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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　各タイプのシリカがその上に接着あるいは沈着アモルファス状炭素を含むアモルファス
状沈降シリカ又はシリカ・ゲルを生成する方法において、
　シリカ及び活性炭素を含み、バイオマスの熱分解によって得られたバイオマス灰のアル
カリ消化によってつくられたアルカリケイ酸塩溶液を、各タイプのシリカが接着あるいは
沈着アモルファス状炭素を含む沈降シリカ又はシリカ・ゲルのスラリーをつくるのに有効
な程度に酸性化するステップと、
　上記スラリーから接着あるいは沈着アモルファス状炭素を含む沈降シリカ又はシリカ・
ゲルを分離するステップ
を含むことを特徴とする方法。
【請求項２】
　上記バイオマス灰が籾殻灰であることを特徴とする請求項１記載の方法。
【請求項３】
　上記酸性化が硫酸、塩酸、燐酸、硝酸、酢酸、及びそれらの組み合わせで構成されるグ
ループから選択される酸によって行われる請求項１記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
（発明の分野）
本発明は、腐食性バイオマス灰溶液からの沈降シリカ又はシリカ・ゲルに関するものであ
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り、これらそれぞれのタイプのシリカは接着あるいは沈着活性化炭素を含む又は炭素を含
まないものである。そしてそれらの製法に関するものである。
【０００２】
（発明の背景）
市販されている沈降シリカは硫酸などの鉱酸によってケイ酸ナトリウム溶液などの腐食性
ケイ酸塩溶液を用いた酸性化を通じてつくられる。市販されている腐食性ケイ酸塩溶液は
通常、高純度ソーダ灰とシリカ・サンドを炉内で1300℃～1500℃以上の温度で溶融するこ
とで固形ガラスをつくることによってつくられる。ケイ酸塩溶液はそのガラスをスチーム
及び熱水で溶かすことによってつくられる。これは今日におけるナトリウムあるいはその
他の可溶性ケイ酸塩溶液をつくるためのすべての商業的プロセスの基礎である。両方のプ
ロセスとも非常にエネルギー集約的で、従って非常に経費がかかり、そしてケイ酸塩は土
中に見出される金属汚染物質を一般的に500～10,000ppm程度の量で含んでいる。沈降シリ
カをつくるためのプロセスは米国特許第2,657,149、第2,940,830、第4,157,920、第4,495
,167及び第4,681,750に述べられており、それらはすべて参照することで沈降シリカをつ
くるプロセスとそれら生成物の特性を含めて本明細書に取り入れられている。一般的に、
酸及びケイ酸塩溶液は反応器に加え、それらのプロセス条件を操作することで、化学的及
び構造的特性を制御することができる。沈降反応が完了した後、固体沈降物をろ過し、洗
浄して可溶性副産物を取り除き、乾燥し、望ましいサイズに破砕する。
【０００３】
やや異なった特性を有する別の形態のアモルファス状シリカであるシリカ・ゲルも上に述
べたのと同じ方法で、しかし、pHがより低い溶液でつくられる。商業的に生産されるシリ
カ・ゲルのためのプロセスは可溶性金属ケイ酸塩、通常はケイ酸ナトリウムの溶液を硫酸
や塩酸などの強鉱酸で処理するステップを伴う。ゲル相は底に沈まないので、シリカ・ゲ
ルは慣習的にコロイド状アモルファス性シリカ粒子の非沈降均一混合物と表現される。最
終生成物を洗浄して可溶性塩類を取り除き、乾燥して、適切な粒子サイズ範囲に縮小され
る。一般的には、ヒドロゲルとエアロゲルの２つのタイプのシリカ・ゲルがある。ヒドロ
ゲルは上に述べたように調製され、エアロゾルは通常水をアルコールと置換することで未
精製ヒドロゲルから調製され、乾燥プロセス中に回収される。ガラス状物質であるシリカ
・ゲルは巨大な内腔面積を有しており、大量の水分及びその他の物質を吸収する能力を持
っている。
【０００４】
炭素がその上に接着あるいは沈着している沈降シリカはタイヤ又は工業製品など、高度の
強さと磨耗抵抗を必要とする種々のゴム製品に利用されている。シリカと炭素の組み合わ
せをゴムの強化剤として使用するための現在の方法はそれらの固体成分をゴム組成物内に
混ぜ込むステップを伴っており、これには通常均一の混合物を得るために分散剤及び結合
剤の添加を必要とする。実際には、炭素は通常市販され、タイヤ、トレッド、ホースなど
で一般的に用いられているカーボン・ブラックから選択される。実例としては、ゴム合成
分野の当業者に良く知られているASTM指定Ｎ価を有するカーボン・ブラックを含んでいる
。これらのカーボン・ブラックは重い残油原油を慎重に制御された燃焼プロセス内で非常
な高温下で処理することで製造される。この製造プロセスは非常にエネルギー及び労働集
約的で、製造コストが高くなる。
【０００５】
実際には、ゴム合成アプリケーションで一般的に用いられているケイ酸塩化合物（シリカ
）は通常、ケイ酸ナトリウムなどの可溶性シリカの酸性化によって得られるものなどの沈
降シリカである。好ましいシリカはAKZO、PPG、Dupont、Rhone-Poulenc、Huber及びDegus
saが販売しているようなものである。また、粒子状沈降シリカにゴムに対する強化効果を
持たせるためにシリカ表面とゴム・エラストマの両方と結合することができる結合剤が用
いられる。
【０００６】
前にも述べたように、沈降シリカとシリカ・ゲルは多くの応用例、特にゴム産業で強化充
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填材として用いられている。高度の強化及び磨耗抵抗を必要とする多くのゴム応用例で、
シリカとアモルファス炭素質成分の組み合わせが用いられる。結合剤を含む、あるいはそ
れを含まないカーボン・ブラックとシリカがタイヤのトレッド、アンダートレッド、及び
サイドトレッド、工業用ホース、コンベヤ・ベルト、ローラー、ゴム製ショック吸収材な
どの種々のゴム製品のための強化用充填材として一般的に用いられている。硫黄硬化ゴム
を含むエラストマーのための強化充填材としてのシリカとカーボンの利用はこうした分野
の当業者には良く知られている。
【０００７】
米国特許第5,610,216は、強化用充填材として用いられるシリカとカーボン・ブラックの
組み合わせを含み、シリカ対カーボン・ブラック比率が3/１（シリカ75％と炭素25％）か
ら約30/1(シリカ96.77％と炭素3.23％)の範囲であるゴム組成物を開示している。ゴム組
成物はゴムの100重量部分（phr）に対して約25～約100部分のシリカとカーボンよりなる
強化充填材を含んでいる。
【０００８】
前にも述べたように、商業的には、カーボン・ブラックは慎重に制御された燃焼プロセス
内で重い残油原料を非常に高い温度下で処理することでつくられる。燃焼プロセスの条件
を変えることで、いろいろな構造及び粒子サイズの何十というグレードが製造される。表
面積及び孔体積などのカーボン・ブラックの構造的特性は沈降シリカ及びシリカ・ゲルに
対して用いられるのと同様の方法を用いて評価、測定される。カーボン・ブラックの構造
、例えば粒子間の結合度などを測定するための原理はASTM D2414 に従ってDBP(ジブチル
・フタレート)オイル吸着によって決定され、その数値は100グラムの炭素あたりに吸着さ
れるミリリットル（ml/100g）で表示される。表面積の測定は通常BET(Brunauer, Emmett,
 Teller)窒素吸着テスト法、ASTM D3037あるいはASTM D4820で行われ、数値は炭素1グラ
ムあたりの平方メートル（m2/g）で表示される。一部のメーカーは表面積に対してはASTM
 D3765、CTAB(臭化セチルトリメチルアンモニウム)吸着を用い、数値はほとんどの場合、
BET値の場合と同様m2/gで表示される。また、一部のメーカーは表面積の測定方法として
、ASTM D1510、カーボン・ブラック－ヨード吸着価の標準テスト法を用いている。例えば
、mg/gで表現されるヨード価が高ければ高いほど粒子サイズは小さく、表面積は大きく、
これらのことはゴム・エラストマに対する強化用カーボン・ブラックとしてより優れてい
ることを示している。
【０００９】
ヨード価及びDBP価とASTＭ指定カーボン・ブラックに対するＮ価との組み合わせはThe Va
nderbilt Rubber Handbook, 13th Edision(1990)にも見られる。DBP価は構造を示してお
り、値が高いほどより高い構造と、通常はアグリゲート・サイズがより大きいことを示し
ている。BET窒素吸着価は表面積を示しており、価が高いほど表面積が大きく、通常は粒
子サイズが小さいことを示している。
【００１０】
米国特許第5,168,106、第5,679,728、及び第5,798,405は上に述べた使用目的に適したカ
ーボン・ブラックを開示しており、構造特性は以下の通りである。DBP(ジブチルフタレー
ト)吸着価：80～135ml/100gの範囲、BET窒素吸着価：20～300mg/gの範囲、そして、ヨー
ド価：25～300mg/gの範囲。
【００１１】
米国特許第5,807,494はゲル成分に炭素質成分が付着したシリカ・ゲル組成物を開示して
いる。炭素質成分はカーボン・ブラック、炭素繊維、活性炭素、そしてグラファイト炭素
で構成される群から選択される。必要であれば、炭素質成分はゲル成分に付着して、それ
