルホン中空糸を使用して膜モジュールを製造すると、ポリウレタン樹脂
形成性組成物を混合攪拌して膜モジュールに注型した際に、ポリスルホン中空糸とポリウ
レタン樹脂との接触面（濡れシロ；図４参照）が、中空糸膜モジュールを封止しているポ
リウレタン樹脂と中空糸との界面で凹凸を生じてしまう（波打ち現象；図１～３参照）。
また、膜モジュール製造時、ポリウレタン樹脂を切断する際に、中空糸と樹脂が剥がれて
しまい液漏れなどの問題が発生するなどの問題を生じる。　濡れシロが広範囲に渡ると、
中空糸膜として使用できる膜面積が減少してしまい、人工腎臓や浄水器として使用した場
合に濾過効率が悪化してしまう。また、波打ち現象が発生すると接着面積減少による接着
強度の低下といった問題も発生する。
　さらに、グリセリンフリーの中空糸を用いることにより溶出物低減を（概ね）達成して
いるが、従来のポリウレタン樹脂形成性組成物だと、グリセリンを少量（１０質量％以下
）含有するポリスルホン中空糸を使用した場合は、グリセリンを含有しないものと比較す
ると溶出物が多くなるなどの問題が生じてしまう。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　本発明は、前述の背景を踏まえてなされたものである。
　本発明の第１の目的は、ポリスルホン中空糸膜モジュールの製造にも適用することがで
き、低粘度で成形性の良好なポリウレタン樹脂形成性組成物を提供することにある。
【０００８】
　本発明の第２の目的は、ポリスルホン中空糸膜モジュールにも対応することができ、成
形性が良好で、濡れシロも短く、波打ち現象もなく、切断した際に剥離等が発生しないシ
ール材を提供することにある。
【０００９】
　本発明の第３の目的は、グリセリンを少量（１０質量％以下）含有するポリスルホン中
空糸を使用する中空糸膜モジュールにも対応することができ、成形性が良好で、濡れシロ
も短く、波打ち現象もなく、切断した際に剥離等も発生させず、ウレタンオリゴマーの溶
出量も少ないシール材を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
本発明者らは、上記目的を達成するために鋭意検討を重ねた結果、イソシアネート基含有
化合物と、水酸基価が４５～９０ＫＯＨｍｇ／ｇであるヒマシ油系変性ポリオールを反応
させて得られる、ウレタン基濃度が０．４３ｍｍｏｌ／ｇ～０．６５ｍｍｏｌ／ｇである
イソシアネート基末端プレポリマー（主剤）と、ヒマシ油及び／又はヒマシ油系変性ポリ
オール（ｂ１）と、水酸基含有アミン系化合物（ｂ２）が含有されている硬化剤を用いる
ことにより、成形性も良好で波打ち現象の発生しないポリスルホン中空糸膜モジュールを
製造することを見出し、本発明を完成させた。
【００１１】
　本発明の内容は、以下の通りである。
　
Ｉ．　イソシアネート成分を含有する主剤（Ａ）と、ポリオール成分を含有する硬化剤（
Ｂ）とからなるポリスルホン中空糸膜モジュールシール材用ポリウレタン樹脂形成性組成
物において；
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　主剤（Ａ）を構成するイソシアネート成分として、
　イソシアネート基含有化合物（ａ１）と、水酸基価が４５～９０ＫＯＨｍｇ／ｇである
ヒマシ油系変性ポリオール（ａ２）を反応させて得られる、ウレタン基濃度が０．４３ｍ
ｍｏｌ／ｇ～０．６５ｍｍｏｌ／ｇであるイソシアネート基末端プレポリマーが含有され
；
硬化剤（Ｂ）を構成するポリオール成分として、ヒマシ油及び／又はヒマシ油系変性ポリ
オール（ｂ１）と、水酸基含有アミン系化合物（ｂ２）が含有されているポリスルホン中
空糸膜モジュールシール材用ポリウレタン樹脂形成性組成物。

ＩＩ．　Ｉに記載の硬化剤（Ｂ）を構成する成分である（ｂ１）と（ｂ２）の比率が、（
ｂ１）／（ｂ２）＝８５／１５～７５／２５であることを特徴とする、Ｉに記載のポリス
ルホン中空糸膜モジュールシール材用ポリウレタン樹脂形成性組成物。

ＩＩＩ．　Ｉ又はＩＩに記載の水酸基含有アミン系化合物（ｂ２）が、Ｎ，Ｎ，Ｎ’，Ｎ
’－テトラキス（２－ヒドロキシプロピル）エチレンジアミンであるポリスルホン中空糸
膜モジュールシール材用ポリウレタン樹脂形成性組成物。
ＩＶ．　ＩからＩＩＩのいずれか１つに記載のポリウレタン樹脂形成性組成物であって、
グリセリン含有量が１０質量％以下であるポリスルホン中空糸を用いた膜モジュール材用
ポリウレタン樹脂形成性組成物。

Ｖ．　ＩからＩＶのいずれか１つに記載のポリウレタン樹脂形成性組成物を硬化して得ら
