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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　シリカを含む成分から構成されるメソ細孔構造を有する外殻部を備え、かつ、前記外殻
部の内部に疎水性有機物を含む複合シリカ粒子の製造方法であって、
　疎水性有機物を含む溶液に水性溶媒を添加して乳化（但し、高圧乳化法による乳化は除
く）すること、及び、前記疎水性有機物の乳化油滴表面にシリカを含む成分から構成され
るメソ細孔構造を有する外殻部を形成させることを含む、複合シリカ粒子の製造方法。
【請求項２】
　前記外殻部が、下記一般式（１）及び（２）からなる群から選択される少なくとも１種
類の第四級アンモニウム塩、並びに加水分解によってシラノール化合物を生成するシリカ
源の存在下で形成される、請求項１記載の複合シリカ粒子の製造方法。
　　［Ｒ1（ＣＨ3）3Ｎ］+Ｘ-　　　　　　 （１）
　　［Ｒ1Ｒ2（ＣＨ3）2Ｎ］+Ｘ-　　　　　（２）
（式中、Ｒ1及びＲ2は、それぞれ独立に炭素数４～２２の直鎖状又は分岐状アルキル基を
示し、Ｘ-は１価陰イオンを示す。）
【請求項３】
　さらに、外殻部の形成後の複合シリカ粒子を酸性水溶液と接触させることを含む、請求
項１又は２に記載の複合シリカ粒子の製造方法。
【請求項４】
　シリカを含む成分から構成されるメソ細孔構造を有する外殻部を備え、かつ、前記外殻
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部の内部に疎水性有機物を含む複合シリカ粒子の製造方法であって、
　疎水性有機物を含む溶液に水性溶媒を添加して乳化すること、前記疎水性有機物の乳化
油滴表面にシリカを含む成分から構成されるメソ細孔構造を有する外殻部を形成させるこ
と、及び外殻部の形成後の複合シリカ粒子を酸性水溶液と接触させることを含む、複合シ
リカ粒子の製造方法。
【請求項５】
　前記外殻部が、下記一般式（１）及び（２）からなる群から選択される少なくとも１種
類の第四級アンモニウム塩、並びに加水分解によってシラノール化合物を生成するシリカ
源の存在下で形成される、請求項４記載の複合シリカ粒子の製造方法。
　　［Ｒ1（ＣＨ3）3Ｎ］+Ｘ-　　　　　　 （１）
　　［Ｒ1Ｒ2（ＣＨ3）2Ｎ］+Ｘ-　　　　　（２）
（式中、Ｒ1及びＲ2は、それぞれ独立に炭素数４～２２の直鎖状又は分岐状アルキル基を
示し、Ｘ-は１価陰イオンを示す。）
【請求項６】
　メソ細孔構造を有する外殻部を備え、かつ、内部が中空である中空シリカ粒子の製造方
法であって、請求項１から５のいずれか一項に記載の製造方法により製造される複合シリ
カ粒子を３５０～９５０℃で焼成することを含む、中空シリカ粒子の製造方法。
【請求項７】
　外殻部を備え、かつ、内部が中空である中空シリカ粒子の製造方法であって、請求項１
から５のいずれか一項に記載の製造方法により製造される複合シリカ粒子を９５０℃を超
える温度で焼成することを含む、中空シリカ粒子の製造方法。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、複合シリカ粒子の製造方法、及び中空シリカ粒子の製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　骨格に空孔を持つ多孔材料は比表面積が高いために触媒担体、吸着材料として広く使用
されている。その中でも空孔としてシャープな分布の細孔径を持つものは分子ふるい効果
を有するため、選択的な吸着、分離機能が応用用途として挙げられる。特に分子やタンパ
ク質と同程度の細孔径であるメソスケールでの細孔を有するメソポーラスシリカが開発さ
れており、触媒、吸着材料の他にも、徐放材料、電子材料、光学材料などへの応用展開が
注目されている。
【０００３】
　メソポーラスシリカの形態には不定形状、球状、膜状、ファイバー状など様々な形態が
あるが、その１つとしてメソポーラスシリカの膜を外殻とし、内部に中空部を持つシリカ
粒子である“中空メソポーラスシリカ粒子”がある。中空メソポーラスシリカ粒子の製造
方法の１つとして、特許文献１は、有機溶剤と界面活性剤とを混合したエマルジョン上で
アルカリ金属珪酸塩を反応させることにより中空シリカマイクロカプセルを合成し、さら
に焼成して中空メソポーラスシリカ粒子を得ることを含む方法を開示する。しかしながら
、この方法を実際に追試すると、中空構造を有するメソポーラスシリカは形成せず、メソ
細孔が存在しない中空シリカ粒子及び中実シリカ粒子と、中空構造を有しないメソポーラ
スシリカ不定形粒子の混合体しか得られないという問題がある。
【０００４】
　その他の中空メソポーラスシリカ粒子の製造方法として、非特許文献１は、超音波照射
を用いた製造方法を開示する。しかしながら、この方法で得られる中空シリカ粒子は、粒
子径分布が広く、真球状でない不定形なものも含まれるという問題がある。
【０００５】
　これらの問題を克服した複合シリカ粒子及び中空シリカ粒子の製造方法として、特許文
献２は、疎水性有機物を撹拌して得られる油滴を利用したメソポーラスシリカ粒子の製造
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方法を開示する。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開２００６－１０２５９２号公報
【特許文献２】特開２００８－１５０２２９号公報
【非特許文献】
【０００７】
【非特許文献１】Ｒｏｈｉｔ　Ｋ．Ｒａｎａ他，Ａｄｖ．Ｍａｔｅｒ．，第１４巻、第１
４１４頁（２００２年）
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　しかしながら、特許文献２に開示される方法でメソ細孔構造のシリカ外殻部の内部に疎
水性有機物を含む複合シリカ粒子を製造する場合、製造に使用される疎水性有機物の量に
対する複合シリカ粒子に包含される疎水性有機物の量が低く、疎水性有機物の利用効率の
点で問題がある。
【０００９】
　本発明は、疎水性有機物の利用効率を向上できる、複合シリカ粒子の製造方法、及び、