によって水分散性を増大するように修正してもよい。ゲル組成物での使用に適したゲル成
分はシリカ・ゲル、チタニア・ゲル、アルミナ・ゲルなどの金属酸化物ゲルなどである。
ゲル成分内に含まれる炭素質成分の量は意図された使用目的に依存している。一般的に、
ゲル成分内で1～99重量％の範囲の炭素質成分を用いることができる。かさ密度が低いゲ
ル組成物が望ましい場合は、重量で1～50％の炭素質成分が用いられる。かさ密度が高い
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ゲルが望ましい場合、50～99重量％の炭素質成分が用いられる。炭素質成分を含むゲル組
成物は当業者に周知の応用例で用いることができ、そうした応用例としては熱、電気及び
音響遮断を含む絶縁材としての使用；顔料、インク、あるいは食品の増粘材など粒子添加
剤としての利用；塗料や被覆材で用いられるつや消し剤；セメント、接着剤、及びゴム組
成物で用いられる充填材；ポリマー及び天然あるいは合成ゴム組成物で用いられる強化剤
；液体、ガス、あるいは蒸気吸着プロセスのための吸着材；粉末化金属あるいは金属酸化
物触媒材料などのための触媒基質；液体、ガス、あるいは蒸気を分離するための膜；粒子
ろ過のためのフィルター；放射能検出装置；熱遮断被覆で用いられるような耐熱被覆材；
そして低圧電素材などがある。
【００１２】
米国特許第5,807,494のゲル組成物での使用に適したゲル前駆体は、アルコキシド、ケイ
酸ナトリウム、及びコロイド形態のSiO2；アルコキシド及びコロイド形態のTiO2；アルコ
キシド、コロイド、ケイ酸ナトリウム、そして塩形状のAl2O3などの先行技術で周知の金
属酸化物前駆体である。特定の前駆体の選択は望ましいゲルのタイプに依存する。この技
術分野の当業者ならすぐ分かるように、特定のゲル組成物が特定の使用例での使用に望ま
しいかどうかは組み込まれる炭素質物質の量、及びその組成物のかさ密度などゲル組成物
の性質に依存している。
【００１３】
特許第5,807,494の実施例23～28はケイ酸ナトリウム前駆体からつくられ重量（固体成分
）が炭素質成分の50％以下であるシリカ・ゲルに関係している。これらの実施例ではペー
ジ10、表１に示される性質を有する３つのタイプのカーボン・ブラックが用いられたが、
その性質とは、窒素表面積（ASTM D3037）が24～560ｍ2/g、DBPオイル吸着(ASTM D2424)
が70～132ml/100g 、そして平均一次粒子サイズ(ASTM D3849 )が16～130ナノメートルで
ある。ゲル形成を開始する前に、固有の量の特定カーボン・ブラックを市販のケイ酸ナト
リウム（SiO2/NaO2比率が3.22：1）と2M硫酸で構成され、pHが約３のゾルに加えた。ゲル
化はゾルのpHが約５に上昇するまで１M水酸化ナトリウムを徐々に加えることによって開
始された。塩類を取り除くための洗浄、溶媒交換、そして乾燥を行った後、上記炭素質物
質がゲル成分に付着したかどうかを判定するために、ラブ・オフ技術及び走査電子顕微鏡
(SEM)写真を用いて評価を行った。
【００１４】
米国特許第5,679,728はタイヤ・トレッド、アンダートレッド、そしてサイド・トレッド
用のゴム組成物で用いられるその表面にシリカが接着あるいは沈着されているカーボン・
ブラック（『シリカ表面処理カーボン・ブラック』と称する）を開示しており、このカー
ボン・ブラックは制動性能及びその他のタイヤ性能を低下させずに燃料消費を低下させる
とともに優れた耐久性を提供する。さらに、シリカの欠陥である電気抵抗の上昇を抑え、
分散性を向上させるシリカ表面処理カーボン・ブラックの提供も開示されている。このシ
リカ処理カーボン・ブラックは好ましくは20～300ｍ2/gの窒素固有表面積（N2SA）と90～
180ml/100gのDBPオイル吸着を有している。このシリカ表面処理カーボン・ブラックは以
下の方法でつくられたものである。通常の方法で調製されたカーボン・ブラック（DBP吸
着：115～119 ml/100g）スラリーを90oCまで加温して、その後、希釈されたJIS No. 3ケ
イ酸ナトリウムを低速デリバリー・ポンプで４時間かけて加え、希釈硫酸と水酸化ナトリ
ウムの水溶液を用いてpHを5～10の範囲に維持し、それによってシリカをカーボン・ブラ
ックの表面に沈着させた。次に、pHを６に調製して、その溶液を6時間放置してから、ろ
過、洗浄、乾燥したところ、望ましい物質が得られた。シリカの量は添加されるケイ酸ナ
トリウムの量を調節することで変えられた。
【００１５】
シリカ表面処理カーボン・ブラックにおけるシリカの含量を分析的に調べ、窒素固有表面
積とヨード吸着を含むその特性について判定した。上に述べた方法で調製したシリカ表面
処理カーボン・サンプルの場合、シリカ含量は2～74重量％の範囲であり、窒素固有表面
積は94～193m2/gであり、ヨード吸着量は2～137mg/gの範囲であった。タイヤ・トレッド
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、アンダートレッド、キャップ・トレッド、そしてサイド・トレッドとして使用するため
の種々のゴム組成物をシリカ表面処理カーボン・ブラックを用いて調製し、次にテストを
行って、その結果を通常のカーボン・ブラック及びシリカ強化を用いて合成されたゴム組
成物から得たものと比較した。これらの結果はシリカ表面処理カーボン・ブラックによる
ゴム組成物がグリップに優れ、さらに回転抵抗が低いことを示している。さらに、電気抵
抗が減り、そのゴム組成物内でのシリカ表面処理カーボン・ブラックの分散性が改良され
た。
【００１６】
米国特許第5,916,934はエラストマーとシリカ被覆カーボン・ブラック、そしてオプショ
ンとしては結合剤を含むエラストマー性化合物を開示している。この特許はシリカで被覆
されたカーボン・ブラックを教示しており、エラストマーにおける炭素、シリカ、あるい
はそれらの混合物より優れた利点を提供すると期待されている。どんなカーボン・ブラッ
クを用いてもよいが、その望ましい性質は先行技術で周知の分析方法で判定される。その
性質としては、粒子サイズと比表面積、かさサイズ、形状、そして分散性、及びその表面
の化学、物理特性などである。さらに、有益なシリカの実例としてはシリカ、沈降シリカ
、アモルファス性シリカ、粘性シリカ、燻蒸シリカ、溶融シリカ、アルミノシリケートな
どのケイ酸塩、そして粘土、タルク、ウォラストナイトなどのその他のSi含有充填材など
である。シリカはCabot Corporation, PPG Industries, Rhone-Poulec, Deggussa AGなど
の供給源から市販されている。
【００１７】
先行技術から、単体であれ組み合わせであれ、用いられる沈降シリカ、シリカ・ゲル、及
び炭素が構造特性、表面積、多孔性、吸収及び吸着、表面活性、加湿性、水溶液内での分
散性、そしてかさ密度レベルなどで一定の特性を有している必要があることは明らかであ
る。例えば、ゴム製品、エラストマー、その他のポリマー内で強化充填材としての炭素と
組み合わせられたシリカは通常大きな表面積とオイル吸着値を有している。これらの使用
法の別の重要な特徴は水性ゴム組成物における分散性である。上に述べた特許の幾つかは
、シリカ-炭素成分の分散性がシリカ表面処理カーボン・ブラック、シリカ・ゲル成分に
取り付けられた炭素質成分、シリカ被覆カーボン・ブラック、そしてシラン結合材を使用
することで改善されることを教示している。ゴム強化成分内のシリカは必ずしも物理、化
学的にカーボン・ブラックの表面に結合していなくてもよいが、シリカがカーボン・ブラ
ック表面に接着、あるいは沈着していることは好適である。
【００１８】
最近開発されたコロイド形状での沈降シリカの新しい使用法はコンピュータ・チップ及び
その他の電子装置の製造でシリコン・ウエハーを磨くために用いられる化学的物理的平面
化（CMP）スラリーの形成である。例えば、米国特許第3,922,393、第4,260,396、第4,588
,421、第5,100,581、第5,230,833、第5,527,423、第5,603,805、第5,860,848、そして第5
,891,205は種々の濃度、修正、及び添加物を含む、半導体産業用のシリコン・ウエハーの
研磨及び平面化のプロセスにおける化学物理的研磨スラリーとして特に有益なコロイド状
シリカ溶液の使用を開示している。
【００１９】
先行技術で知られているように、ＣＭＰ研磨用スラリーは、通常は制御された表面溶解を
起こさせる溶液pHで除去されるべき物質に対して腐食性の化学的薬剤と、表面から物質を
物理的に取り除く研磨粒子とで構成されている。仕上げられた半導体チップが処理中にウ
エハーに付着する汚染物質によって影響を受け易いことは良く知られている。微量遷移金
属、アルカリ及びアルカリ性土類金属、アルミニウムなどによって汚染されるシリカ・ス
ラリーの使用はウエハー研磨で用いられるといくつかの問題を起こす。特に懸念される汚
染性金属はナトリム（Na）とカリウム（K）などのアルカリ金属、カルシウム(Ca)とマグ
ネシウム(Mg)などのアルカリ土類金属、そして鉄(Fe)、銅(Cu)、マンガン（Mn）、ニッケ
ル（Ni）、亜鉛（Zn）などの遷移金属である。特にもし、Fe、Ni、Cu、Mn、あるいはCrも
存在している場合に問題を引き起こす可能性があるその他の金属はアルミニウムである。