れるポリスルホン中空糸膜モジュール用のシール材。
【発明の効果】
【００１２】
　本発明により、低粘度で膜モジュールの製造時に充填性の良好なポリウレタン樹脂形成
性組成物を得ることができた。また、本発明のポリウレタン樹脂形成性組成物を、ポリス
ルホン中空糸を用いた膜モジュールの結束材として使用することにより、濡れシロも短く
、波打ち現象を発生させず、ウレタンオリゴマー溶出量の少ないシール材を提供すること
が可能となった。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１３】
　以下、本発明をさらに詳細に説明する。
＜ポリウレタン樹脂形成性組成物＞　本発明のポリウレタン樹脂形成性組成物は、イソシ
アネート成分を含有する主剤（Ａ）と、ポリオール成分を含有する硬化剤（Ｂ）とからな
る。
【００１４】
＜主剤（Ａ）＞
　本発明の組成物の主剤（Ａ）は、イソシアネート成分としてイソシアネート基含有化合
物（ａ１）と、水酸基価が４５～９０ＫＯＨｍｇ／ｇであるヒマシ油系変性ポリオール（
ａ２）を反応させて得られる、ウレタン基濃度が０．４３ｍｍｏｌ／ｇ～０．６５ｍｍｏ
ｌ／ｇであるイソシアネート基末端プレポリマーである。
【００１５】
（１）イソシアネート基含有化合物（ａ１）：
　前記イソシアネート基末端プレポリマーを得るために使用されるイソシアネート基含有
化合物（ａ１）は、分子中にイソシアネート基を含有する化合物であり、例えば、炭素数
（イソシアネート基中の炭素原子を除く炭素原子の数、以下同じ）２～１８の脂肪族系イ
ソシアネート、炭素数４～１５の脂環式系イソシアネート、炭素数６～２０の芳香族系イ
ソシアネート、炭素数８～１５の芳香脂肪族系イソシアネートを挙げることができる。
【００１６】
　また、これら一連のイソシアネートにおけるイソシアネート基の一部又は全部について
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、イソシアヌレート変性、ビュレット変性、アロファネート変性、ウレトジオン変性、ウ
レトンイミン変性、カルボジイミド変性、オキサゾリドン変性、アミド変性、イミド変性
等の変性を行って得られる化合物をも挙げることができる。
【００１７】
　炭素数２～１８の脂肪族系イソシアネートとしては、例えば、エチレンジイソシアネー
ト、テトラメチレンジイソシアネート、ヘキサメチレンジイソシアネート、ドデカメチレ
ンジイソシアネート、１，６，１１－ウンデカントリイソシアネート、２，２，４－トリ
メチルヘキサメチレンジイソシアネート、リジンジイソシアネート、２，６－ジイソシア
ネートメチルカプロエート、ビス（２－イソシアネートエチル）フマレート、ビス（２－
イソシアネートエチル）カーボネート、２－イソシアネートエチル－２，６－ジイソシア
ナトヘキサノエート等を挙げることができる。
【００１８】
　炭素数４～１５の脂環式系イソシアネートとしては、例えば、イソホロンジイソシアネ
ート、ジシクロヘキシルメタンジイソシアネート、シクロヘキシレンジイソシアネート、
メチルシクロヘキシレンジイソシアネート、ビス（２－イソシアネートエチル）－４－シ
クロヘキセン－１，２－ジカルボキシレート等を挙げることができる。
【００１９】
　炭素数６～２０の芳香族系イソシアネートとしては、例えば、２，４－トルエンジイソ
シアネート、２，６－トルエンジイソシアネート、ジフェニルメタンジイソシアネート（
４，４′－ジフェニルメタンジイソシアネート、２，４′－ジフェニルメタンジイソシア
ネート、２，２′－ジフェニルメタンジイソシアネート、及びこれらの混合物；以下「Ｍ
ＤＩ」と略記）、ナフタレンジイソシアネート、ベンゼン環を３個以上有するポリメチレ
ンポリフェニルポリイソシアネート等を挙げることができる。
【００２０】
　炭素数８～１５の芳香脂肪族系イソシアネートとしては、例えば、キシリレンジイソシ
アネート、α，α，α′，α′－テトラメチルキシリレンジイソシアネート、ジイソシア
ネートエチルベンゼン等を挙げることができる。
【００２１】
　本発明においては、イソシアネート基含有化合物（ａ１）として、芳香族系イソシアネ
ートまたは芳香族系イソシアネートの一部について、前述の一連の変性を行って得られる
ものを使用することが好ましい。特に、ＭＤＩまたはＭＤＩの一部について、前述の一連
の変性を行って得られるものを使用することがより好ましい。中でも、成形時の作業環境
に優れ、且つ、シール材に要求される物性（例えば、硬度などの機械的強度）が良好な硬