中空シリカ粒子の製造方法を提供する。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　本発明は、シリカを含む成分から構成されるメソ細孔構造を有する外殻部を備え、かつ
、前記外殻部の内部に疎水性有機物を含む複合シリカ粒子の製造方法であって、疎水性有
機物を含む溶液に水性溶媒を添加して乳化すること、及び、前記疎水性有機物の乳化油滴
表面にシリカを含む成分から構成されるメソ細孔構造を有する外殻部を形成させることを
含む複合シリカ粒子の製造方法に関する。
【００１１】
　また、本発明は、その他の態様において、メソ細孔構造を有する外殻部を備え、かつ、
内部が中空である中空シリカ粒子の製造方法であって、本発明の複合シリカ粒子の製造方
法により製造される複合シリカ粒子を３５０～９５０℃で焼成することを含む中空シリカ
粒子の製造方法に関する。さらに、本発明は、さらにその他の態様において、外殻部を備
え、かつ、内部が中空である中空シリカ粒子の製造方法であって、本発明の複合シリカ粒
子の製造方法により製造される複合シリカ粒子を９５０℃を超える温度で焼成することを
含む中空シリカ粒子の製造方法に関する。
【発明の効果】
【００１２】
　本発明は、疎水性有機物の利用効率、すなわち、製造に使用される疎水性有機物の量に
対する複合シリカ粒子に包含される疎水性有機物の量の割合が向上した、複合シリカ粒子
及び又は中空シリカ粒子の製造方法を提供できるという効果を奏しうる。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】図１は、実施例１で得られた複合シリカ粒子のＴＥＭ像の一例である。
【図２】図２は、実施例２で得られた複合シリカ粒子のＴＥＭ像の一例である。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
　疎水性有機物を利用したメソポーラスシリカ粒子の製造方法は、特許文献２に開示され
るとおり、一般的には、水性溶媒中に形成（乳化）させた疎水性有機物の油滴表面に、カ
チオン性界面活性剤及びシリカ源を使用して外殻メソポーラス層を形成させる方法である
。本発明は、疎水性有機物を均一相から疎水性有機物を凝集析出させて乳化することによ
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り、疎水性有機物の利用効率（製造に使用される疎水性有機物の量に対する複合シリカ粒
子に包含される疎水性有機物の量の割合）を向上させることができる、という知見に基く
。
【００１５】
　すなわち、本発明は、シリカを含む成分から構成されるメソ細孔構造を有する外殻部を
備え、かつ、前記外殻部の内部に疎水性有機物を含む複合シリカ粒子の製造方法（以下、
「本発明の複合シリカ粒子の製造方法」ともいう）であって、疎水性有機物を含む溶液に
水性溶媒を添加して乳化すること、及び、前記疎水性有機物の乳化油滴表面にシリカを含
む成分から構成されるメソ細孔構造を有する外殻部を形成させることを含む複合シリカ粒
子の製造方法に関する。本発明の複合シリカ粒子の製造方法によれば、疎水性有機物の利
用効率を向上できる。
【００１６】
　本明細書において、「疎水性有機物の利用効率」とは、本発明の複合シリカ粒子の製造
に使用される疎水性有機物の量に対する複合シリカ粒子に包含される疎水性有機物の量の
割合の指標であって、具体的には、後述する実施例に記載の「疎水性有機物の有効使用量
」を使用できる。環境保護の観点、並びに、それ自体が機能性を有する疎水性有機物及び
又は疎水性有機物に溶解する機能性物質（例えば、香料、薬剤など）を使用する場合のコ
ストの観点から、疎水性有機物の利用効率は高いことが好ましい。
【００１７】
　本明細書において、「複合シリカ粒子」とは、少なくとも、シリカを含む成分から構成
される外殻部、及び、前記外殻部に内包されるその他の物質から構成されるシリカ粒子を
いう。本明細書において、「外殻部」とは、粒子の中心部を中心として粒子を２以上に多
層化した場合の最外層を含む部分をいう。また、本明細書において、「外殻部に内包され
るその他の物質」は、後述する「疎水性有機物」を含む。
【００１８】
　本明細書において、「シリカを含む成分から構成される外殻部」とは、外殻部の骨格を
形成する主成分がシリカであることをいい、外殻部の成分の好ましくは５０モル％以上、
より好ましくは７０モル％以上、さらに好ましくは９０モル％以上、さらにより好ましく
は９５％以上が二酸化ケイ素であることをいう。
【００１９】
　本明細書において、「メソ細孔構造」とは、例えば、シリカ源とカチオン性界面活性剤
とを混合して水熱合成による自己組織化をさせた場合に形成される構造をいい、一般的に
、均一で規則的な細孔（細孔径１～１０ｎｍ）を持つ構造をいう。
【００２０】
　本明細書において、「中空シリカ粒子」とは、シリカを含む成分から構成される外殻部
を有し、前記外殻部の内部が中空であるシリカ粒子をいう。
【００２１】
　［疎水性有機物］
　本発明の複合シリカ粒子の製造方法に使用する疎水性有機物としては、疎水性有機物の
利用効率の向上の点からは、水中で乳化滴（乳化油滴）を形成できることが好ましい。ま
た、分散媒として水を使用する点、及び、疎水性有機物の利用効率の向上の点から、液体
状態にある温度域が０～１００℃であることが好ましく、２０～９０℃であることがより
好ましい。
【００２２】
　また、本発明の複合シリカ粒子の製造方法に使用する疎水性有機物としては、疎水性有
機物の利用効率の向上の点からは、水に対する溶解性が低く、水と分相を形成する化合物
が好ましい。疎水性有機物は、水と相溶性のある有機溶媒に可溶であり、かつ、後述する
第四級アンモニウム塩により乳化可能な化合物であることがより好ましい。疎水性有機物
は、ＬｏｇＰｏｗが１以上であることがさらに好ましく、２～１０であることがさらによ
り好ましい。ここで、ＬｏｇＰとは、化学物質の１－オクタノール／水分配係数であり、
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ｌｏｇＫｏｗ法により計算で求められた値をいう。具体的には、化合物の化学構造を、そ
の構成要素に分解し、各フラグメントの有する疎水性フラグメント定数を積算して求めら