(6) JP 5128040 B2 2013.1.23

10

20

30

40

50

それらの金属が十分に高い濃度で存在していると、CMPシリカ・スラリーは最終製品の必
要条件を満たさないこともしばしばある。
【００２０】
ウエハー表面と接触するCMP物質及び溶液においては、ウエハー及び最終チップ製品の汚
染を防ぐために金属含量をできるだけ低めるべきであることは一般的に認められている。
【００２１】
CMPスラリー内での研磨材として使用するためのコロイド状の沈降シリカ粒子は通常入手
し易い市販ケイ酸ナトリウム溶液の酸性化によってつくられる。市販ケイ酸塩は土類鉱物
原料、砂、ソーダ灰などから平炉内で高温で溶融することでつくられる。これによって溶
融ケイ酸塩ガラスがつくられ、それを冷却、破断して容器に入れ、加圧下で熱水及び水蒸
気によって溶解してケイ酸塩水溶液を形成する。砂及びソーダ灰原料は土の中に見出され
る種々の不純物を含んでおり、さらに炉の絶縁表面も金属酸化物を放出するので、上に述
べたような産業利用のための市販ケイ酸塩は通常約500～10,000ppmの範囲の量の汚染物質
を含んでおり、これらが以下に述べるような金属汚染を引き起こす。
【００２２】
先行技術で知られているように、研磨操作の結果として生じるシリコン・ウエハー内ある
いはその表面での金属汚染の可能性をできるだけ少なくするために、CMPスラリーの製造
はケイ酸塩溶液及びシリカ系CMPスラリーからの金属除去のための種々の処理プロセスを
発展させてきている。これらの高価で時間がかかる処理プロセスには、例えば、超音波の
適用中に金属を除去するために酸によるシリカ粉末粒子の処理、その上に酸素が沈着され
た細かく分割された炭素質基質と接触している状態でそれらの金属を含んでいるシリカ化
合物を加水分解してその後酸素を炭素から分離する処理中、イオン交換を用いてカウンタ
ーイオンを除去し、その後水酸化アンモニウム及び炭酸アンモニウムを加えて安定した製
品をつくる処理中、水でコロイド状シリカ・スラリーを希釈してその後それを酸形状で陽
イオン交換樹脂に露出させ、そしてシュウ酸を加えてシュウ酸含有低pHケイ酸を形成し、
そしてそのケイ酸溶液を水酸化物形状で陰イオン交換樹脂に露出させてすべての負電荷種
を水酸化物イオンと置換させ、そしてその水酸化物中和ケイ酸溶液を酸形状で陽子水和化
陽イオン交換樹脂に露出させてそれによって低金属ケイ酸溶液を形成し、その後冷却し、
安定化のために水酸化アンモニウムを加え、加熱して反応させることによって低金属シリ
カ溶液をつくる処理などの際に金属を除去するための処理などがある。
【００２３】
いくつかのCMPスラリー製造業者がマイクロエレクトロニクス級の品質のケイ酸ナトリウ
ムを製造するために高純度の砂とソーダ灰原料を使って金属不純物の少ないコロイド状シ
リカ・スラリーを開発しようとしていることが知られている。これらの試みは金属性汚染
物質総量を約250ppmのレベルまで低下させることには成功しているが、コストの点がその
技術を商業的に魅力のないものにしている。いくつかの製造業者が用いている別の技術は
金属のウエハー表面への移行を抑止するためにスラリー混合物内でキレート化剤を用いて
いる。
【００２４】
現在市販されている籾殻灰は炉内で籾殻をガス化、あるいは燃焼又は焼却することによっ
てつくられている。ガス化とは熱を加えることで固体燃料中の炭化水素あるいは炭水化物
成分を熱に転化することである。燃焼とは燃やしたり化学的変化を起こさせたり、特に酸
化させる作用あるいはプロセスで、熱と光の発生を伴う。焼却とは燃やして灰にすること
による償却行為である。熱分解は熱を加えることで物質中に起きる化学的変化である。便
宜上、『熱分解』という用語はガス化、燃焼、焼却、及び籾殻から籾殻灰とアモルファス
状の炭素をつくるあらゆる形態の熱処理を含んでいる。
【００２５】
ある種の農業副産物や廃棄物質が生物由来のシリカ、つまり、植物などの生物の細胞構造
内で形成、同化、発生されたシリカをいろいろな量で含んでいることは知られている。通
常『バイオマス』と呼ばれるこれらの副産物は基本的には籾殻、わら、麦わら、そしてサ
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トウキビ・バガスである。生物由来のシリカを含むその他の植物にはトクサ、ある種のシ
ュロの葉（パルミラ・パーム）、そしてある種の竹の幹などである。これらの農業副産物
及び植物内の生物由来のシリカは明確な結晶構造を有しておらず、このことはそれが一定
の多孔性を有するアモルファスであることを意味している。
【００２６】
乾燥した籾殻は約60％のセルロース及びヘミセルロース、20％リグニン、19％シリカ、0.
5％窒素及び硫黄、そして0.5％などの燐、マグネシウム、マンガン、鉄、カリウム、ナト
リウム、アルミニウム、チタン、そしてカルシウムなどの鉱物質を含んでいる。籾殻を燃
焼させると、残った固体物質や灰は重量で最初の籾殻の量の約20％を含んでおり、主にシ
リカ、鉱物質、そして未燃焼炭素で構成されている。
【００２７】
乾燥したサトウキビ・バガスは通常約6％の糖分（炭水化物）と94％の繊維性物質（セル
ロース、ヘミセルロース、リグニン、シリカ、そして鉱物）を含んでいる。バガス灰を化
学的に分析すると以下のデータが得られる。SiO2：60～73％、Al2O3：3～6％、CaO：2～3
％、Fe2O3：5～6％、K2O：3～4％、MgO：3～4％、Na2O：3～4％、P2O5：4～5％、そして
未燃焼炭素：4～17％。
【００２８】
農業廃棄物あるいはバイオマスは潜在的に有用な燃料としての価値を有すると同時に、い
ろいろな場所で、特に精米工場やサトウキビ処理作業の現場の近くで水蒸気や電気をつく
りだすための低級燃料として用いられている。直接的な燃焼及び焼却が籾殻廃棄物を処分
するための迅速な方法として長年にわたり用いられている。籾殻の通常の焼却においては
、炉はその焼却によってつくりだされるシリカの形状には配慮せずに非常な高温で作動す
るように設計されている。二酸化ケイ素のフェーズ・ダイアグラムはアモルファス状の非
結晶形態からトリジマイト及びクリストバライトとして知られる結晶性形態への移行はシ
リカが純粋な状態にある場合は約2000oF（1093℃）以上の温度で起きる。しかしながら、
籾殻などのバイオマス性物質を1800oF～2000oFの範囲で一定時間焼却すると、アモルファ
スから結晶性への移行温度が最初の籾殻の他の成分の存在で低くなるので結晶性シリカが
形成されてしまう。
【００２９】
米国特許第3,889,608及び第3,959,007は籾殻などのバイオマス性物質を焼却して使用可能
なエネルギーと灰中の高度に反応性の高いアモルファス形態をつくりだすための炉及びプ
ロセスを開示している。この焼却あるいは直接燃焼プロセスにおいては、生の籾殻を円筒
形炉内の燃焼ゾーンで過剰な空気の存在下で高温に露出させられ、灰は底部から継続的に
除去される。殻は1250oF（677℃）と1500oF（815℃）のガス質量温度で比較的高いレベル
の乱流で焼却され、それによって籾殻の温度が約1300oF （704℃）を超えないようにする
。結晶がない灰が望ましい場合は1250oF（677℃）と1500oF（815℃）の温度が望ましい。
炉から取り出されると、灰は取り扱い易いようにするために急速に冷却される。籾殻ある
いはその他の生物由来の物質の焼却あるいは燃焼は時間－温度依存であり、これらの条件
下でそれらを燃やすと炭素を活性化させる殻の燃焼から生じる炭素粒子を有する籾殻灰な
どの生物性の灰をつくりだす。こうした方法で殻を焼却すると重量で約3％～約14％の活
性炭素がつくられる。また、籾殻及びその他の生物由来の物質を焼却すると、灰の中のシ
リカが石英やトリジマイト、あるいはクリストライトなどとして知られている結晶液体で
はなく比較的純粋なアモルファス状態で残る。
【００３０】
シリカをアモルファス状態にしておくことの意義は、そのシリカが多孔性の骨格構造を保
持し、それがその灰の腐食性消化などの操作中による優れた化学的反応性と可溶性を示す
からである。安全性の観点から、これまで結晶性シリカ・ダストの焼却に関連してきた一
般に知られている健康上の危険は珪肺である。1997年に、International Agency for Res
earch on Cancer (IARC)の作業グループが職業上の供給源から吸入された結晶性シリカを
ヒトに対する発がん性があるとする研究論文を発表し、それをIRACグループ1作用因子に
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分類した。Occupational Safety and Health Administration (OSHA)規制及びそのOSHA H
azard Communication Standard、各州の知る権利に関する法律、そしてその他の該当する
連邦、州、及びその他の自治体の結晶性シリカに関する法律及び規制は空気中の結晶性シ
リカに関する露出許容限度（PEL）を規定している。OSHAは結晶性シリカの３つの異なっ
た形態に関する産業上の一般的PELについて公表している。クリストバライト及びトリジ
マイトは結晶性シリカの形態であり、量としては石英より少なく、PELも石英より低い。
一般的産業における結晶性シリカに対するこれらのPELは"Code of Federal Regulations"
 29 CFR 1910-1000、"Air Contaminants"の表Z－３"Mineral Dusts"に示されている。
【００３１】
焼却プロセスにおいては、酸化及び燃焼のすべては、通常はバイオマス物質が酸素と密接
に接触した状態に置かれる１つのチェンバー内で急激に行われる。これは環境汚染を引き
起こす可能性のあるNOx(窒素酸化物)、SOx(硫黄酸化物)、そしてその他の化合物をつくり
だす競合反応をもたらす場合がある。これらのそしていくつかの他の制約がバイオマス燃
料のガス化タイプの燃焼の発展をもたらした。バイオマスのガス化は約1450oF（788℃）
の高温、籾殻灰やサトウキビ・バガスなどの農業廃棄物の水素、一酸化炭素、メタン、エ
タンなどの可燃性ガスと二酸化炭素、水、そして灰などの不燃性のものへの転化などを伴
う。そしてガスは燃焼室あるいはボイラーの放射部で燃焼されて水蒸気と電気をつくりだ
す。灰は自動的かつ継続的に排出され、乾燥状態で冷却される。システムの構成要素とし
ては通常2または３段階ガス化装置、ボイラー、上記タービン、発電機、コンデンサ、そ
して制御システムなどである。
【００３２】
米国特許第4,517,905と第4,589,355は籾殻などの農業廃棄物の燃焼から生じる灰残滓の炭
素含量とガス性排出物のフライ・アッシュ含量を制御することができるガス化装置を含ん
でいる。燃焼プロセスは籾殻やその他の原料を十分にガス化するためにアンダーファイア
・エア及びオーバーファイア・エアを用いて通常の方法で行われ、これによって可燃性ガ
スがつくられ、それがファイア・トレインを通じてボイラー、スチーム・タービン、ある
いはその他のエネルギー回収システムに運ばれる。他の変数を調節して操作すると炭素含
量が約10％～30％の範囲の灰を作り出す可変供給システムが指令を出し、燃焼室の温度を
1280oF（693℃）～1460oF（793℃）の範囲に維持する。対応する燃焼ガス（ボイラー・フ
ィード）温度は1360oF（738℃）～1600oF（871℃）の範囲である。この燃焼室温度範囲で
あれば、籾殻から揮発分を除去し、その殻内の固定酸素の一部の部分的燃焼を可能にして
くれる。特別に設計されたフィード・システムと温度制御機構によって乾燥したアモルフ
ァス状の籾殻の生産が可能になる。
【００３３】
上に述べた焼却、燃焼、及びガス化プロセスを含む熱分解が籾殻灰などの生物由来の灰と
その灰からの活性炭素を生産するためのどんなプロセスでも用いることができる。生物由
来のシリカは生物由来の物質の制御された燃焼で得られるので、少量の結晶性シリカが存
在しているにしてもほとんどすべてのシリカはアモルファス状態である。灰状態のアモル
ファス・シリカが好ましいが、反応時の温度や圧力などの腐食性消化に関する変数を操作
することで一定の結晶性シリカが存在していても差し支えない。一般的に、エネルギー源
として籾殻灰を商業的に燃やす場合、得られた灰は0.5％～1.0％のマグネシウム、カリウ
ム、鉄、アルミニウム、カルシウム、チタン、そしてマンガンなどの微量金属を含んでい
る。これらの金属の濃度は土壌条件及びその中で米やその他の植物が生育される組成物に
依存している。
【００３４】
米国特許第5,833,940は密閉された容器内で、活性炭素の存在下で強アルカリ溶液、好ま
しくは水酸化ナトリウム中で生物由来のシリカを溶解することでその生物由来シリカから
つくられる。籾殻灰中の生物由来のシリカからのケイ酸ナトリウムなどの腐食性ケイ酸塩
溶液の製造は、腐食性消化プロセスである。活性炭素が分散された生物由来の物質の灰、
好ましくは籾殻灰をアモルファス・シリカと反応してケイ酸ナトリウム溶液を生成させる
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水酸化ナトリウムなどの腐食性溶液で加熱する。前にも述べたように、籾殻灰あるいはそ
の他の生物由来の物質内の炭素含量はそれらを燃やすために用いられる熱分解のタイプに
よって30％程度になる場合もある。この炭素は反応中は不活性物質で、過剰な炭素が存在
しても反応に悪影響は及ぼさない。基本的な腐食性消化化学反応は以下のように特徴付け
ることができる。