化樹脂を形成することができる等の観点から、ＭＤＩ又はＭＤＩの一部をカルボジイミド
変性して得られるものを使用することが特に好ましい。
【００２２】
（２）ヒマシ油系変性ポリオール（ａ２）：
　前記イソシアネート基末端プレポリマーを得るために使用されるヒマシ油系変性ポリオ
ール（ａ２）は、リシノール酸と水酸基含有化合物とのエステル化合物が挙げられる。水
酸基含有化合物としては、ポリプロピレンポリオール、ポリエチレンポリオール、ポリプ
ロピレンポリエチレンポリオール等の高分子ポリオールや、エチレングリコール、プロピ
レングリコール、グリセリン、トリメチロールプロパン、ペンタエリスリトール、ソルビ
トール、シュークロースなどの官能基数が２～８の低分子ポリオールが挙げられる。その
中でも、リシノール酸と高分子ポリオールとのエステル化合物が好ましく、リシノール酸
とポリプロピレングリコールのエステル化合物が最も好ましい。また、これらは、単独で
または２種以上を組み合わせて使用することができる。
【００２３】
　また、イソシアネート基末端プレポリマーを得るために使用されるヒマシ油系変性ポリ
オール（ａ２）は、本発明の効果を得るためには、水酸基価が４５～９０ＫＯＨｍｇ／ｇ
である必要があり、６０～８０ＫＯＨｍｇ／ｇであることが好ましい。水酸基価が４５Ｋ
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ＯＨｍｇ／ｇ未満であると、膜モジュールを製造する際に、充填性が悪化したり、波打ち
が発生してしまうなどの問題が発生し、９０ＫＯＨｍｇ／ｇを超えると、膜モジュールを
製造時の樹脂切断時に剥離を生じるといった問題が発生する。
【００２４】
　本発明の効果を得るためには、イソシアネート基末端プレポリマー中のウレタン基濃度
は、０．４３～０．６５ｍｍｏｌ／ｇである必要があり、０．４８～０．６０ｍｍｏｌ／
ｇであることが好ましい。０．４３ｍｍｏｌ／ｇ未満だと、溶出物の量が多くなるなどの
問題が発生し、０．６５ｍｍｏｌ／ｇを超えると、膜モジュールを製造する際に充填性が
悪化したり、樹脂切断時に剥離を生じるといった問題が発生する。なお、イソシアネート
基末端プレポリマーを得るための反応は、通常行われるウレタン化反応である。
【００２５】
　イソシアネート基末端プレポリマーのイソシアネート基含有量は、通常１０～２５質量
％とされ、好ましくは１２～２３質量％、更に好ましくは１４～２１質量％とされる。イ
ソシアネート基含有量が１０～２５質量％であるイソシアネート基末端プレポリマーを使
用することにより、シール材の形成時（中空糸膜モジュールの製造時）の成形加工性に特
に優れた組成物が得られ、成形不良を生じることなく中空糸膜モジュールを製造すること
ができる。
【００２６】
＜硬化剤（Ｂ）＞
　本発明の組成物の硬化剤（Ｂ）には、ポリオール成分として、ヒマシ油及び／又はヒマ
シ油系変性ポリオール（ｂ１）と、水酸基含有アミン系化合物（ｂ２）とから得られる。
【００２７】
（１）ヒマシ油、ヒマシ油系変性ポリオール（ｂ１）：
　（ｂ１）としては、ヒマシ油、ヒマシ油脂肪酸とポリオール（上記低分子ポリオール及
び／又はポリエーテルポリオール）との反応により得られる線状または分岐状ポリエステ
ル、例えばヒマシ油脂肪酸のジグリセライド、モノグリセライド、ヒマシ油脂肪酸とトリ
メチロールアルカンとのモノ、ジ、またはトリエステル、ヒマシ油脂肪酸とポリプロピレ
ングリコールとのモノ、ジ、またはトリエステル等が挙げられる。
　ここに、「ヒマシ油」の主成分は、リシノール酸のトリグリセライドであり、「ヒマシ
油」には水素添加ヒマシ油が含まれる。
　また、「ヒマシ油脂肪酸」の主成分はリシノール酸であり、「ヒマシ油脂肪酸」には、
水素添加ヒマシ油脂肪酸が含まれる。
　また、「トリメチロールアルカン」としては、例えばトリメチロールメタン、トリメチ
ロールエタン、トリメチロールプロパン、トリメチロールブタン、トリメチロールペンタ
ン、トリメチロールヘキサン、トリメチロールヘプタン、トリメチロールオクタン、トリ
メチロールノナン及びトリメチロールデカンを挙げることができる。
【００２８】
　ヒマシ油又はヒマシ油系変性ポリオール（ｂ１）の数平均分子量は４００～３０００で
あることが好ましく、更に好ましくは５００～２５００とされる。数平均分子量が４００
～３０００のヒマシ油系変性ポリオール（ｂ２）を使用して得られる組成物によれば、シ
ール材に要求される物性（特に機械的特性）が良好な硬化樹脂を形成することができる。
【００２９】