れる（Ｍｅｙｌａｎ， Ｗ．Ｍ． ａｎｄ Ｐ．Ｈ． Ｈｏｗａｒｄ． １９９５． Ａｔｏｍ
／ｆｒａｇｍｅｎｔ ｃｏｎｔｒｉｂｕｔｉｏｎ ｍｅｔｈｏｄ ｆｏｒ ｅｓｔｉｍａｔｉ
ｎｇ ｏｃｔａｎｏｌ－ｗａｔｅｒ ｐａｒｔｉｔｉｏｎ ｃｏｅｆｆｉｃｉｅｎｔｓ． Ｊ
． Ｐｈａｒｍ． Ｓｃｉ． ８４： ８３－９２参照）。
【００２３】
　疎水性有機物の具体例としては、炭化水素化合物、エステル化合物、炭素数６～２２の
脂肪酸、及びシリコーンオイル等の油剤が挙げられる。
【００２４】
　炭化水素化合物としては、炭素数５～１８のアルカン、炭素数５～１８のシクロアルカ
ン、液状パラフィン又は液状石油ゼリー、スクワラン、スクアレン、ペルヒドロスクワレ
ン、トリメチルベンゼン、キシレン、トルエン、ベンゼン等が挙げられる。この中では炭
素数５～１８のアルカンや炭素数５～１８のシクロアルカンが好ましい。
【００２５】
　エステル化合物としては、炭素数６～２２の脂肪酸のグリセリンエステル等の油脂類が
挙げられる。例えば、ミンク油、タートル油、大豆油、スイートアーモンド油、ビューテ
ィリーフオイル、パーム油、グレープシード油、ゴマ種油、トウモロコシ油、パーレアム
オイル、アララ油、菜種油、ヒマワリ油、綿実油、アプリコット油、ひまし油、アボガド
油、ホホバ油、オリーブ油、又は、穀物胚芽油等を挙げることができる。
【００２６】
　またエステル化合物として、炭素数４～２２の脂肪酸と炭素数１～２２の一価又はグリ
セリン以外の多価アルコールとの縮合物を挙げることができる。例えばミリスチン酸イソ
プロピル、パルミチン酸イソプロピル、ステアリン酸ブチル、ラウリン酸ヘキシル、イソ
ノナン酸イソノニル、パルミチン酸２－エチルヘキシル、ラウリン酸２－ヘキシルデシル
、パルミチン酸２－オクチルデシル、ミリスチン酸２－オクチルドデシルが具体的に挙げ
られる。その他のエステル化合物として、多価カルボン酸化合物とアルコールとのエステ
ルが挙げられる。具体的にはアジピン酸ジイソプロピル、乳酸２－オクチルドデシルエス
テル、琥珀酸２－ジエチルヘキシル、リンゴ酸ジイソステアリル、トリイソステアリン酸
グリセリル、トリイソステアリン酸ジグリセリル等が挙げられる。
【００２７】
　炭素数６～２２の脂肪酸としては、ミリスチン酸、パルミチン酸、ステアリン酸、ベヘ
ン酸、オレイン酸、リノール酸、リノレン酸又はイソステアリン酸等が挙げられる。
【００２８】
　シリコーンオイルとしては、ポリジメチルシロキサン（ＰＤＭＳ）、脂肪酸、脂肪族ア
ルコール、又はポリオキシアルキレンで変性されたポリシロキサン、フルオロシリコーン
、パーフルオロシリコーンオイル等が挙げられる。
【００２９】
　ポリジメチルシロキサン（ＰＤＭＳ）はフェニル化されていてもよく、例えばフェニル
トリメチコン、又は任意的に脂肪族基及び／又は芳香族基で置換されていてもよい。また
、それらは、疎水性有機物の利用効率の向上の点から、炭化水素をベースとするオイル又
はシリコーンオイルであって、シリコーン鎖のペンダント状であるか又は末端に存在する
アルキル基又はアルコキシ基を任意的に含み２～７の珪素原子を含む直鎖又は環状シリコ
ーンが好ましく、特にオクタメチルシクロテトラシロキサン、デカメチルシクロペンタシ
ロキサン、ヘキサデカメチルシクロヘキサシロキサン、ヘプタメチルヘキシルトリシロキ
サン、ヘプタメチルオクチルトリシロキサン等が好ましい。
【００３０】
　上記の油剤の中では、第四級アンモニウム塩によって乳化され易く、疎水性有機物の利
用効率の向上の点から、炭素数５～１８のアルカン及び炭素数５～１８のシクロアルカン
が好ましく、炭素数５～１０のアルカン及び炭素数５～１０のシクロアルカンがより好ま
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しい。
【００３１】
　複合シリカ粒子に内包される疎水性有機物又はその一部として機能性材料を使用するこ
とができ、これにより該機能性材料のコントロールリリースが行えるなどの利点が生まれ
る。機能性材料としては、香料成分、農薬用基材、医薬用基材等を挙げることができる。
【００３２】
　機能性材料としての香料成分としては、天然香料や合成香料を挙げることができる。天
然香料としては、スペアミントオイル、ペパーミントオイル、シトロネラオイル、ユーカ
リオイル、カスカリラオイル、バーチオイル、シナモンオイル、クローブオイル、ニンニ
クオイル、ハッカオイル、マジョラムオイル、ナツメグオイル、パルマローザオイル、シ
ソオイル、ローズオイル、セイボリオイル、ローズマリーオイル、ラベンダーオイル等が
挙げられる。合成香料としては、酢酸アミル、α－アミルシンナミックアルデヒド、サリ
チル酸イソアミル、アニスアルデヒド、酢酸ベンジル、ベンジルアルコール、ボルネオー
ル、ｌ－カルボン、メントール、シトラール、シトロネラール、シトロネロール、クマリ
ン、オイゲノール、サリチル酸メチル、バニリン、テルピネオール等が挙げられる。
【００３３】
　本発明の複合シリカ粒子及び中空シリカ粒子の製造方法において、疎水性有機物は、単
独で又は２種以上を任意の割合で混合して使用することができる。また、疎水性有機物は
、前記疎水性条件を満たさない化合物が混合された状態、又は、該化合物が疎水性有機物
に溶解している状態の「疎水性組成物」を使用してもよい。例えば、複合シリカ粒子を芳
香剤担体として使用する場合は、香料成分を疎水性有機物に溶かして希釈したものであっ
てもよい。
【００３４】
　本明細書において、「水性媒体」は、例えば、蒸留水、イオン交換水、超純水等が挙げ
られる。また、疎水性有機物の乳化をより均一で安定に生成するという観点から、水性媒
体と相溶性のある有機溶媒を加えてもよい。有機溶媒としてはメタノール、エタノール、
イソプロピルアルコールなどの低級アルコール類やアセトンが挙げられる。有機溶媒の添
加量としては、添加終了後の水性媒体と疎水性有機物が分相していれば本願の製造方法を
実施することが可能であり、この範囲で、水性媒体に対して０．１～５００重量％が好ま
しく、より好ましくは１～１００重量％である。
【００３５】
　［乳化工程］
　本発明の製造方法は、「疎水性有機物を含む溶液に水性溶媒を添加して乳化すること」