ここで、nはシリカ/アルミナの重量比を示している。
【００３５】
現在の産業標準のケイ酸ナトリウム溶液の場合、上記化学式は以下のようになる。

【００３６】
籾殻灰から得られたものではない現在の商業グレードの液体ケイ酸ナトリウムのシリカ/
アルカリ重量比率は約1.6～約3.8である。こうした比率は本発明の籾殻灰あるいはその他
の生物由来の灰から得られる液体ケイ酸ナトリウムには十分である。
【００３７】
米国特許第5,714,000と第5,858,911に述べられているように、籾殻を燃やすのに用いられ
る熱分解のタイプに応じて、籾殻灰内の活性炭素の割合は約3％から約40％程度の範囲で
ある。ケイ酸ナトリウム溶液をつくるための腐食性消化中に、生物由来シリカはアルカリ
性要素（腐食性溶液内の酸化ナトリウム）と反応してケイ酸塩溶液に可溶性の化合物とな
る。活性化された炭素は不活性物質の状態を保ち、ケイ酸塩溶液内では懸濁性の固体とな
る。好適に、本発明においては籾殻灰の腐食性消化から得られた、炭素含量が重量で３％
～４％の希釈された未ろ過のケイ酸塩溶液の組成が接着あるいは沈着されたアモルファス
状炭素を有する沈降シリカを製造するために利用的に適していることが分かった。生物由
来の灰あるいはその他のバイオマス灰の炭素含量が意図されている最終使用目的に照らし
て高すぎる場合、すべての活性炭素をろ過して、沈降反応を開始する前に腐食性ケイ酸溶
液に望ましい量だけを加えるようにすることができる。具体的には、その水溶液内でのシ
リカ/アルカリ重量比（SiO2/Na2O）、シリカ/溶融シリカ固体比率(Na2O:nSiO2)、懸濁炭
素粒子及び水の量はアモルファス性炭素が接着あるいは沈着した商業グレートの沈降シリ
カを提供するのに必要な範囲内にある。
自然の状態でシリカ上にアモルファス性炭素が接着あるいは沈着した新しいアモルファス
性沈降シリカを提供する方がアモルファス性沈降シリカにカーボン・ブラックを加えるよ
りずっと望ましく、好適であろう。
【００３８】
さらにアモルファス性炭素がろ過除去され、金属含量が低く、ウエハー及び最終チップ製
品をCMP研磨することによる金属汚染の可能性を防ぎ、従って電子部品として使用可能な
品質のアモルファス性シリカを提供することも非常に望ましく、好適であろう。
【００３９】
さらにまた、バイオマス灰、好ましくは籾殻灰の腐食性消化によってつくられる腐食性シ
リカ溶液からのアモルファス性炭素を提供することも非常に望ましく、好適であろう。
【００４０】
（発明の要約）
本発明はアモルファス性沈降シリカ、シリカ・ゲル、及びバイオマス灰、好ましくは籾殻
灰から得られたアモルファス性炭素に関し、さらにそうしたシリカ化合物及び炭素をつく
るプロセスに関している。より具体的には、本発明の１つの実施の形態で、本発明は自然
の状態でそれらの上にアモルファス性炭素が接着あるいは沈着した沈降シリカ又はシリカ
・ゲルに関するものであり、生物由来のシリカ灰、好ましくは籾殻灰の熱分解によって得
られる籾殻灰の腐食性消化から得られる分散した炭素を含有するアモルファス性シリカの
腐食性ケイ酸塩水溶液を用いる。
【００４１】
本発明によるこの実施の形態のプロセスは強鉱酸などの酸性化剤を籾殻の熱分解で得られ
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た籾殻灰などのバイオマス灰の腐食性消化で得られる分散炭素を含んだケイ酸ナトリウム
溶液などのアモルファス性シリカの腐食性ケイ酸塩溶液と反応させることによって、それ
ぞれのタイプのシリカはその上にアモルファス性炭素が接着あるいは沈着された沈降シリ
カ又はシリカ・ゲルの製造プロセスである。
【００４２】
沈降シリカに炭素が接着あるいは沈着されていない本発明の実施の形態において、炭素は
籾殻灰及びその他のバイオマス灰ケイ酸塩溶液に溶解しないので、従ってそれは米国特許
第5,714,000で述べられているような通常の液体/固体ろ過あるいは分離装置によって除去
することができる。そして、活性炭素を米国特許出願第09/159,809に開示されているよう
に処理して、炭素が接着または沈着されていない純粋なシリカを酸性化プロセスで腐食性
ケイ酸塩溶液からつくりだして、電子製品として使用可能な品質の、市販されているケイ
酸塩からつくられるものと比較して金属含量が低いシリカをつくることができる。
【００４３】
前にも述べたように、シリカ成分は、通常は硫酸や塩酸などの強鉱酸を用いて内部に炭素
が分散されている、あるいは分散されていない希釈腐食性ケイ酸塩水溶液を酸性化するこ
とによって沈降される。この目的に使用できるその他の鉱酸としてはリン酸、硝酸、及び
酢酸などがある。
【００４４】
本発明に従って上に述べた、あるいはその他の目的を達成する方法は、本明細書の一部を
構成する以下の説明及び実施例を参照することでよりよく理解できるであろう。
【００４５】
（好ましい実施例の説明）
本発明の１つの実施の形態はそれらを含んだスラリーから分離されたアモルファス性炭素
が接着あるいは沈着されたアモルファス性沈降シリカあるいはシリカ・ゲルであり、その
スラリーはシリカ及び活性炭素を含んだバイオマス灰の腐食性消化によってつくられる腐
食ケイ酸塩溶液を酸性化することによってつくられる。好適に、そして驚くべきことに、
上に述べたような産業的使用目的のためにその沈降シリカあるいはシリカ・ゲルに対して
炭素を追加的に加える必要はない。
【００４６】
本発明の別の実施の形態においては、シリカを含み、炭素がろ過除去されているバイオマ
ス灰の腐食性消化によってつくられる腐食ケイ酸塩溶液の酸性化によって生成されるスラ
リーから分離され、カーボンを含まないアモルファス性沈降シリカあるいはシリカ・ゲル
であり、さらに市販のケイ酸ナトリウムからつくられた沈降シリカでの濃度レベルの半分
以下の金属不純物しか含んでいないアモルファス性沈降シリカあるいはシリカ・ゲルであ
るので、それらコンピュータ・チップ及びその他の電子装置の製造で使用されるシリコン
・ウエハーの研磨で用いられるCMPスラリー用に適したものにするために金属不純物を除
去するための処理の必要性がかなり低くなる。
【００４７】
全体的に説明すると、本発明の方法は、シリカを含んでいて活性炭素を含む、あるいはそ
れを含まないバイオマス灰、好ましくは籾殻灰の腐食性消化によってつくられる腐食性ケ
イ酸塩溶液を酸性化するステップと、この酸性化はアモルファス性炭素が接着あるいは沈
着されている、あるいは接着、沈着されていない沈降シリカ及びシリカ・ゲルのスラリー
をつくるのに有効であり、上記スラリーからアモルファス性炭素が接着あるいは沈着され
ている、あるいは接着、沈着されていない沈降シリカ及びシリカ・ゲルを分離するステッ
プを含んでいる。
【００４８】
より具体的には、本発明による方法は、酸性化剤を、生物由来のアモルファス性シリカと
活性炭素を含むバイオマス灰、好ましくは籾殻灰の腐食性消化によって得られた、ケイ酸
ナトリウムのようなアルカリ金属ケイ酸塩水溶液と反応させるステップを含んでいる。こ
の活性炭素は不活性物質として腐食性消化の段階を通過するので、それはケイ酸ナトリウ
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ム溶液には溶解しない。分散活性炭素粒子を含んでいる未ろ過ケイ酸ナトリウム溶液は酸