　ヒマシ油又はヒマシ油系変性ポリオール（ｂ２）の平均水酸基価は２０～３００ｍｇＫ
ＯＨ／ｇであることが好ましく、更に好ましくは４０～２５０ｍｇＫＯＨ／ｇとされる。
　平均水酸基価が２０～３００ｍｇＫＯＨ／ｇのヒマシ油系変性ポリオール（ｂ２）を使
用して得られる組成物によれば、シール材に要求される物性（特に機械的特性）が良好な
硬化樹脂を形成することができる。
　中でも、平均水酸基価が２０～３００ｍｇＫＯＨ／ｇのヒマシ油系変性ポリオール（ｂ
２）を使用して得られる組成物によれば、シール材に要求される物性が良好な硬化樹脂を
形成することができ、しかも、シール材の生産性、延いては、中空糸膜モジュール（濾過
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装置）の生産性の向上も図ることができる。
【００３０】
　水酸基含有アミン系化合物（ｂ２）としては、また、低分子ポリアミンや低分子アミノ
アルコール（例えば、アミノ化合物のオキシアルキル化誘導体である、Ｎ，Ｎ，Ｎ´，Ｎ
´－テトラキス［２－ヒドロキシプロピル］エチレンジアミンＮ，Ｎ，Ｎ´，Ｎ´－テト
ラキス［２－ヒドロキシエチル］エチレンジアミン等の、エチレンジアミン等のアミノ化
合物のプロピレンオキサイドもしくはエチレンオキサイド付加物、モノ、ジおよびトリエ
タノールアミン、Ｎ－メチル－Ｎ，Ｎ´－ジエタノールアミン等）等といったアミン系化
合物も挙げることができる。この中でも好ましいのは、エチレンジアミン等のアミノ化合
物のプロピレンオキサイドもしくはエチレンオキサイド付加物であり、最も好ましいのは
、Ｎ，Ｎ，Ｎ´，Ｎ´－テトラキス［２－ヒドロキシプロピル］エチレンジアミンである
。Ｎ，Ｎ，Ｎ´，Ｎ´－テトラキス［２－ヒドロキシプロピル］エチレンジアミンを使用
することにより、成型時の加工性向上、溶出物の低下等に効果を奏する。
【００３１】
　硬化剤（Ｂ）を構成するポリオール成分としてヒマシ油及び／又はヒマシ油系変性ポリ
オール（ｂ１）と、水酸基含有アミン系化合物（ｂ２）が含有されてなる本発明の組成物
により形成される硬化樹脂（シール材）は、成形性、接着性及び耐熱性について特に優れ
たものとなる。また、（ｂ１）と（ｂ２）の比率が、（ｂ１）／（ｂ２）＝８５～７５／
１５～２５であることが好ましく、（ｂ１）／（ｂ２）＝８３～７７／１７～２３である
ことがさらに好ましい。硬化剤（Ｂ）中の（ｂ２）の割合が１５未満だと、反応性が悪く
、得られるシール材の硬度が低くなり過ぎるといった問題が発生し、２５を超えると反応
性が高くなりすぎ作業性が悪くなり充填性が損なわれたり、得られるシール材の硬度が高
くなりすぎるといった問題が生じてしまう。また、（ｂ１）／（ｂ２）＝８３～７７／１
７～２３である硬化剤（Ｂ）を使用することにより、さらに濡れシロや波打ち現象発生を
生じることなく成形性の良好なシール材を得ることが可能となる。
【００３２】
（２）活性水素基含有化合物：
　本発明においては、硬化剤（Ｂ）中に、ヒマシ油系変性ポリオール（ｂ１）、水酸基含
有アミン系化合物（ｂ２）以外の活性水素基含有化合物（以下、「活性水素基含有化合物
（ｂ３）」という。）が含有されていてもよい。
【００３３】
　活性水素基含有化合物（ｂ３）としては、低分子ポリオール、ポリエーテル系ポリオー
ル、ポリエステル系ポリオール、ポリラクトン系ポリオール、ポリオレフィン系ポリオー
ルなどのポリオールを挙げることができ、これらは、単独でまたは２種以上を組み合わせ
て使用することができる。
【００３４】
　「低分子ポリオール」としては、例えばエチレングリコール、ジエチレングリコール、
プロピレングリコール、１，２－、１，３－または１，４－ブタンジオール、１，５－ペ
ンタンジオール、３－メチル－１，５－ペンタンジオール、１，６－ヘキサングリコール
、１，８－オクタンジオール、１，１０－デカンジオール、ネオペンチルグリコール、水
添ビスフェノールＡなどの２価のポリオール（低分子グリコール）；例えばグリセリン、
トリメチロールプロパン、ヘキサントリオール、ペンタエリスリトール、ソルビトール、
シュークローズなどの３～８価のポリオールが挙げられる。
　低分子ポリオールの分子量は、通常５０～２００とされる。
【００３５】
　「ポリエーテル系ポリオール」としては、上記低分子ポリオールを開始剤とし、これに
アルキレンオキサイド（例えばエチレンオキサイド、プロピレンオキサイド、ブチレンオ
キサイド等の炭素数２～８個のアルキレンオキサイド）を付加して得られる重合物が挙げ
られ、具体的には、ポリプロピレングリコール、ポリエチレングリコール、ＰＴＭＧ、お