を含む。この乳化を行う際、疎水性有機物を含む溶液及び水性溶媒の少なくとも一方に、
後述する第四級アンモニウム塩を含ませておいてもよい。さらに、後述するシリカ源を疎
水性有機物を含む溶液に含ませておけば、乳化と同時に、「シリカを含む成分から構成さ
れるメソ細孔構造を有する外殻部を形成させること」を行うことができる。
【００３６】
　本発明の複合シリカ粒子及び中空シリカ粒子の製造方法において、「シリカを含む成分
から構成されるメソ細孔構造を有する外殻部を形成させること」は、乳化により形成され
た疎水性有機物のエマルジョンを、後述する「第四級アンモニウム塩」及び「加水分解に
よってシラノール化合物を生成するシリカ源」の存在下で撹拌することで行うことができ
る。外殻部の形成反応の温度は、疎水性有機物の利用効率の向上の点から、１０～１００
℃であることが好ましく、１０～８０℃であることがより好ましい。また、反応時間とし
ては、疎水性有機物の利用効率の向上の点から、０．０１～２４時間が好ましく、０．０
２～１２時間がより好ましい。なお複数種類の疎水性有機物を用いる場合、例えば、液体
状態の温度が高いものと低いものとを混合する場合は、当業者であれば、揮発の程度を考
慮しながら、乳化温度及び反応温度を決定することができる。
【００３７】
　したがって、本発明の複合シリカ粒子及び中空シリカ粒子の製造方法は、一実施形態に
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おいて、疎水性有機物の利用効率の向上の点から、前記外殻部は、下記一般式（１）及び
（２）からなる群から選択される少なくとも１種類の第四級アンモニウム塩、並びに加水
分解によってシラノール化合物を生成するシリカ源の存在下で形成されることが好ましい
。
　　［Ｒ1（ＣＨ3）3Ｎ］+Ｘ-　　　　　　 （１）
　　［Ｒ1Ｒ2（ＣＨ3）2Ｎ］+Ｘ-　　　　　（２）
（式中、Ｒ1及びＲ2は、それぞれ独立に炭素数４～２２の直鎖状又は分岐状アルキル基を
示し、Ｘ-は１価陰イオンを示す。）
【００３８】
　［第四級アンモニウム塩］
　本発明の複合シリカ粒子及び中空シリカ粒子の製造方法において、上記一般式（１）及
び（２）からなる群から選択される少なくとも１種類の第四級アンモニウム塩は、メソ細
孔の形成と疎水性有機物の乳化のための界面活性剤として用いられる。
【００３９】
　上記一般式（１）及び（２）におけるＲ1及びＲ2は、それぞれ独立に炭素数４～２２、
好ましくは炭素数６～１８、更に好ましくは炭素数８～１６の直鎖状又は分岐状のアルキ
ル基である。炭素数４～２２のアルキル基としては、各種ブチル基、各種ペンチル基、各
種ヘキシル基、各種ヘプチル基、各種オクチル基、各種ノニル基、各種デシル基、各種ド
デシル基、各種テトラデシル基、各種ヘキサデシル基、各種オクタデシル基、各種エイコ
シル基等が挙げられる。
【００４０】
　一般式（１）及び（２）におけるＸ-は、規則的なメソ細孔を形成させるという観点か
ら、好ましくはハロゲンイオン、水酸化物イオン、硝酸化物イオン、硫酸化物イオン等の
１価陰イオンから選ばれる１種以上である。Ｘ-としては、より好ましくはハロゲンイオ
ンであり、更に好ましくは塩素イオン又は臭素イオンである。
【００４１】
　一般式（１）で表されるアルキルトリメチルアンモニウム塩としては、ブチルトリメチ
ルアンモニウムクロリド、ヘキシルトリメチルアンモニウムクロリド、オクチルトリメチ
ルアンモニウムクロリド、デシルトリメチルアンモニウムクロリド、ドデシルトリメチル
アンモニウムクロリド、テトラデシルトリメチルアンモニウムクロリド、ヘキサデシルト
リメチルアンモニウムクロリド、ステアリルトリメチルアンモニウムクロリド、ブチルト
リメチルアンモニウムブロミド、ヘキシルトリメチルアンモニウムブロミド、オクチルト
リメチルアンモニウムブロミド、デシルトリメチルアンモニウムブロミド、ドデシルトリ
メチルアンモニウムブロミド、テトラデシルトリメチルアンモニウムブロミド、ヘキサデ
シルトリメチルアンモニウムブロミド、ステアリルトリメチルアンモニウムブロミド等が
挙げられる。
【００４２】
　一般式（２）で表されるジアルキルジメチルアンモニウム塩としては、ジブチルジメチ
ルアンモニウムクロリド、ジヘキシルジメチルアンモニウムクロリド、ジオクチルジメチ
ルアンモニウムクロリド、ジヘキシルジメチルアンモニウムブロミド、ジオクチルジメチ
ルアンモニウムブロミド、ジドデシルジメチルアンモニウムブロミド、ジテトラデシルジ
メチルアンモニウムブロミド等が挙げられる。
【００４３】
　これらの第四級アンモニウム塩の中では、規則的なメソ細孔を形成させる観点、及び、
疎水性有機物の利用効率の向上の点から、一般式（１）で表されるアルキルトリメチルア
ンモニウム塩が好ましく、アルキルトリメチルアンモニウムブロミド又はクロリドがより
好ましい。
【００４４】
　前述の第四級アンモニウム塩は、規則的なメソ細孔を形成させる観点、及び、疎水性有
機物の利用効率の向上の点から、乳化を行う前に、疎水性有機物を含む溶液及び水性溶媒
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の少なくとも一方に存在させておくことが好ましい。
【００４５】
　［シリカ源］
　本明細書において、「加水分解によってシラノール化合物を生成するシリカ源」とは、
シリカ源はアルコキシシラン等の加水分解によりシラノール化合物を生成する物質であり
、具体的には、下記一般式（３）～（７）で示される化合物、又はこれらの組合せを挙げ
ることができる。
　　ＳｉＹ4　　　　　　　　（３）
　　Ｒ3ＳｉＹ3　　　　　　 （４）
　　Ｒ3

2ＳｉＹ2　　　　　　（５）
　　Ｒ3

3ＳｉＹ　　　　　　 （６）
　　Ｙ3Ｓｉ－Ｒ4－ＳｉＹ3　（７）
（式中、Ｒ3はそれぞれ独立して、ケイ素原子に直接炭素原子が結合している有機基を示
し、Ｒ4は炭素原子を１～４個有する炭化水素基又はフェニレン基を示し、Ｙは加水分解
によりヒドロキシ基になる１価の加水分解性基を示す。）
【００４６】
　シリカ源は、疎水性有機物の利用効率の向上の点から、一般式（３）～（７）において
、Ｒ3は、それぞれ独立して、水素原子の一部がフッ素原子に置換していてもよい炭素数