性化剤と反応させられて、アモルファス性シリカ粒子が沈降され、活性炭素がそのシリカ
粒子に接着あるいは沈着する。純粋な沈降シリカあるいはシリカ・ゲル製品が望ましい場
合、炭素粒子は酸性化沈降反応を開始する前に通常のろ過あるいは分離装置を用いて炭素
粒子を生物由来のケイ酸ナトリウム溶液から除去する。
【００４９】
従って、本発明の１つの実施の形態では以下のプロセス・ステップを用いる。
【００５０】
１．　バイオマスから得られた測定された量の生物由来のケイ酸ナトリウム溶液を、攪拌
、加熱、そしてpH測定能力を有する適切な反応器に導入する。導入前に、酸化ナトリウム
（Na2O）及びシリカ（SiO2）含量、SiO2/Na2O比率、Na2O：nSiO2可溶性固形物、炭素懸濁
固形物、水分含量、比重、そしてpHなど、その生物由来のケイ酸塩溶液の性質と組成を先
行技術で周知の標準的な分析方法で調べる。これらの特性は用いる酸性化剤の量に関して
全体的化学反応バランスを達成する上で重要である。
【００５１】
２．　この溶液を攪拌しながら50℃～55℃（122oF～131oF）の温度範囲に加熱し、酸水溶
液を少しずつ加えながら酸性化を開始する。どんな鉱酸を用いてもよいが、経済的な理由
から硫酸か塩酸を用いるのが好ましい。
【００５２】
３．　そのケイ酸塩溶液内の最初の酸化ナトリウム（Na2O）の70％程度が反応して、濃い
スラリーが形成され、ゲル化が始まるまで酸の添加を続ける。この時点に至る酸添加時間
はケイ酸塩組成及び酸の強度によるが通常約22～38分間である。また、反応物質pHをゲル
化指標として用いることもできるが、それは開始時の11.0～11.5の範囲から8.0～9.0の範
囲に減少するからである。
【００５３】
４．　この時点で、酸添加を中止して、攪拌しながら、温度を50℃（122oF）程度に維持
して、反応物質を15～30分間ほど熟成する。そしてpHが3.4～4.2の範囲に低下するまで、
酸添加を前と同じ割合で継続する。
【００５４】
５．　こうした方法で酸性化を行うと、最終的に乾燥された生成物を蒸留水に溶かした５
％溶液に対して6.4～7.9程度のpHがもたらされる。このpH範囲がほとんどの用例に適して
いるが、酸性化が終了した後にさらにケイ酸ナトリウム溶液を加えるだけでよりアルカリ
性の強い（pH>8）のつよい生成物とするように調節することができる。
【００５５】
６．　そして湿った固形物あるいはフィルター・ケーキを回収するために、真空フィルタ
ー装置、遠心分離機、あるいはフィルター・プレスなどの固体/液体分離装置を通じてそ
のスラリーを処理する。
【００５６】
７．　その湿った固形物あるいはフィルター・ケーキはそのケイ酸塩のアルカリ金属酸化
物成分との酸反応によってつくられた硫酸ナトリウム、塩化ナトリウム、あるいはリン酸
ナトリウムなどの可溶性塩を含んでおり、それらを約60℃（140oF）の温度の熱水で洗浄
することで除去する。
【００５７】
８．　洗浄後、その湿った固形物あるいはフィルター・ケーキを対流あるいは放射ヒータ
ー、回転ドラム乾燥機、スプレイ乾燥機などのいずれかの通常の方法及び装置で乾燥させ
る。
【００５８】
９．　乾燥機から得られる接着あるいは沈着活性炭素粒子サイズ自然分布を有する乾燥し
たアモルファス性沈降シリカは180ミクロンより低（－80メッシュ）が62.5％程度、そし
て180ミクロンより大（＋80メッシュ）が37.5％の範囲である。いずれかのサイズ縮小装
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置を用いて破砕、すりつぶし、あるいは粒子化を行い、希望する粒子サイズを有するより
小さな製品にすることができる。
【００５９】
上に述べたような実施の形態でつくられた炭素が接着あるいは沈着したアモルファス性沈
降シリカは通常以下の性質を有している。シリカ：炭素比率（重量ベース）は約1.20/１
～14.7/1の範囲、５％溶液のpHは約6.38～7.88の範囲、温水洗浄後の残留可溶性塩類は約
＜10ppm～540ppmの範囲、かさ密度は約17.48～28.71ポンド/立方フィート、BET表面積は
約155～267ｍ２/g、そしてDBPオイル吸着は約129～223ml/100gの範囲である。
【００６０】
本発明の別の実施の形態は、炭素懸濁固体をろ過除去してバイオマスから得た生物由来の
ケイ酸塩溶液の酸性化によるアモルファス性炭素が接着あるいは沈着していない純粋な沈
降シリカ及びシリカ・ゲルの製造に関するものである。本発明のこの実施の形態は以下の
プロセス・ステップを用いる。
【００６１】
１．　籾殻灰の腐食性消化によってつくられる生物由来のケイ酸ナトリウム溶液を消化反
応器からフィルター・プレスなどのフィルターにくみ上げ、そこで炭素懸濁固体を液体か
ら分離して、未反応シリカ及び炭素固体を含まない透明で均一なろ過物を得る。
【００６２】
２．　好適に、腐食性消化のために用いた反応器を、適切に洗浄した後ろ過された生物由
来のケイ酸ナトリウムの酸性化に用いて純粋な沈降シリカあるいはシリカ・ゲルをつくる
ことができる。
【００６３】
３．　ろ過されたケイ酸ナトリウム溶液を分析し、第一の実施の形態のプロセス・ステッ
プ1～8までと同様の方法で処理する。
【００６４】
４．　乾燥機から得られる（炭素が接着していない）純粋なアモルファス性沈降シリカあ
るいはシリカ・ゲル粒子サイズ自然分布は180ミクロンより小（－80メッシュ）が76％程
度から180ミクロンより大（＋80メッシュ）24％の範囲である。いずれか通常のサイズ縮
小装置を用いて破砕、すりつぶし、あるいは粒子化を行い、希望する粒子サイズを有する
より小さな製品にすることができる。
【００６５】
この第二の実施の形態でつくられる純粋なアモルファス性沈降シリカあるいはシリカ・ゲ
ルは通常以下のような性質を有している。５％溶液のpHは約7.1～7.8の範囲、水洗浄後の
残留可溶性塩類は約60ppm～540ppmの範囲、かさ密度は約21.04～29.49 ポンド/立方フィ
ート、BET表面積は約205～287m2/g、そしてDBPオイル吸着は約171～239ml/100gの範囲で
ある。
【００６６】
米国特許第4,157,920に述べられているように、ゴムやエラストマの強化用充填材として
有用な市販のケイ酸ナトリウム溶液から先行技術に基づく方法でつくられた沈降シリカは
通常その湿ったフィルター・ケーキの状態で約70～85％の高い水分を含んでいる。このフ
ィルター・ケーキ内の水分はパーセント含水ケーキ水分として知られており、" ％WCM"と
略称される。このフィルター・ケーキの固体含量は100から％WCMを差し引くことで計算さ
れる。このフィルター・ケーキ固体パーセントは一般的に" ％FCS"と略称される。先行技
術による製品が高い水分含量、つまり約70～85％の水分を保有している場合、それらは高
構造シリカと呼ばれる。固体シリカ100ポンドにおける高構造性水分の総量は『構造指数
』と定義され、S.Iと略称される。このS.Iは以下の式で計算される。
S.I =（％WCM）/ (％FCS) × 100
【００６７】
総構造性水分含量あるいはS.Iはシリカの機能的特性及び最終利用特性に直接関係する非
常に重要な性質である。高構造シリカである先行技術に基づくシリカは233～567の範囲の