よびエチレンオキサイドとプロピレンオキサイドの共重合物であるチップドエーテル等が
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挙げられる。
　ポリエーテル系ポリオールの分子量は、通常２００～７０００とされ、好ましくは５０
０～５０００とされる。分子量が５００～５０００のポリエーテル系ポリオールを使用す
ることにより、シール材の形成時（中空糸膜モジュールの製造時）の成形加工性に特に優
れた組成物が得られる。
【００３６】
　「ポリエステル系ポリオール」としては、ポリカルボン酸（脂肪族飽和もしくは不飽和
ポリカルボン酸、アゼライン酸、ドデカン酸、マレイン酸、フマル酸、イタコン酸、リシ
ノール酸、２量化リノール酸および／または芳香族ポリカルボン酸、例えばフタル酸、イ
ソフタル酸、テレフタル酸）と、ポリオール（上記低分子ポリオールおよび／またはポリ
エーテルポリオール）との縮合重合により得られるポリオールが挙げられる。
　ポリエステル系ポリオールの分子量は、通常２００～５０００とされ、好ましくは５０
０～３０００とされる。分子量が５００～３０００のポリエステル系ポリオールを使用す
ることにより、シール材の形成時（中空糸膜モジュールの製造時）の成形加工性に特に優
れた組成物が得られる。
【００３７】
　「ポリラクトン系ポリオール」としては、グリコール類やトリオール類の重合開始剤に
、ε－カプロラクトン、α－メチル－ε－カプロラクトン、ε－メチル－ε－カプロラク
トン等、および／またはβ－メチル－δ－バレロラクトン等を、有機金属化合物、金属キ
レート化合物、脂肪酸金属アシル化合物等の触媒の存在下で、付加重合させて得られるポ
リオールが挙げられる。
　ポリラクトン系ポリオールの分子量は、通常２００～５０００とされ、好ましくは５０
０～３０００とされる。分子量が５００～３０００のポリラクトン系ポリオールを使用す
ることにより、シール材の形成時（中空糸膜モジュールの製造時）の成形加工性に特に優
れた組成物が得られる。
【００３８】
　「ポリオレフィン系ポリオール」としては、ポリブタジエン、又はブタジエンとスチレ
ンもしくはアクリロニトリルとの共重合体の末端に水酸基を導入したポリブタジエン系ポ
リオールが挙げられる。　
【００３９】
　その他、末端にカルボキシル基および／またはＯＨ基を有するポリエステルにアルキレ
ンオキサイド、例えばエチレンオキサイド、プロピレンオキサイド等を付加反応させて得
られるポリエーテルエステルポリオールも挙げられる。
【００４０】
　硬化剤（Ｂ）中におけるヒマシ油系変性ポリオール（ｂ１）と、活性水素基含有化合物
（ｂ３）との含有割合〔（ｂ１）／（ｂ３）〕としては、１／９９～１００／０であるこ
とが好ましく、特に好ましくは１００／０とされる。この場合、硬化剤（Ｂ）の構成成分
は、（ｂ１）、（ｂ２）、（ｂ３）となり、その比率は、｛（ｂ１）＋（ｂ３）｝／（ｂ
２）＝８５／１５～７５／２５であり、｛（ｂ１）＋（ｂ３）｝／（ｂ２）＝８３～７７
／１７～２３であることが好ましい。
【００４１】
＜主剤（Ａ）と硬化剤（Ｂ）の混合割合＞
　本発明の組成物において、主剤（Ａ）と硬化剤（Ｂ）の混合割合としては、主剤（Ａ）
を構成するイソシアネート成分の有するイソシアネート基と、硬化剤（Ｂ）を構成するポ
リオール成分（必須であるヒマシ油系変性ポリオール（ｂ１）と水酸基含有アミン化合物
（ｂ２）、及び任意である活性水素基含有化合物（ｂ３））の有する活性水素基とのモル
比（イソシアネート基／活性水素基）が０．８～１．６となるような割合であることが好
ましく、更に好ましくは０．９～１．２となるような割合、特に好ましくは１．０～１．
１となるような割合とされる。このような混合割合で得られる組成物によれば、耐久性に
優れ、水中への溶出物の量がきわめて少ない硬化樹脂（シール材）を形成することができ
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る。
【００４２】
　なお、本発明の組成物には、公知のウレタン化触媒が含有されていてもよい。
　「ウレタン化触媒」としては、有機スズ化合物などの金属化合物系触媒；トリエチレン
ジアミン（ＴＥＤＡ）、テトラメチルヘキサメチレンジアミン（ＴＭＨＭＤＡ）、ペンタ
メチルジエチレントリアミン（ＰＭＤＥＴＡ）、ジメチルシクロヘキシルアミン（ＤＭＣ
ＨＡ）、ビスジメチルアミノエチルエーテル（ＢＤＭＡＥＡ）などの３級アミン触媒等を
挙げることができる。
【００４３】