１～２２の炭化水素基であることが好ましく、疎水性有機物の利用効率の向上の点から、
好ましくは炭素数１～２２、より好ましくは炭素数４～１８、さらに好ましくは炭素数８
～１６のアルキル基、フェニル基、又はベンジル基である。Ｒ4は、疎水性有機物の利用
効率の向上の点から、炭素数１～４のアルカンジイル基（メチレン基、エチレン基、トリ
メチレン基、プロパン－１，２－ジイル基、テトラメチレン基等）又はフェニレン基が好
ましい。Ｙは、疎水性有機物の利用効率の向上の点から、好ましくは炭素数１～２２、よ
り好ましくは炭素数１～８、さらに好ましくは炭素数１～４のアルコキシ基、又はフッ素
を除くハロゲン基が好ましい。
【００４７】
　より具体的には、シリカ源としては、疎水性有機物の利用効率の向上の点から、次の化
合物が好ましい。
・一般式（３）において、Ｙが炭素数１～３のアルコキシ基であるか、又はフッ素を除く
ハロゲン基であるシラン化合物。
・一般式（４）又は（５）において、Ｒ3がフェニル基、ベンジル基、又は水素原子の一
部がフッ素原子に置換されている炭素数１～２０、好ましくは炭素数１～１０、より好ま
しくは炭素数１～５の炭化水素基であるトリアルコキシシラン又はジアルコキシシラン。
・一般式（７）において、Ｙがメトキシ基であって、Ｒ4がメチレン基、エチレン基又は
フェニレン基である化合物。
【００４８】
　これらの中でも、シリカ源としては、疎水性有機物の利用効率の向上の点から、テトラ
メトキシシラン、テトラエトキシシラン、フェニルトリエトキシシラン、１，１，１－ト
リフルオロプロピルトリエトキシシランが好ましい。
【００４９】
　シリカ源は、乳化後の疎水性有機物のエマルジョンに第四級アンモニウム塩の存在下で
添加してもよく、あるいは、一部及び全部のシリカ源を予め疎水性有機物を含む溶液に含
ませておいてもよい。予めシリカ源を疎水性有機物を含む溶液に含ませておけば、乳化と
同時に外殻部の形成反応を行うことができる。
【００５０】
　したがって、本発明の複合シリカ粒子の製造方法は、その他の態様において、シリカを
含む成分から構成されるメソ細孔構造を有する外殻部を備え、かつ、前記外殻部の内部に
疎水性有機物を含む複合シリカ粒子の製造方法であって、疎水性有機物を含む疎水性溶液
に水性溶媒を添加して乳化することを含み、ここで、前記疎水性溶液及び前記水性溶媒の
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少なくとも一方が下記一般式（１）及び（２）からなる群から選択される少なくとも１種
類の第四級アンモニウム塩を含有し、
　　［Ｒ1（ＣＨ3）3Ｎ］+Ｘ-　　　　　　 （１）
　　［Ｒ1Ｒ2（ＣＨ3）2Ｎ］+Ｘ-　　　　　（２）
（式中、Ｒ1及びＲ2は、それぞれ独立に炭素数４～２２の直鎖状又は分岐状アルキル基を
示し、Ｘ-は１価陰イオンを示す。）
さらに、加水分解によってシラノール化合物を生成するシリカ源の溶液を、前記水性溶媒
添加前の前記疎水性溶液、及び／又は、乳化後の乳化液に添加することを含む複合シリカ
粒子の製造方法に関する。疎水性有機物、水性溶媒、第四級アンモニウム塩、及びシリカ
源については、前述のとおりである。
【００５１】
　［実施形態１］
　本発明の複合シリカ粒子の製造方法の一実施形態について説明する。本実施形態の複合
シリカ粒子の製造方法は、下記工程（Ｉ）から（ＩＩＩ）を含む。
工程（Ｉ）：疎水性有機物を含む溶液（Ａ液）、水を含む溶液（Ｂ液）、及び、加水分解
によりシラノール化合物を生成するシリカ源（Ｃ液）を調製する工程、ここで、Ａ液及び
Ｂ液のいずれか又は両方に一般式（１）及び（２）で表される第四級アンモニウム塩から
選ばれる１種以上の界面活性剤を含有する；
　　［Ｒ1（ＣＨ3）3Ｎ］+Ｘ-　　　　　　　（１）
　　［Ｒ1Ｒ2（ＣＨ3）2Ｎ］+Ｘ-　　　　 　（２）
（式中、Ｒ1及びＲ2は、それぞれ独立に炭素数４～２２の直鎖状又は分岐状アルキル基を
示し、Ｘは１価陰イオンを示す。）
工程（ＩＩ）：工程（Ｉ）で調製したＡ液にＢ液を混合して乳化する（Ｏ／Ｗ型エマルジ
ョンを形成する）工程；
工程（ＩＩＩ）：工程（ＩＩ）で得られた水溶液にＣ液を添加させる工程。
【００５２】
　Ａ液における疎水性有機物の含有量は、疎水性有機物の利用効率の向上の点から、好ま
しくは０．１～１００ミリモル／Ｌ、より好ましくは１～１００ミリモル／Ｌ、さらに好
ましくは５～８０ミリモル／Ｌである。Ａ液及び又はＢ液における第四級アンモニウム塩
の含有量は、疎水性有機物の利用効率の向上の点から、好ましくは０．１～１００ミリモ
ル／Ｌ、より好ましくは１～１００ミリモル／Ｌ、さらに好ましくは５～８０ミリモル／
Ｌである。Ｃ液におけるシリカ源の含有量は、疎水性有機物の利用効率の向上の点から、
好ましくは０．１～１００ミリモル／Ｌ、より好ましくは１～１００ミリモル／Ｌ、さら
に好ましくは５～８０ミリモル／Ｌである。なお、疎水性有機物、第四級アンモニウム塩
、及びシリカ源の具体例については、前述のとおりである。
【００５３】
　Ａ～Ｃ液を構成する溶媒としては疎水性有機物の乳化、及びシリカ粒子の形成を阻害せ
ず、各液中に含有される上記成分を溶解できること、各溶媒が相溶することを満たす限り
特に制限はなく、混合溶媒などを用いてもよく、目的の乳化滴粒径、乳化安定性などによ
り溶媒組成を調節可能である。また、シリカや有機基以外の他の元素を担持したい場合は
、それらの金属を含有するアルコキシ塩やハロゲン化塩等の金属原料を製造時又は製造後
に添加することもできる。
【００５４】
　工程（ＩＩ）において、微細な乳化滴を得る点からは、Ａ液にＢ液を添加する際にはＡ
液を撹拌し、かつ、添加するのに所要する時間を短くすることが好ましい。なお、疎水性
有機物の乳化のために系の温度を調節してもよい。
【００５５】
　工程（ＩＩＩ）は工程（ＩＩ）により調製した乳化液にＣ液を添加する工程である。工
程（ＩＩ）で得られる乳化液にＣ液を添加した後に例えば１０～１００℃、好ましくは１
０～８０℃の温度で所定時間撹拌した後、静置することで、疎水性有機物の乳化滴の表面
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に、第四級アンモニウム塩とシリカ源によりメソ細孔構造を有する外殻部が形成され、内