(13) JP 5128040 B2 2013.1.23

10

20

30

40

50

S.Iを有している。上にも述べたように、これらのシリカはエラストマ及びゴムでの強化
用充填材として有用である。本発明による炭素が接着あるいは沈着した、あるいはしてい
ないアモルファス性沈降シリカは315～382の範囲のS.Iを有しており、ゴム製品、エラス
トマ、及びその他のポリマー性化合物における強化用充填材としての使用に適した高構造
シリカであることを示している。
【００６８】
沈降反応で用いられる生物由来のケイ酸ナトリウムの組成を広い範囲で変えても悪影響は
生じない。それに限定されているわけではないが、籾殻灰から得られ、炭素が接着あるい
は沈着した、あるいはしていないアモルファス性沈降シリカの生産のために本発明で使用
する上で有用な液体ケイ酸ナトリウム用の現時点で好ましい組成物及び特性は：SiO2/Na2
O比率が2.5/１～3.85/1の範囲、SiO2濃度が15％～28％、Na2O濃度が4.0％～9.5％、Na2O
：n SiO2可溶性固形物比が18.0％～38.5％、水分含量が55.0％～81.0％、懸濁炭素固形物
が1.5％～17.0％、溶液比重が1.128～1.300の範囲、溶液密度が１ガロンあたり9.40～10.
85ポンド、そしてpHが11.2～11.6の範囲である。
【００６９】
本発明について以下の実施例でさらに、より具体的に説明するが、これらの実施例は限定
目的ではなく説明のためのものであって、いろいろな修正、変更が可能であるのは当業者
には明らかであろう。
【００７０】
【実施例】
実施例１～７は、籾殻の熱分解中に形成された分散活性炭素粒子を含んだ籾殻灰の腐食性
消化から得られた希釈ケイ酸ナトリウム溶液からの炭素固形物が接着あるいは沈着された
沈降アモルファス性シリカの調製に関するものである。これらの結果は実施例７の後の表
１に示してある。
【００７１】
実施例１
この実施例は籾殻の熱分解中に形成された分散活性炭素粒子を含んだ籾殻灰(RHA)の腐食
性消化から得られた希釈ケイ酸ナトリウム溶液からの炭素固形物が接着あるいは沈着した
沈降アモルファス性シリカの調製に関するものである。RHAケイ酸ナトリウム溶液は以下
の性質を有している。63.61％水溶液中、SiO2/Na2O比率：3.27～1、Na：Si総可溶性固形
物：26.14％（6.12％Na2O：20.02％SiO2）、分散活性炭素：10.25％、比重：1.255及び密
度：1ガロンあたり10.47ポンド、pH: 11.23。用いられた酸性化剤は濃縮96.5％硫酸水溶
液（H2SO4）であった。
【００７２】
この実施例では、沈降シリカ/炭素製品をつくるために１リットル実験室用反応器が用い
られた。この反応器は可変速度攪拌装置、加熱装置を備えており、さらに温度測定及び制
御ができ、そして電極と測定器によるpH測定も可能であった。この実施例及び本明細書全
体で、割合及びパーセンテージは特に指定がない場合重量ベースである。
【００７３】
バッチ生産ステップでは、最初に100ml(125.5グラム)のRHAケイ酸ナトリウム溶液を反応
器に入れた。そして573.5ml(573.5グラム)の蒸留水をそのケイ酸塩溶液に加えて、これら
の成分を攪拌し、均一な混合物を得た。得られた混合物は4.70％[Na2O：3.27SiO2]+1.84
％炭素[懸濁固形分]+93.46％水分。この混合物のpHは11.07であった。この混合物を50～5
5℃（122～131oF）の温度範囲に加熱しながら攪拌した。上記の温度範囲を維持しながら
、22.5ｍｌ（39.55グラム）の濃縮硫酸を1分間に0.6ml（1.05グラム）の割合で38分間か
けて反応物質に添加した。添加開始から13分間経過して約12グラムを加えた時点でゲル形
成が起こり始めた。反応物質のpHはゲル化が最初に観察された時点で8.30であった。上に
述べた温度範囲を維持するために加熱、攪拌しながら酸の添加を継続するとゲルは黒色の
スラリーとなった。38分間の酸添加期間が終了した時点で、pH3.93 の黒色スラリーを15
分間熟成させて、完全な沈降反応を行わせた。熟成後、205ml(257グラム)の希釈RHAケイ
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酸ナトリウム溶液を20分かけて（1分当たり10ml、あるいは12.55グラムの割合で）、50～
55℃の温度範囲を維持するために引き続き加熱、攪拌しながら添加した。上の操作でpH3.
90 の黒色スラリーが990.5グラム生成された。物質バランス収支は995.57グラム・インプ
ット、990.5グラム・アウトプットでマイナス0.5％であった。質量ロスは蒸発、及び取り
扱い、移送時のロスによるものであった。
【００７４】
CompuTrac液体/固体分析装置で上記の未洗浄黒色スラリーを分析したところ、そのスラリ
ーは18.25％乾燥固形物と81.75％の液体（180.76グラムの乾燥固形物と809.73グラムの液
体）で構成されていることが判明した。未洗浄の乾燥固形物を顕微鏡で調べたところ、炭
素粒子が付着したところどころに白い沈殿物が分散しているシリカが認められた。これら
の沈殿物は硫酸とNa2O：3.27SiO2沈降反応によってつくられた硫酸ナトリウムである可能
性が最も高かった。蒸留水にこの未洗浄乾燥固形物を5％溶かした溶液はpHが8.92で、電
導性は1270マイクロジーメンス/cm(uS/cm)で、総溶解塩類（TDS）は850ppmであった。
【００７５】
この黒色スラリーをろ過して、湿った固形物を熱い（55～60℃）蒸留水で洗浄して硫酸ナ
トリウムなどの可溶性塩類を除去した。操作開始時の湿った固形物重量の５倍に等しい熱
水総量を用いた。これによって固形物中のほとんどすべての硫酸ナトリウムが除去された
。
【００７６】
フィルターから取り出された洗浄され、しめったフィルター・ケーキは20.73％の乾燥し
たシリカ/炭素固形物と79.27％の水分で構成されていた。この湿ったケーキを重量が一定
になるまで、標準的な対流炉内で110℃の温度下で約3時間乾燥させた。
【００７７】
この乾燥したシリカ/炭素生成物は66.1％のアモルファス性沈降シリカと33.9％の活性炭
素を含んでいた。その固形物を蒸留水に溶かした５％水溶液はpHが6.95で、総溶解塩類は
＜10ppm(<15uS/cm電導性)であった。かさ密度は0.30g/ml(1立方フィートあたり18.73ポン
ド)であった。この生成物はBET表面積が220m2/g、孔体積が0.7707ml/g、そして平均孔直
径が14.0ナノメートルであった。
【００７８】
実施例２
本実施例は実施例１で用いられたものと比較してケイ酸塩可溶性固形物濃度がより高く、
炭素懸濁固形分がより少なく含んでいるケイ酸ナトリウム溶液からの炭素固形物が接着あ
るいは沈着した沈降アモルファス性シリカの調製に関するものである。RHAケイ酸ナトリ
ウム溶液は以下の性質を有している。SiO2/Na2O比率：2.83～１、Na：Si総可溶性固形物
：36.97％（9.65％Na2O：27.32％SiO2）、61.17％水溶液中の分散活性炭素：1.86％、比
重：1.289、密度：１ガロンあたり10.75、pH：11.43。酸性化剤は実施例１で使用された
のと同様の硫酸であった。
【００７９】
実施例１と同じ実験室用反応器と装置をこの実施例でも使用した。
【００８０】
バッチ製造ステップは、以下の点を除けば実施例１と基本的に同じであった。RHAケイ酸
ナトリウム溶液155ml(200.21グラム)をその反応器に加えた。そして500ml(500.53グラム)
の蒸留水をそのケイ酸塩溶液に加えて、攪拌器を用いて均一の混合物を得た。得られた混
合物は6.16％[Na2O：3.27SiO2]+0.31％炭素[懸濁固形分]+93.53％水分で構成されていた
。この溶液のpHは10.80であった。この混合物を50～55℃の温度範囲に加熱しながら攪拌
した。硫酸添加を１分あたり1.40グラムの割合で開始した。ゲル形成は12.64グラムを添
加した時点で、そして濃いゲルは16.36グラムの酸を添加した時点で発生した。経過時間
は19分間であった。反応物質のpHは8.94であった。この時点で酸添加を中止して、50～55
℃の温度範囲を維持するために加熱、攪拌しながら酸の添加を継続しながら、この黒色ゲ
ル混合物を15分間熟成させた。熟成後、同じ割合で酸添加を再開して、全部で27.12グラ
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ムが添加されるまでその操作を継続した。酸添加は全部で34分間行われた。黒色スラリー
はpH3.48～3.53の範囲で形成された。pH調整を行うため、さらに45.22グラムのRHAケイ酸
ナトリウムを加えた。上に述べた操作の結果、上の操作で黒色スラリーが763.19グラム生
成され、物質バランス収支はマイナス1.3％であった。質量ロスは蒸発、及び取り扱い、
移送時のロスによるものであった。
【００８１】
この黒色スラリーをろ過して、湿った固形物を加熱蒸留水（55～60℃）で洗浄して可溶性
硫酸ナトリウム塩を除去した。洗浄されたフィルター・ケーキは21.56％の乾燥したシリ
カ/炭素固形分と78.44％の水で構成されていた。
【００８２】
乾燥されたシリカ/炭素生成物は93.6％のアモルファス性沈降シリカと6.4％の活性炭素で
構成されていた。その固形物を蒸留水に溶かした５％水溶液はpHが6.38、総溶解塩類が<1
0ppm(<15 uS/cm電導性)であった。かさ密度は0.37g/ml(１立方フィートあたり23.10ポン
ド)であった。この生成物のBET表面積は155m2/g、孔体積は0.5429ml/g、そして平均孔直
径は9.9ナノメートルであった。
【００８３】
実施例３
この実施例は実施例１及び２の場合と比較して炭素懸濁固形物濃度がより高いケイ酸ナト
リウム溶液からの炭素が接着あるいは沈着した沈降アモルファス性シリカの調製を示すも
のである。このRHAケイ酸ナトリウム溶液は以下の特性を有していた。SiO2/Na2O比率：2.
76～１、Na：Si総可溶性固形物：27.60％（7.33％Na2O：20.27％SiO2）、55.45％水溶液
中の分散活性炭素：16.95％、比重：1.298、密度：１ガロンあたり10.83、pH：11.51。酸
性化剤は上述の実施例で使用されたのと同様の硫酸であった。
【００８４】
上述の実施例と同じ実験室用反応器と装置をこの実施例でも使用した。
【００８５】
バッチ製造ステップは、以下の通りであった。RHAケイ酸ナトリウム溶液892ml(1157.82グ
ラム)をその反応器に加えた。27.60％[Na2O：2.76SiO2]+16.95％炭素[懸濁固形分]+55.45