＜シール材及び中空糸膜モジュール＞
　本発明のシール材は、本発明の組成物を硬化することにより得られる。
　具体的には、主剤（Ａ）と硬化剤（Ｂ）とからなる本発明の組成物を室温下に調製し、
０℃～１００℃、好ましくは３０℃～８０℃、更に好ましくは３０℃～６０℃の温度条件
下に、主剤（Ａ）を構成するイソシアネート成分と、硬化剤（Ｂ）を構成するポリオール
成分とを反応・硬化させることにより好適に形成することができる。
　なお、ゲル化時間の短縮化や組成物の粘度低下を図る目的で、必要に応じて、混合前に
、主剤（Ａ）及び硬化剤（Ｂ）の各々を、３０～６０℃に加温してもよい。
　
【００４４】
　本発明の中空糸膜モジュールは、複数の中空糸膜の集束体の端部における中空糸膜相互
の隙間を本発明の組成物により封止し、当該組成物を硬化させて本発明のシール材を形成
し（これにより、当該シール材によって中空糸膜相互の隙間が封止される）、当該集束体
をハウジング内に収容することにより製造することができる。 
　本発明の中空糸膜モジュール（中空糸膜型濾過装置）の具体的構造としては、特開平１
１－５０２３号公報に記載の構造を挙げることができるが、これに限定されるものではな
い。
【実施例】
【００４５】
　以下に実施例および比較例を挙げて、本発明をさらに具体的に説明する。但し、本発明
はこれらの例によってなんら限定して解釈されるものではない。
【００４６】
〔製造例１：主剤（Ａ）の製造〕
　温度計、攪拌機、窒素シール管、冷却管を備えた２Ｌサイズの４つ口フラスコの内部を
窒素置換した。これに、ＭＤＩ－１を１６６ｇと、ＭＤＩ－２を４２２ｇとを仕込み、液
の昇温及び攪拌を開始した。液温度が５０℃に達したところで、下記のポリオール１を１
２４ｇと、下記のポリオール２を２８８ｇとを添加し、窒素雰囲気下、７０℃で３時間に
わたり攪拌混合することによって反応させて、主剤（Ａ）を構成するイソシアネート基末
端プレポリマーを得た。以下、これを「主剤（Ａ－１）」という。主剤（Ａ－１）のイソ
シアネート基含有量は１５．５質量％、２５℃における粘度は１２７０ｍＰａ・ｓであっ
た。
【００４７】
〔製造例２～２２：主剤（Ａ）の製造〕
　また、製造例２～２２においても製造例１と同様に、表１～４に記載の原料及び所定の
配合に従って主剤（Ａ）を得た。得られたプレポリマーにおけるＮＣＯ含量及び粘度は表
１～４に示すとおりであった。
【００４８】
〔調製例１：硬化剤（Ｂ）の調整〕
　ポリオール６を８１．０質量部と、Ｎ，Ｎ，Ｎ´，Ｎ´－テトラキス［２－ヒドロキシ
プロピル］エチレンジアミン（官能基数＝４．０、水酸基価＝７６０（ｍｇＫＯＨ／ｇ）
）を１９．０質量部とを均一混合して、硬化剤（Ｂ）を準備した。以下、これを「硬化剤
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【００４９】
〔調製例２：硬化剤（Ｂ）の調整〕
　ポリオール６を７９．０質量部と、Ｎ，Ｎ，Ｎ´，Ｎ´－テトラキス［２－ヒドロキシ
プロピル］エチレンジアミンを２１．０質量部とを均一混合して、硬化剤（Ｂ）を準備し
た。以下、これを「硬化剤（Ｂ－２）」とする。
【００５０】
〔調製例３：硬化剤（Ｂ）の調整〕
　ポリオール６を８２．０質量部と、Ｎ，Ｎ，Ｎ´，Ｎ´－テトラキス［２－ヒドロキシ
プロピル］エチレンジアミンを１８．０質量部とを均一混合して、硬化剤（Ｂ）を準備し
た。以下、これを「硬化剤（Ｂ－３）」とする。
【００５１】
〔調製例４：硬化剤（Ｂ）の調整〕
　ポリオール６を８５．０質量部と、Ｎ，Ｎ，Ｎ´，Ｎ´－テトラキス［２－ヒドロキシ
プロピル］エチレンジアミンを１５．０質量部とを均一混合して、硬化剤（Ｂ）を準備し
た。以下、これを「硬化剤（Ｂ－４）」とする。
【００５２】
〔調製例５〕
　ポリオール６を７７．０質量部と、Ｎ，Ｎ，Ｎ´，Ｎ´－テトラキス［２－ヒドロキシ
プロピル］エチレンジアミンを２３．０質量部とを均一混合して、硬化剤（Ｂ）を準備し
た。以下、これを「硬化剤（Ｂ－５）」とする。
【００５３】
〔調製例６〕
　ポリオール６を８７．０質量部と、Ｎ，Ｎ，Ｎ´，Ｎ´－テトラキス［２－ヒドロキシ
プロピル］エチレンジアミンを１３．０質量部とを均一混合して、硬化剤（Ｂ）を準備し
た。以下、これを「硬化剤（Ｂ－６）」とする。
【００５４】
〔調製例７：硬化剤（Ｂ）の調製〕
　ポリオール６を７３．０質量部と、Ｎ，Ｎ，Ｎ´，Ｎ´－テトラキス［２－ヒドロキシ
プロピル］エチレンジアミンを２７．０質量部とを均一混合して、硬化剤（Ｂ）を準備し
た。以下、これを「硬化剤（Ｂ－２）」とする。