部に疎水性有機物を包含した複合シリカ粒子を析出させることができる。撹拌処理時間は
水溶液組成や温度によって異なるが、通常１０～８０℃で０．０１～２４時間で複合シリ
カ粒子が形成される。
【００５６】
　［実施形態２］
　本発明の複合シリカ粒子の製造方法のその他の実施形態について説明する。本実施形態
の複合シリカ粒子の製造方法は、下記工程（Ｉ’）及び（ＩＩ’）を含む。
工程（Ｉ’）：疎水性有機物及び加水分解によりシラノール化合物を生成するシリカ源を
含む溶液（Ａ’液）、並びに、水を含む溶液（Ｂ液）を調製する工程、ここで、Ａ’液及
びＢ液のいずれか又は両方に一般式（１）及び（２）で表される第四級アンモニウム塩か
ら選ばれる１種以上の界面活性剤を含有する；
　　［Ｒ1（ＣＨ3）3Ｎ］+Ｘ-　　　　　　 （１）
　　［Ｒ1Ｒ2（ＣＨ3）2Ｎ］+Ｘ-　　　　　（２）
（式中、Ｒ1及びＲ2は、それぞれ独立に炭素数４～２２の直鎖状又は分岐状アルキル基を
示し、Ｘは１価陰イオンを示す。）
工程（ＩＩ’）：工程（Ｉ’）で調製したＡ’液にＢ液を混合して乳化及び外殻部形成を
する工程。
【００５７】
　Ａ’液における疎水性有機物及びシリカ源の含有量は、疎水性有機物の利用効率の向上
の点から、それぞれ、好ましくは０．１～１００ミリモル／Ｌ、より好ましくは１～１０
０ミリモル／Ｌ、さらに好ましくは５～８０ミリモル／Ｌである。Ａ’液及び又はＢ液に
おける第四級アンモニウム塩の含有量は、疎水性有機物の利用効率の向上の点から、好ま
しくは０．１～１００ミリモル／Ｌ、より好ましくは１～１００ミリモル／Ｌ、さらに好
ましくは５～８０ミリモル／Ｌである。なお、疎水性有機物、第四級アンモニウム塩、及
びシリカ源の具体例については、前述のとおりである。また、Ａ’液を構成する溶媒も、
前述のＡ液の溶媒の記載を参照して選択し使用できる。
【００５８】
　工程（ＩＩ’）において、微細な乳化滴を得る点からは、Ａ’液にＢ液を添加する際に
はＡ’液を撹拌し、かつ、添加するのに所要する時間を短くすることが好ましい。なお、
疎水性有機物の乳化のために系の温度を調節してもよい。
【００５９】
　工程（ＩＩ’）は疎水性有機物の乳化、及び、メソ細孔構造を有する外殻部形成を行う
工程である。Ａ’液にＢ液を添加した後に例えば１０～１００℃、好ましくは１０～８０
℃の温度で所定時間撹拌した後、静置することで、疎水性有機物の乳化滴の表面に、第四
級アンモニウム塩とシリカ源によりメソ細孔構造を有する外殻部が形成され、内部に疎水
性有機物を包含した複合シリカ粒子を析出させることができる。撹拌処理時間は水溶液組
成や温度によって異なるが、通常１０～８０℃で０．０１～２４時間で複合シリカ粒子が
形成される。
【００６０】
　本発明の複合シリカ粒子の製造方法は、外殻部の形成反応の後、得られた複合シリカ粒
子を液から分離、乾燥することを含んでもよい。分離方法としてはろ過法、遠心分離法な
どを用いることができる。乾燥に際しては疎水性有機物の蒸発を抑えるために加熱を行わ
ないことが好ましいが、内部の疎水性有機物の沸点を超えない限り加熱を行なってもよい
。
【００６１】
　本発明の複合シリカ粒子の製造方法は、さらに、外殻部の形成後の複合シリカ粒子を酸
性水溶液と接触させることを含んでもよい。これにより、複合シリカ粒子のメソ細孔内に
存在する第四級アンモニウム塩を低減又は排除できる。一実施形態としては、例えば、前
述のように分離、乾燥した複合シリカ粒子を酸性水溶液に接触させることが挙げられる。
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具体的には、酸性水溶液に複合シリカ粒子を添加し、例えば０～９５℃で０．１～９６時
間撹拌することが挙げられる。前記酸性水溶液の酸としては、塩酸、硝酸、硫酸、クエン
酸、リン酸などが挙げられ、そのなかでも効率的な第四級アンモニウム塩の低減の点から
塩酸が好ましい。酸性水溶液の濃度としては、効率的な第四級アンモニウム塩の低減の点
から０．０００１～５Ｍが好ましく、０．００１～３Ｍがより好ましく、０．０１～１Ｍ
がさらに好ましい。
【００６２】
　本発明の複合シリカ粒子の製造方法によれば、外殻部のメソ細孔構造の平均細孔径が、
好ましくは１～１０ｎｍ、より好ましくは１～８ｎｍ、さらに好ましくは１～５ｎｍであ
る複合シリカ粒子を製造できる。メソ細孔の平均細孔径は、窒素吸着測定を行い、窒素吸
着等温線からＢＪＨ法により求めることができる。また、本発明の複合シリカ粒子の製造
方法によれば、好ましくはメソ細孔径が揃った複合シリカ粒子を製造でき、より好ましく
はメソ細孔の７０％以上が平均細孔径±３０％以内に入る複合シリカ粒子を製造できる。
なお、メソ細孔構造を有する外殻部の構造は、透過型電子顕微鏡（ＴＥＭ）を用いて観察
することができ、その細孔径、細孔規則性、外殻部から内部への細孔の繋がり具合を確認
することができる。
【００６３】
　また、本発明の複合シリカ粒子の製造方法によれば、酸性水溶液と接触後のＢＥＴ比表
面積が、好ましくは１００ｍ2／ｇ以上、より好ましくは３００ｍ2／ｇ以上、さらに好ま
しくは、４００ｍ2／ｇ以上、さらにより好ましくは５００ｍ2／ｇ以上、又、複合シリカ
粒子の強度の観点から、好ましくは１５００ｍ2／ｇ以下、さらに好ましくは、１３００
ｍ2／ｇ以下である複合シリカ粒子を製造できる。
【００６４】
　さらに、本発明の複合シリカ粒子の製造方法によれば、平均粒子径が、好ましくは０．
０５～１０μｍ、より好ましくは０．０５～５μｍ、さらに好ましくは０．０５～３μｍ
である複合シリカ粒子を製造できる。さらにまた、複合シリカ粒子の平均粒子径が０．０
５～０．１μｍのときのメソ細孔の平均細孔径は好ましくは１～５ｎｍであり、平均粒子
径が０．１～１μｍのときのメソ細孔の平均細孔径は好ましくは１～８ｎｍであり、平均
粒子径が１～１０μｍのときのメソ細孔の平均細孔径は好ましくは１～１０ｎｍである複
合シリカ粒子を製造できる。
【００６５】
　本発明の複合シリカ粒子の製造方法によれば、好ましくは粒子全体の８０％以上、より
好ましくは８５％以上、さらに好ましくは９０％以上、さらにより好ましくは９５％以上
が平均粒子径±３０％以内の粒子径を有しており、非常に揃った粒子径の粒子群から構成