％水分の組成のケイ酸塩溶液に対する蒸留水の添加は行わなかった。この溶液のpHは11.5
1であった。この混合物を50～55℃の温度範囲に加熱しながら攪拌した。硫酸添加を１分
あたり2.5グラムの割合で攪拌しながら行った。ゲル形成は55.50グラムを添加した時点で
、そして濃いゲルは69.77グラムの酸を添加した時点で発生した。経過時間は28分間であ
った。反応物質のpHは8.46であった。この時点で酸添加を中止して、上記の温度範囲を維
持するために加熱、攪拌しながら酸の添加を継続しつつ、この黒色ゲル混合物を15分間熟
成させた。熟成後、同じ割合で酸添加を再開して、全部で115.66グラムが添加されるまで
その操作を継続した。酸添加は全部で46分間行われた。黒色スラリーはpH3.43～3.67の範
囲で形成された。これらの操作で黒色スラリーが1147.19グラム生成され、物質バランス
収支はマイナス1.95％であった。質量ロスは蒸発、及び取り扱い、移送時のロスによるも
のであった。
【００８６】
この黒色スラリーをろ過して、湿った固形物を加熱蒸留水で洗浄して可溶性硫酸ナトリウ
ム塩を除去した。洗浄されたフィルター・ケーキは22.45％の乾燥した固形分と77.55％の
水で構成されていた。
【００８７】
乾燥されたシリカ/炭素生成物は54.5％のアモルファス性沈降シリカと45.5％の活性炭素
で構成されていた。その固形物を蒸留水に溶かした５％水溶液はpHが7.88、総溶解塩類10
0ppm(150uS/cm電導性)であった。かさ密度は0.3１g/ml(１立方フィートあたり19.35ポン
ド)であった。この生成物のBET表面積は267m2/g、孔体積は0.9347ml/g、そして平均孔直
径は17.0ナノメートルであった。
【００８８】
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実施例４
この実施例は酸性化剤として37％塩酸を用いて希釈RHAケイ酸ナトリウム溶液からの炭素
が接着あるいは沈着した沈降アモルファス性シリカの調製を示している。このRHAケイ酸
ナトリウム溶液は以下の特性を有していた。SiO2/Na2O比率：3.30～1、Na：Si可溶性固形
物：19.82％（4.61％Na2O：15.21％SiO2）、67.73％水溶液中の分散炭素（縣濁固形分）
：12.45％、比重：1.278、かさ密度：１ガロンあたり10.66、pH：11.35。酸性化剤は37％
塩酸（HCl）であった。
【００８９】
上述の実施例と同じ実験室用反応器と装置をこの実施例でも使用した。
【００９０】
バッチ製造ステップでは、先ずRHAケイ酸ナトリウム溶液255ml(200グラム)をその反応器
に加えた。500ml(500グラム)の蒸留水をそのケイ酸塩溶液に加えて、温度を50～55℃の範
囲に加熱しながら攪拌した。得られた混合物の組成は5.67％[Na2O：3.30SiO2]+3.56％炭
素懸濁固形分+90.78％水分であった。この混合物のpHは10.85であった。この混合物を50
～55℃の温度範囲に加熱しながら攪拌しつつ、37％塩酸を１分あたり1.85グラムの割合で
22分間添加した。ゲル形成は酸を40.8gを添加した時点で発生し、反応物質のpHは8.44で
あった。この時点で酸添加を中止し、この黒色ゲル混合物を15分間熟成させた。熟成後、
同じ割合で酸添加を再開して、全部で60.8グラムが添加されるまでその操作を継続した。
この反応物のpHは2.85であった。さらに122.8gのRHAケイ酸ナトリウムを追加してpHを6.0
6に調整した。これらの操作で883.8グラムの未洗浄黒色スラリーが生成され、物質バラン
ス収支はマイナス1.37％であった。質量ロスは蒸発、及び取り扱い、移送時のロスによる
ものであった。
【００９１】
この黒色スラリーをろ過して、湿った固形物を加熱蒸留水で洗浄して、酸とケイ酸ナトリ
ウムとの反応でできた残留塩酸塩を除去した。洗浄されたフィルター・ケーキは23.56％
の乾燥した固形分と76.44％の水で構成されていた。
【００９２】
乾燥されたシリカ/炭素生成物は55.0％のアモルファス性沈降シリカと45.0％の活性炭素
で構成されていた。その固形物を蒸留水に溶かした５％水溶液はpHが7.75、総溶解塩類54
0ppm(810uS/cm電導性)であった。かさ密度は0.276g/ml(１立方フィートあたり17.23ポン
ド)であった。この生成物のBET表面積は264m2/g、孔体積は0.9255ml/g、そして平均孔直
径は16.8ナノメートルであった。
【００９３】
実施例５
この実施例は酸性化剤として硫酸を用いると同時に、多少違った濃度の懸濁炭素固形物を
最初のケイ酸塩溶液で用いて、希釈RHAケイ酸ナトリウム溶液からの炭素が接着あるいは
沈着した沈降アモルファス性シリカの調製を示している。このRHAケイ酸ナトリウム溶液
は以下の特性を有していた。SiO2/Na2O比率：2.93～１、Na：Si可溶性固形物：29.75％（
7.57％Na2O：22.18％SiO2）、62.10％水溶液中の分散炭素（懸濁固形物）：8.15％、比重
：1.266、密度：１ガロンあたり10.56、pH：11.41。
【００９４】
上述の実施例と同じ実験室用反応器と装置をこの実施例でも使用した。
【００９５】
バッチ製造ステップでは、先ずRHAケイ酸ナトリウム溶液900ml(1139グラム)をその反応器
に加えた。上記ケイ酸塩溶液の組成は29.75％[Na2O：2.93SiO2]+8.15％炭素[懸濁固形分]
+62.10％水分で、蒸留水の添加は行われなかった。pHは11.51であった。50～55℃（122～
131oF）の温度範囲に加熱しながら攪拌した。硫酸を攪拌しながら１分あたり3.0グラムの
割合で添加した。ゲル形成は酸を50gを添加した時点で発生し、濃いゲルは酸を70g加えた
ところで発生した。経過時間は23分間であった。反応物質のpHは8.35であった。この時点
で酸添加を中止し、この黒色ゲル混合物を15～20分間熟成させた。熟成後、同じ割合で酸
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添加を再開して、全部で96グラムが添加されるまでその操作を継続した。この反応物のpH
は4.15であった。さらに131gのRHAケイ酸ナトリウムを追加してpHを6.95に調整した。こ
れらの操作で1346グラムの未洗浄の黒色スラリーが生成され、物質バランス収支はマイナ
ス1.46％であった。質量ロスは蒸発、及び取り扱い、移送時のロスによるものであった。
【００９６】
この黒色スラリーをろ過して、湿った固形物を加熱蒸留水で洗浄して、酸とケイ酸ナトリ
ウムとの反応でできた硫酸ナトリウム塩を除去した。洗浄されたフィルター・ケーキは24
.12％の乾燥した固形分と75.88％の水で構成されていた。
【００９７】
炭素が接着した乾燥シリカは73.1％のアモルファス性沈降シリカと26.9％の活性炭素で構
成されていた。その固形物を蒸留水に溶かした５％水溶液はpHが6.86、総溶解塩類は<10p
pm(<15uS/cm電導性)であった。かさ密度は0.300g/ml(１立方フィートあたり18.73 ポンド
)であった。この生成物のBET表面積は199m2/g、孔体積は0.6954ml/g、そして平均孔直径
は9.0ナノメートルであった。
【００９８】
実施例６
この実施例は酸性化剤として85％o-燐酸を用いて、希釈RHAケイ酸ナトリウム溶液からの
炭素が接着あるいは沈着した沈降アモルファス性シリカの調製を示している。このRHAケ
イ酸ナトリウム溶液は以下の特性を有していた。SiO2/Na2O比率：3.16～１、Na：Si可溶
性固形物：28.38％（6.82％Na2O：21.56％SiO2）、64.24％水溶液中の分散炭素（懸濁固
形物）：7.38％、比重：1.265、密度：１ガロンあたり10.55、pH：11.57。
【００９９】
上述の実施例と同じ実験室用反応器と装置をこの実施例でも使用した。
【０１００】
バッチ製造ステップでは、先ずRHAケイ酸ナトリウム溶液200ml(253グラム)をその反応器
に加えた。400ml(400グラム)の蒸留水をケイ酸塩溶液に加えて、これらを温度を50℃（12
2oF）に加熱しながら、これらを攪拌した。得られた混合物の組成は10.99％[Na2O：3.163
SiO2]+2.86％炭素[懸濁固形分]+86.15％水分であった。混合物のpHは11.30であった。50
℃の温度に加熱しながら攪拌した。85％H3PO4を攪拌しながら１分あたり1.10グラムの割
合で添加した。ゲル形成は酸を16gを添加した時点で発生し、反応物質のpHは8.97であっ
た。この時点で酸添加を中止し、この黒色ゲル混合物を10分間熟成させた。熟成後、同じ
割合で酸添加を再開して、全部で約28グラムが添加されるまでその操作を継続した。この
反応物のpHは7.03であった。その物質を30分間攪拌しながら熟成させ、その後ろ過を開始
した。これらの操作で665グラムの未洗浄の黒色スラリーが生成され、物質バランス収支
はマイナス2.35％であった。質量ロスは蒸発、及び取り扱い、移送時のロスによるもので
あった。
【０１０１】
この黒色スラリーをろ過して、湿った固形物を加熱蒸留水で洗浄して、酸とケイ酸ナトリ
ウムとの反応でできた燐酸ナトリウム塩を除去した。洗浄されたフィルター・ケーキは22
.56％の乾燥した固形分と77.44％の水で構成されていた。
【０１０２】
この炭素が接着したシリカ/炭素生成物は74.5％のアモルファス性沈降シリカと25.5％の
活性炭素で構成されていた。その固形物を蒸留水に溶かした５％水溶液はpHが7.34、総溶
解塩類は480ppm(720uS/cm電導性)であった。かさ密度は0.461g/ml(１立方フィートあたり
28.77ポンド)であった。この生成物のBET表面積は195m2/g、孔体積は0.6833ml/g、そして
平均孔直径は12.4ナノメートルであった。
【０１０３】
実施例７
この実施例は、容積19リットル（5ガロン）の大き目のベンチのサイズの反応器と膜フィ
ルター装置を用いて、希釈RHAケイ酸ナトリウム溶液からの炭素が接着あるいは沈着した
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するスケール・アップしたサイズでの情報を得るためのものであった。この反応器は可変
速度ミキサーと温度制御用の電気加熱バンドを備えていた。このRHAケイ酸ナトリウム溶
液は以下の特性を有していた。SiO2/Na2O比率：3.12～１、Na：Si可溶性固形物：24.09％
（5.85％Na2O：18.24％SiO2）、69.91％水溶液中の分散炭素（懸濁固形物）：6.00％、比
重：1.213、密度：１ガロンあたり10.12、pH：11.28。酸性化剤として85％o-燐酸を用い
た。
【０１０４】