【００５５】
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【表１】
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【００５６】
【表２】

　 
　 
【００５７】
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【表３】
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【００５８】
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【表４】
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【００５９】
　上記の主剤、硬化剤を得るために使用した原料は下記のとおりである。
【００６０】
（主剤用原料）
ＭＤＩ－１：４，４′－ジフェニルメタンジイソシアネート、ＮＣＯ含有量＝３３．６％
「ミリオネートＭＴ（商品名）」（日本ポリウレタン工業（株）製）
ＭＤＩ－２：４，４′－ジフェニルメタンジイソシアネートのカルボジイミド変性体、イ
ソシアネート基含有量＝２８．６％「ミリオネートＭＴＬ－Ｃ（商品名）」（日本ポリウ
レタン工業（株）製）
ポリオール１：ヒマシ油「＃１９４４Ｕ（商品名）」（伊藤製油（株）製）、公称平均官
能基数＝２、水酸基価＝１１０ＫＯＨｍｇ／ｇ、リシノール酸とポリプロピレングリコー
ルとのエステル化合物
ポリオール２：ヒマシ油「＃１９４５Ｕ（商品名）」（伊藤製油（株）製）、公称平均官
能基数＝２、水酸基価＝５０ＫＯＨｍｇ／ｇ、リシノール酸とポリプロピレングリコール
とのエルテル化合物
ポリオール３：ヒマシ油「ＵＲＩＣ　Ｈ－５６（商品名）」（伊藤製油（株）製）、公称
平均官能基数＝２、水酸基価＝８０ＫＯＨｍｇ／ｇ、リシノール酸とポリプロピレングリ
コールとのエステル化合物
ポリオール４：「＃１２７４」（伊藤製油（株）製）、公称平均官能基数＝２、水酸基価
＝４０ＫＯＨｍｇ／ｇ、リシノール酸とポリプロピレングリコールとのエステル化合物
ポリオール５：「＃１１１７」（伊藤製油（株）製）、公称平均官能基数＝２、水酸基価
＝３０ＫＯＨｍｇ／ｇ、リシノール酸とポリプロピレングリコールとのエステル化合物
ポリオール６：ヒマシ油「ＵＲＩＣ　Ｈ－３０（商品名）」（伊藤製油（株）製）、平均
官能基数＝２．７、水酸基価＝１６０ｍｇＫＯＨ／ｇ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
【００６１】
ここで、公称平均官能基数とはポリオール製造メーカーがカタログ等に記載している値、
又はポリオールを得る際に用いられる開始剤の官能基数をいう。
【００６２】
〔実施例１～１２、比較例１～１５〕
　実施例１～１２および比較例１～１５に係るシール材用ポリウレタン樹脂形成性組成物
の各々を、減圧脱泡（１０～２０ｋＰａで３分間）した後、表５～８記載の配合比で撹拌
混合し、そのうち１００ｇをポリプロピレン製のカップに仕込んだ。これを４５℃で３日
間静置キュアした後に脱型し、硬化物（硬化樹脂）を得た。得られた硬化物の各々につい
て、２５℃の温度条件下で、測定瞬間から１０秒後のＪＩＳ－Ｄ硬度を測定した。測定結
果を表５～１０に示す。
【００６３】
〔中空糸モジュールの製造方法〕
　実施例１～１２および比較例１～１５に係るポリウレタン樹脂形成性組成物を表５～８
記載の配合比で混合攪拌した後、カートリッジケース（内径４２ｍｍ、ポリカーボネート
製）に注型し、ポリスルホン中空糸膜約１万本を束ねた集束体の両端部における中空糸膜
相互の隙間；および当該集束体が挿入された上記カートリッジケースと当該集束体との間
を、遠心接着によりシールし、これを２５℃雰囲気下で１晩静置した。その後、得られた
中空糸膜モジュールの濡れシロ、剥離、波打ちの状態を確認した。結果を表５～１０に記
載する。
　 
　 
【００６４】
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【表５】
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【００６５】
【表６】

　 
【００６６】
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【表７】
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【００６７】