されている複合シリカ粒子を製造できる。そして、本発明の複合シリカ粒子の製造方法に
よれば、複合シリカ粒子のメソ細孔が、好ましくはその７５％以上、より好ましくはその
８０％以上が平均細孔径±３０％以内である複合シリカ粒子を製造できる。
【００６６】
　複合シリカ粒子の平均粒子径、平均細孔径、及び外殻部の平均厚みは、第四級アンモニ
ウム塩や疎水性有機化合物の選択、混合時の撹拌力、原料の濃度、溶液の温度、水を含む
溶液の添加速度、乳化液の熟成時間等によって調整することができる。複合シリカ粒子の
製造工程において、第四級アンモニウム塩を使用する場合は、第四級アンモニウム塩が複
合シリカ粒子内部、メソ細孔内、又はシリカ粒子表面に残留する可能性がある。第四級ア
ンモニウムが残留しても問題ない場合は除去する必要はないが、残留する第四級アンモニ
ウムの除去を望む場合は、水や酸性水溶液で洗浄処理して置換することにより除去するこ
とができる。
【００６７】
　また、本発明の複合シリカ粒子の製造方法によれば、複合シリカ粒子における外殻部の
平均厚みが、好ましくは１０～７００ｎｍ、より好ましくは２０～５００ｎｍ、さらに好
ましくは３０～４００ｎｍであるである複合シリカ粒子を製造できる。このとき、〔外殻
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部の厚み／平均粒子径〕の比を、好ましくは０．０１～０．６、より好ましくは０．０５
～０．５、さらに好ましくは０．１～０．４とすることができる。
【００６８】
　本明細書において、複合シリカ粒子の平均粒子径及びその分布の程度、並びに外殻部の
平均厚みは、透過型電子顕微鏡（ＴＥＭ）観察により測定された値である。具体的には、
透過型電子顕微鏡観察下で、２０～３０個の粒子が含まれる視野中の全粒子の直径及び外
殻厚みを写真上で実測する。この操作を、視野を５回変えて行う。得られたデータから平
均粒子径及びその分布の程度、並びに平均外殻厚みを求める。透過型電子顕微鏡の倍率の
目安は１万～１０万倍であるが、シリカ粒子の大きさによって適宜調節される。しかしな
がら、画面中の粒子のうち、メソ細孔を有する複合シリカ粒子の割合が、３０％以下の場
合は、観察のための視野を広げて、すなわち倍率を下げて、少なくとも１０個の粒子から
データを得るものとする。
【００６９】
　［中空シリカ粒子の製造方法］
　本発明の複合シリカ粒子の製造方法で製造された複合シリカ粒子の内部の疎水性有機物
を加熱して除去することで、シリカを含む成分から構成される外殻部を有し、前記外殻部
の内部が中空である中空シリカ粒子を製造できる。したがって、本発明は、その他の態様
において、中空シリカ粒子の製造方法であって、本発明の複合シリカ粒子の製造方法によ
って複合シリカ粒子を製造すること、及び、前記複合シリカ粒子の内部の疎水性有機物を
加熱除去することを含む製造方法に関する。
【００７０】
　本発明の中空シリカ粒子の製造方法の一態様として、本発明の複合シリカ粒子の製造方
法によって製造され得る複合シリカ粒子を３５０～９５０℃で焼成して該複合シリカ粒子
内部の疎水性有機物を除去することを含む製造方法が挙げられる。この工程を含むことに
より、メソ細孔構造を有する外殻部を備え、かつ、内部が中空である中空シリカ粒子を製
造できる。焼成温度としては、メソ細孔構造の維持及び作業の簡便化の点から、好ましく
は４００～８００℃であり、より好ましくは４５０～７００℃である。焼成方法としては
電気炉等を用いた方法が挙げられる。焼成時間としては、１～１０時間が挙げられ、適宜
設定できる。この態様の中空シリカ粒子の製造方法によれば、平均細孔径、ＢＥＴ比表面
積、平均粒子径、外殻部平均厚み、及び〔外殻部の厚み／平均粒子径〕の比が前述した複
合シリカ粒子と同範囲のメソポーラス中空シリカ粒子を製造できる。
【００７１】
　本発明の中空シリカ粒子の製造方法のその他の態様として、本発明の複合シリカ粒子の
製造方法によって製造され得る複合シリカ粒子を９５０℃を超える温度で焼成して該複合
シリカ粒子内部の疎水性有機物を除去することを含む製造方法が挙げられる。この工程を
含むことにより、メソ細孔が焼き締められ、ＢＥＴ比表面積が低減された外殻部を備え、
かつ、内部が中空である中空シリカ粒子を製造できる。ＢＥＴ比表面積は、例えば、３０
ｍ2／ｇ未満とすることができる。焼成温度としては、メソ細孔を焼き締め、ＢＥＴ比表
面積を３０ｍ2／ｇ未満にする点から、好ましくは９６０～１５００℃、より好ましくは
９７０～１３００℃であり、さらに好ましくは９８０～１２００℃である。焼成時間は焼
成温度などにより異なるが、通常０．５～１００時間、好ましくは１～７５時間である。
また、９５０℃を超える温度で焼成を行う前に、シリカ粒子に包含される疎水性化合物や
第四級アンモニウム塩の除去のために、一旦３５０～９５０℃で焼成してメソ細孔構造を
有する中空シリカ粒子を製造し、その後に９５０℃を超える温度で焼成してもよい。その
場合は予め電気炉などを用いて好ましくは４００～８００℃、より好ましくは４５０～７
００℃で１～１０時間焼成を行った後に９５０℃を超える温度で焼成を行う。焼成時に粒
子が破損することを避けるという点から、一旦メソ細孔構造を有する中空シリカ粒子を経
由して製造する方法がより好ましい。なお、この態様の製造方法で得られる中空シリカの
平均粒子径、外殻部平均厚み、及び〔外殻部の厚み／平均粒子径〕の比は、前述した複合
シリカ粒子と同範囲とすることができる。
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【実施例】
【００７２】
　以下、実施例により本発明を説明する。後述する実施例及び比較例において、シリカ粒
子の各種測定は、以下の方法により行った。
【００７３】
　（１）平均粒子径、及び平均外殻厚みの測定
　日本電子株式会社製の透過型電子顕微鏡（ＴＥＭ）ＪＥＭ－２１００を用いて加速電圧
１６０ｋＶで測定を行い、それぞれ２０～３０個の粒子が含まれる５視野中の全粒子の直
径及び外殻厚みを写真上で実測して、平均粒子径及び平均外殻厚みを求めた。観察に用い
た試料はマイクログリットタイプＢ（（ＳＴＥＭ１５０Ｃｕグリッド、カーボン補強済）
応研商事株式会社製）に付着させ、余分な試料をブローで除去して作成した。
【００７４】