バッチ製造ステップでは、先ず、攪拌、55℃（131oF）に加熱しながら、反応器に16.74kg
(36.91lbs)のRHAケイ酸ナトリウム溶液を充填した。反応温度に達した後、1分間あたり0.
14kgの割合(0.31lbs/min)で15分間、リン酸を加えた。この時点でゲル形成が観察され、
酸添加を中止した。反応物質のpHは7.13であった。黒色ゲルを55℃で攪拌しながら30分間
熟成した。これらの操作で18.8kg(8.53 lbs)の未洗浄の黒色スラリーが生成された。この
黒色スラリーを膜フィルター装置に写して、リン酸ナトリウム塩が基本的に除去されるま
で熱水で洗浄した。pHは7.65、総溶解塩類は200ppm以下であった。この洗浄フィルター・
ケーキは23.55％の乾燥固形物と76.45％の水分で構成されていた。この洗浄された固形物
を真空ろ過して、110℃の温度下で3～4時間、対流炉内で乾燥した。
【０１０５】
この乾燥シリカ/炭素生成物は75.28％のアモルファス性沈降シリカと24.72％活性炭素を
含んでいた。この固形物を蒸留水に溶かした５％溶液のpHは7.55、総溶解塩類は160ppm(2
30uS/cm電導性)であった。かさ密度は0.441g/ml(1立方フィートあたり27.56ポンド)であ
った。この生成物のBET表面積は193m2/g、孔体積は0.6762ml/g、そして平均孔直径は12.3
ナノメートルであった。
【０１０６】
【表１】
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【０１０７】
　実施例８～10は分散活性炭素粒子をろ過で除去した後に籾殻灰の腐食性消化から得られ
た希釈ケイ酸ナトリウム溶液からの炭素固形分が接着、あるいは沈着していない沈降アモ
ルファス性シリカの製造を示している。
【０１０８】
実施例８
この実施例はアモルファス性炭素が接着あるいは沈着していない純粋な沈降アモルファス
性シリカの製造を示している。RHAケイ酸ナトリウム液体サンプルをろ過して、酸性化す
る前にすべての炭素懸濁固形分をすべて除去するためにろ過した。この澄んだ希釈ケイ酸
ナトリウム溶液は以下の特性を有していた。SiO2/Na2O比率：3.02～１、71.29％水溶液中
のNa：Si総可溶性固形物：28.71％（7.14％Na2O：21.57％SiO2）、比重：1.245、密度：
１ガロンあたり10.38ポンド、pH：11.46。酸性化剤は96.5％濃縮硫酸水溶液であった。
【０１０９】
上述の実施例１と同じ実験室用反応器と装置を純粋な沈殿シリカを生成させるために使用
した。
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【０１１０】
バッチ製造ステップでは、先ず澄んだ希釈RHAケイ酸ナトリウム溶液１00ml(124.5グラム)
をその反応器に加えた。573ml(573グラム)の蒸留水をケイ酸塩溶液に加えて、温度を50～
55℃（122～131oF）に加熱しながら、攪拌装置を作動させた。得られた混合物の組成は5.
12％[Na2O：3.02SiO2]+ 94.88％水分であった。攪拌を続け、温度を上記の範囲に維持し
ながら、硫酸を攪拌しながら１分あたり2.68グラムの割合で37分間添加した。酸添加を中
止し、この白色ゲルを15分間熟成させた。このスラリーのpHは2.34であった。さらにケイ
酸ナトリウムを1分間13.25グラムの割合で45分間加えて、pHを7.45に調整した。この白色
スラリーを攪拌しながら20分間熟成させた。上記の操作で、pH7.58の白色スラリー1399グ
ラムがつくられた。
【０１１１】
この白色スラリーをろ過して、加熱水で洗浄して、硫酸ナトリウム塩類を除去した。洗浄
されたフィルター・ケーキは22.42％の乾燥した固形分と77.58％の水で構成されていた。
【０１１２】
この沈降シリカ生成物を110℃の温度で5時間程度対流炉内で乾燥させた。その固形物を蒸
留水に溶かした５％水溶液はpHが7.84、総溶解塩類は60ppm(90uS/cm電導性)であった。か
さ密度は0.337g/ml(１立方フィートあたり21.04ポンド)であった。この生成物のBET表面
積は205m2/g、孔体積は0.7181ml/g、そして平均孔直径は13.0ナノメートルであった。
【０１１３】
実施例９
この実施例は懸濁炭素固形物をろ過除去した後、澄んだ希釈ケイ酸ナトリウムの酸性化の
ためにリン酸を用いてアモルファス性炭素が接着あるいは沈着していない純粋な沈降アモ
ルファス性シリカを製造する場合を示している。上記澄んだ希釈ケイ酸ナトリウム溶液は
以下の特性を有していた。SiO2/Na2O比率：3.85～１、81.03％水溶液中のNa：Si総可溶性
固形物：18.97％（3.91％Na2O：15.06％SiO2）、比重：1.128、密度：１ガロンあたり9.4
1ポンド、pH：11.27。
【０１１４】
この実施例では実験室用反応器と装置を使用した。
【０１１５】
バッチ製造ステップでは、澄んだ希釈RHAケイ酸ナトリウム溶液230ml(259グラム)をその
反応器に加え、50℃に加熱しながら攪拌した。リン酸を1分間あたり2.25グラムの割合で1
5分間加えた。その操作が終了した時点でゲル形成が観察され、pHは6.89であった。この
白色ゲルを加熱、攪拌しながら20分間熟成した。上記操作によってpH6.95の白色スラリー
が293グラム生成された。
【０１１６】
この白色スラリーをろ過して、熱水で洗浄して、燐酸ナトリウム塩類を除去し、対流炉内
で乾燥させた。洗浄されたフィルター・ケーキは23.62％の乾燥した固形分と76.38％の水
で構成されていた。
【０１１７】
この沈降シリカ生成物を蒸留水に溶かした５％水溶液はpHが7.23、総溶解塩類は540ppm(8
10uS/cm電導性)であった。かさ密度は0.472g/ml(１立方フィートあたり29.46ポンド)であ
った。この沈降シリカのBET表面積は287m2/g、孔体積は0.9943ml/g、そして平均孔直径は
18.0ナノメートルであった。
【０１１８】
実施例10
この実施例は懸濁炭素固形物をろ過除去した後、澄んだ希釈ケイ酸ナトリウムの酸性化の
ために塩酸を用いてアモルファス性炭素が接着あるいは沈着していない純粋な沈降アモル
ファス性シリカを製造する場合を示している。上記澄んだ希釈ケイ酸ナトリウム溶液は以
下の特性を有していた。SiO2/Na2O比率：2.77～１、70.95％水溶液中のNa：Si総可溶性固
形物：29.05％（7.71％Na2O：21.34％SiO2）、比重：1.205、密度：１ガロンあたり10.05
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【０１１９】
この実施例では実験室用反応器と装置を使用した。
【０１２０】
バッチ製造ステップでは、澄んだ希釈RHAケイ酸ナトリウム溶液200グラムをその反応器に
加え、50℃に加熱しながら攪拌した。塩酸を1分間あたり1.0グラムの割合で27分間加え、
それが終了した時点で最初のゲル形成が観察された。反応物質のpHは9.04であった。この
物質を攪拌しながら15分間熟成した。さらに52グラムの希釈ケイ酸ナトリウムを、攪拌し
、温度を50℃に維持しながら添加した。さらに11グラムの塩酸を加えてpHを5.91に調整し
た。この白色スラリーを60分間熟成してから、ろ過した。上記操作によってpH6.17の白色
スラリーが290グラム生成された。
【０１２１】
この白色スラリーをろ過して、熱水で洗浄して、塩化ナトリウム塩類を除去し、対流炉内
で乾燥させた。洗浄されたフィルター・ケーキは24.12％の乾燥した固形分と75.88％の水
で構成されていた。
【０１２２】
この沈降シリカ生成物を蒸留水に溶かした５％水溶液はpHが7.09、総溶解塩類は380ppm(5
70uS/cm電導性)であった。かさ密度は0.4194g/ml(１立方フィートあたり26.18ポンド)で
あった。この沈降シリカのBET表面積は258m2/g、孔体積は0.8990ml/g、そして平均孔直径
は16.0ナノメートルであった。
【０１２４】
バイオマス灰（籾殻灰）の腐食性消化から得られたケイ酸ナトリウム溶液を酸性化するこ
とで得られた純粋な沈降シリカ粒子を適切な量の脱イオン水と混ぜ合わせてCMP研磨用ス
ラリーで使用できる沈降シリカ溶液を調製した。イオン結合アルゴン・プラズマ（ICP）
で金属分析を行って、それらの結果を表３で試算されている２つのタイプのCMPスラリー
Ａ及びＢと比較して示してある。なお、市販用CMPスラリーは市販ケイ酸ナトリウムから
沈降されたシリカを含んでおり、さらにイオン交換樹脂で処理して金属性汚染物質を除去
し、一方、実施例11、12、13のサンプルを籾殻灰の腐食性消化から得られたケイ酸ナトリ
ウム溶液から沈降させたが、金属除去処理にはかけなかった。言い換えると、実施例11、
12及び13のシリカ・スラリーは金属除去処理にかけなかったので最初の籾殻灰原料物質に
存在している金属を含んでいた。ICP分析結果を調整して、スラリーのシリカ組成を同じ
ようにし、ppm単位で示してある。
【０１２５】
【表３】
金属分析結果 - CMPスラリー
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【０１２６】
これらの結果はバイオマス灰（籾殻灰）の腐食性消化で得られるケイ酸ナトリウム溶液か
らつくられる沈降シリカの金属不純物含量が市販のケイ酸ナトリウム溶液から作られるシ
リカの汚染レベルの半分以下であることを示している。バイオマスからのケイ酸ナトリウ
ムで製造した沈降シリカはさらなる除去処理を行わなくても金属含量が260％から319％下
回っている。
【０１２７】
生物由来のシリカの含量がいろいろなその他の農業副産物あるいは廃棄物質、つまり、植
物などの生物の細胞構造で発展、同化、あるいは発生するシリカは本発明において有用で
ある。前にも述べたように、これらの製品は一般的にはバイオマスと呼ばれており、主に
籾殻、わら、麦わら、サトウキビ、バガス、トクサ、ある種のシュロ（パルミラ・パーム
）、そして竹の幹などで、実施例1～10と同様に処理されると本明細書で具体的に述べた
ような使用目的のためのアモルファス性炭素が接着あるいは沈着した（実施例1～7）、又
はしていない（実施例8～10）満足すべきアモルファス性シリカ、シリカ・ゲルをつくり
だす。
【０１２８】
従って、本発明は上に述べたような目的を達成し、課題を実行するのに良く適合しており
、上記のような特徴とそれに本質的に付随する利点と特徴を有している。
【０１２９】
本発明の実施の形態の現段階で好ましいいくつかの事例を上に述べたが、添付請求項に定
義されている本発明の精神の範囲内での変更は可能である。
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