【表８】
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【表９】

【００６９】
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【表１０】

【００７０】
〔濡れシロの評価方法〕
　得られた中空糸膜モジュールの封止部を、目盛り付きルーペにより観察した。樹脂部分
から中空糸に滲みあがった部分（図４参照）までの距離を測定した。当該距離が長い程使
用できる膜面積が減少することとなる。
【００７１】
〔充填性の評価方法〕
　モジュール端面を切断、中空糸断面を確認し、ケース内部に水を充填した。ケースとの
剥離及び中空糸間に樹脂未充填部分があれば水がリークする。リークが無ければ合格（○
）、リークが発生すると不合格（×）。
【００７２】
　〔波打ち現象の評価方法〕
　中空糸膜モジュール製造時に同時に２本成形を行い、得られた中空糸膜モジュールの封
止部の２箇所（２本分で合計４箇所）を上面より観察し、中空糸と樹脂の界面を観察する
。樹脂界面が波打ちを発生している場合は、目視にて１～５点（４箇所で４～２０点）の
評価を行った。評価判断については図１～３を参照。
【００７３】
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〔剥離の評価方法〕
　得られた中空糸膜モジュールを観察し、樹脂とケースの間に剥離が存在しているか確認
する。剥離が無ければ合格（○）、一部分でもあれば不合格（×）。
【００７４】
［ポリウレタン樹脂形成性組成物のポットライフ］
　実施例１１、比較例１２～１３に係るポリウレタン樹脂形成性組成物（主剤と硬化剤と
の合計＝１００ｇ）の各々を、２５℃雰囲気下で、回転粘度計（Ｂ型、４号ローター）を
用いて粘度上昇を追跡し、主剤と硬化剤との混合を開始した時点から、組成物の粘度が５
００００ｍＰａ・ｓに到達するまでの時間を、ポットライフとした。結果を表９に示す。
【００７５】
［ポリウレタン樹脂形成性組成物のウレタンオリゴマー値］
　実施例１２、比較例１４～１５に係るポリウレタン樹脂形成性組成物を表１０に記載の
配合比で混合攪拌した後、カートリッジケース（内径４２ｍｍ、ポリカーボネート製）に
注型し、ポリスルホン中空糸膜（グリセリン含有量；１０質量％）約１万本を束ねた集束
体の両端部における中空糸膜相互の隙間；および当該集束体が挿入された上記カートリッ
ジケースと当該集束体との間を、遠心接着（液温４０℃、遠心成型条件；５０℃×１０分
、遠心成型機回転数１５００ｒｐｍ）によりシールし、これを４５℃雰囲気下で３日静置
した。その後、中空糸を含んだ樹脂（膜モジュール１本分；約４０ｇ）を精製水２００ｍ
ｌに浸漬させ、４０℃で２時間抽出した（振とう器使用）。その後、抽出液をデカンテー
ションし、抽出液１ｍｌを精製水で５０倍希釈したものを試験サンプルとした。当該試験
サンプルをＵＶ吸光度測定機器（ＵＶ－１５００、島津製作所製）で測定した値（２４０
ｎｍ～２４５ｎｍ）をウレタンオリゴマー値とした（「透析型人工腎臓装置承認基準Ｖ-4
」の旧規格に準じて実施）。近年、人体への影響からウレタンオリゴマーの溶出量の低減
が求められており、本発明ではウレタンオリゴマー値が０．００２０以下のものを（○）
、０．００２０を超えるものを（×）とした。
　得られた結果を表１０に記載する。
【産業上の利用可能性】
【００７６】
　本発明のポリウレタン樹脂形成性組成物の硬化物（シール材）は、前述のとおり、多く
の優れた性能、とりわけ優れた低溶出物性を有する。従って、医療用、工業用分離装置を
構成する中空糸膜モジュール（中空糸膜型濾過装置）用のシール材（結束材）として使用
することができ、特に大型の中空糸膜モジュール用のシール材として好適に使用すること
ができる。ここに、医療用、工業用分離装置としては、具体的には、血漿分離器、人工肺
、人工腎臓、人工肝臓、家庭用・工業用水処理装置等が挙げられる。
【図面の簡単な説明】
【００７７】
【図１】波打ち現象評価（１点）
【図２】波打ち現象評価（３点）
【図３】波打ち現象評価（５点）
【図４】濡れシロ発生
【符号の説明】
【００７８】
　１　　中空糸膜を結束したシール材 
　２　　中空糸膜
　３　　ポリウレタン樹脂形成性組成物注入ノズル
　４　　筒状容器
　５　　中空糸膜
　６　　濡れシロ
　７　　中空糸膜を結束したシール材
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