　（２）ＢＥＴ比表面積、及び平均細孔径の測定
　株式会社島津製作所製、比表面積・細孔分布測定装置、商品名「ＡＳＡＰ２０２０」を
使用し、液体窒素を用いて吸着測定を行い、吸着等温線の直線性がよく、ＢＥＴ定数Ｃが
正となるような範囲における多点法よりＢＥＴ比表面積を導出した（Ｓ．Ｂｒｕｎａｕｅ
ｒ他，Ｊ．Ａｍｅｒ．Ｃｈｅｍ．Ｓｏｃ．，第６０巻、第３０９頁、１９３８年）。シリ
ンダー型細孔モデルであるＢＪＨ法（Ｅ．Ｐ．Ｂａｒｒｅｔｔ他，　Ｊ．Ａｍｅｒ．Ｃｈ
ｅｍ．Ｓｏｃ．，第７３巻、第３７３頁、１９５１年）を採用し、ピークトップを平均細
孔径とした。前処理は２５０℃で５時間行った。
【００７５】
　（３）疎水性有機物の有効使用量の算出方法
　製造時の疎水性有機物の使用体積（Ａ）、シリカ源のＳｉＯ2換算体積（Ｂ）、及び、
生成物の空洞部体積（Ｃ）、生成物のシリカ部体積（Ｄ）より以下のように算出した。
（Ａ）疎水性有機物の使用体積＝製造時の疎水性有機物使用量（ｇ）÷疎水性有機物密度
（ｇ／ｃｍ3）
（Ｂ）シリカ源のＳｉＯ2換算体積＝シリカ源使用量（ｇ）÷シリカ源物質量（ｇ／ｍｏ
ｌ）×６０（ｇ／ｍｏｌＳｉＯ2）÷２．２（ｇ／ｃｍ3ＳｉＯ2）
（Ｃ）生成物の空洞部体積＝４÷３×π×（（平均粒子径－外殻部厚み×２）÷２）3

（Ｄ）生成物のシリカ部体積＝４÷３×π×（平均粒子径÷２）3－（Ｃ）
疎水性有機物の有効使用量は仕込み量に対して実際にシリカ粒子に包含されて利用された
疎水性有機物の割合を見積もった値であり、疎水性有機物の全量がシリカ粒子に包含され
た場合を１００（％）として上記（Ａ）から（Ｄ）を用いて次式により算出した。
疎水性有機物の有効使用量（％）＝（Ａ÷Ｂ）÷（Ｃ÷Ｄ）×１００
【００７６】
　実施例１
　５００ｍＬフラスコにメタノール（和光純薬製、特級）１００ｇ、ドデシルトリメチル
アンモニウムクロライド（東京化成製）１．７ｇ、ナタネ油（シグマアルドリッチジャパ
ン製）１．５ｇを入れて撹拌し、Ａ液を調製した。５００ｍＬフラスコに水３００ｇ、２
５％テトラメチルアンモニウムヒドロキシド水溶液（和光純薬製）０．８２５ｇを入れて
撹拌し、Ｂ液を調製した。Ａ液を２５℃で撹拌しながらＢ液を添加し、次いでテトラメト
キシシラン（東京化成製）１．７ｇ（Ｃ液）を加え、２５℃で５時間撹拌した。得られた
白濁水溶液を５Ｃのろ紙を用いてろ別し、水洗後、１００℃で乾燥機（アドバンテック製
、ＤＲＭ４２０ＤＡ）にて乾燥することにより白色粉末を得た。得られた乾燥粉末を０．
０１ｍｏｌ／Ｌ塩酸（和光純薬製）１００ｍＬに分散し、２５℃で１２時間撹拌した。得
られた白色沈殿物を５Ｃのろ紙を用いてろ別し、水洗後、１００℃で乾燥機（アドバンテ
ック製、ＤＲＭ４２０ＤＡ）にて乾燥することにより粒子内部にナタネ油を内包し、外殻
部がメソ細孔構造を有する複合シリカ粒子を得た。この複合シリカ粒子の各種測定結果を
下記表１に示し、ＴＥＭイメージを図１に示す。
【００７７】
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　実施例２
　ナタネ油の代わりにヘキサン（和光純薬製）１ｇを用いて実施例１と同様の操作を行い
、複合シリカ粒子を得た。この複合シリカ粒子の各種測定結果を下記表１に示し、ＴＥＭ
イメージを図２に示す。
【００７８】
　実施例３
　５００ｍＬフラスコにメタノール（和光純薬製、特級）２０ｇ、ドデシルトリメチルア
ンモニウムクロライド（東京化成製）１．７ｇ、ドデカン（和光純薬製）０．７ｇ、テト
ラメトキシシラン（東京化成製）０．６８ｇを入れて撹拌し、Ｃ液を含むＡ液（Ａ’液）
を調製した。５００ｍＬフラスコに水３８０ｇ、１Ｍ水酸化ナトリウム水溶液（和光純薬
製）１．８ｇを入れて撹拌し、Ｂ液を調製した。Ａ’液を２５℃で撹拌しながらＢ液を添
加し、５時間撹拌した。得られた白濁水溶液を５Ｃのろ紙を用いてろ別し、水洗後、１０
０℃で乾燥機（アドバンテック製、ＤＲＭ４２０ＤＡ）にて乾燥することにより白色粉末
を得た。得られた乾燥粉末を０．０１ｍｏｌ／Ｌ塩酸（和光純薬製）１００ｍＬに分散し
、２５℃で１２時間撹拌した。得られた白色沈殿物を５Ｃのろ紙を用いてろ別し、水洗後
、１００℃で乾燥機（アドバンテック製、ＤＲＭ４２０ＤＡ）にて乾燥することにより粒
子内部にナタネ油を内包し、外殻部がメソ細孔構造を有する複合シリカ粒子を得た。この
複合シリカ粒子の各種測定結果を下記表１に示す。
【００７９】
　比較例１
　５００ｍＬフラスコに水３００ｇ、メタノール（和光純薬製、特級）１００ｍＬ、１Ｍ
水酸化ナトリウム水溶液（和光純薬製）２．３ｇ、ドデシルトリメチルアンモニウムブロ
マイド（東京化成製）１．７５ｇ、ナタネ油（シグマアルドリッチジャパン製）１．５ｇ
をこの順に添加して２５℃で撹拌した後に、テトラメトキシシラン（東京化成製）１．７
ｇを加え、２５℃で５時間撹拌した。得られた白色沈殿物を５Ｃのろ紙を用いてろ別し、
水洗後、１００℃で乾燥機（アドバンテック製、ＤＲＭ４２０ＤＡ）にて乾燥することに
より白色粉末を得た。得られた乾燥粉末を０．０１ｍｏｌ／Ｌ塩酸（和光純薬製）１００
ｍＬに分散し、２５℃で１２時間撹拌した。得られた白色沈殿物を５Ｃのろ紙を用いてろ
別し、水洗後、１００℃で乾燥機（アドバンテック製、ＤＲＭ４２０ＤＡ）にて乾燥する
ことにより粒子内部にナタネ油を内包し、外殻部がメソ細孔構造を有する複合シリカ粒子
を得た。この複合シリカ粒子の各種測定結果を下記表１に示す。
【００８０】
【表１】

【００８１】
　上記表１に示すとおり、実施例１～３の複合シリカ粒子では、比較例１の複合シリカ粒
子よりも疎水性有機物の利用効率が向上した。
【産業上の利用可能性】
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【００８２】
　以上説明したとおり、本発明は、例えば、複合シリカ粒子及び中空シリカ粒子を利用可
能な、触媒担体、吸着剤、物質分離剤、酵素や機能性有機化合物の固定化担体等を扱う分
野において有用である。

【図１】
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【図２】
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