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(57)【要約】
【課題】中空粒子を芯物質除去をすることなく安定して
多量に発生させる。
【解決手段】液体中にモノマーを含む気体を吹き込んで
発生させた気泡の気液界面で固体膜を形成させる中空粒
子の生成方法において、モノマーを含む気体にオゾンガ
スを含有させることで、多量かつ微細な中空粒子を安定
して製造する。
【選択図】図５
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
液体中にオゾンガスおよびモノマーを含む気体を吹き込んで気泡を発生させ、前記気泡の
気液界面において前記モノマーと前記液体の接触により固体膜を形成させることを特徴と
する中空粒子の製造方法。
【請求項２】
オゾンガスおよびモノマーを含む気体の供給手段と前記気体を微細な気泡とする微細気泡
発生手段を具備することを特徴とする中空粒子の製造装置
【請求項３】
気泡を発生させる液体のｐＨを７以下の酸性側に維持することを特徴とする請求項１に記
載の中空粒子の製造方法もしくは請求項２に記載の中空粒子の製造装置
【請求項４】
気泡を発生させる液体に界面活性剤を含有する請求項１に記載の中空粒子の製造方法もし
くは請求項２に記載の中空粒子の製造装置
【請求項５】
請求項１から請求項４のいずれかに記載の方法もしくは装置で製造した中空粒子。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、気泡の界面を利用して製造した中空粒子およびその製造方法に関するものであ
る。
【背景技術】
【０００２】
内部が気体で外部が固体の構造を有する中空粒子は、密度が低く、音や熱の伝達を抑制す
ることもできるため、材料の比重調整や防音材・断熱材などへ用いられているほか、液体
中で浮上する特性を利用して液体表面の流れを可視化するトレーサなどにも用いられてい
る。近年では、中空粒子の超音波に対する周波数応答性を利用して、超音波診断用造影剤
やドラッグデリバリーの薬剤輸送担体など医療材料として中空粒子を用いる先進医療の研
究も行われている。
【０００３】
従来の中空粒子の製法としては、液体または固体を内包する粒子を生成し、内部の液体ま
たは固体を抽出して中空にする方法（特許文献１、２参照）、あるいは液体または固体を
含む粒子を熱膨張気化させて中空にする技術（特許文献３参照）などがある。
【０００４】
また、気泡を用いて直接中空粒子を作り出す手法としては、気泡の表面において液相中の
物質同士を重合させて固体膜を生み出して中空粒子化する方法（特許文献４参照）、液相
中の物質の重合を気相の触媒で促進させて中空粒子化する方法（特許文献５参照）、膜原
材料を溶解させた液滴中に気泡を安定に存在させたまま液滴を乾燥させ膜を析出させるこ
とで中空構造を有したまま中空粒子化する方法などがある（特許文献６参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特表平９－５０８０６７号公報
【特許文献２】特開２００２－１０５１０４号公報
【特許文献３】特公平３－７９０６０号公報
【特許文献４】特開２００７－２１３１５号公報
【特許文献５】特開２００７－１９６２２３号公報
【特許文献６】特開２００７－７５６６０号公報
【特許文献７】特開２０１１－２４５４５２号公報
【特許文献８】特開２０１５－８５２５１号公報
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【特許文献９】特開２０１１－５０８３２号公報
【非特許文献】
【０００６】
【非特許文献１】Ｊｏｕｒｎａｌ　ｏｆ　Ｆｌｕｉｄ　Ｍｅｃｈａｎｉｃｓ、５４８（２
００６）、ｐｐ．１１３ー１３１．
【非特許文献２】Ｍａｔｅｒｉａｌｓ　Ｌｅｔｔｅｒｓ、６３（２００９）、ｐｐ．７０
３－７０５．
【非特許文献３】Ｕｌｔｒａｓｏｎｉｃｓ、５３（２０１３）、ｐｐ．１９６－２０２．
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
前記の背景技術において、液体または固体を内包する粒子から内包物質を除去して中空化
する方法は、内包物質の蒸発や膨張を用いた中空化工程の圧力・熱の制御が難しく、中空
化の際に粒子の変形や表面の損傷が起こりやすいことが問題である。
【０００８】
また、前記の背景技術における気泡を使う手法においては、中空化工程が不要のため簡便
に中空粒子を作ることができるものの、固体膜となる原材料が液相に溶解・分散して存在
しているため、気泡界面近傍以外の部分では中空粒子の固体膜として有効に使われないこ
とが問題である。
【０００９】
このような問題点を解消するために、本発明者は先に「液体中にモノマーを含む気体を吹
き込んで発生させた気泡の気液界面において固体膜を形成させて中空粒子を製造する方法
」を提案した（特許文献７、特許文献８）
【００１０】
発明者らのこの方法では、直径１μｍから２００μｍ程度の中空構造の粒子を短時間で多
量に発生させることができるとしている。しかしながら、モノマーガスを液体中に吹き込
むプロセスにおいてモノマーガスが微細気泡発生手段の気体放出口近傍で重合することに
よって目詰まりが生じやすく、例えば特許文献７に記載の方法では１５分～２０分程度で
気体供給管に目詰まりが生じ気泡発生が停止し、継続的な中空構造の粒子の生成ができな
かった。
【００１１】
本発明は、モノマーガスを含む気泡を液体に吹き込んで直接固体膜を製造して中空粒子を
製造する方法において、オゾンガスをモノマーガスと混合させることによって微細気泡化
する前の重合を抑制し、前記の従来技術の問題を解決することを課題としている。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
本発明者らは上記目的を達成するため鋭意研究を重ねた結果、本発明者らがすでに提案し
た特開２０１１－２４５４５２（特許文献７）に記載した方法において、モノマーガスを
含む気体にオゾンガスを混合させることによって、液体中で微細気泡化する微細気泡発生
手段まで送気する気体流路中でのポリマー形成による目詰まりが抑制され、連続的かつ多
量に微小な中空粒子を生成できることを見出した。
【発明の効果】
【００１３】
本発明に係る中空構造を有する粒子では以下の効果を得ることができる。本発明では、気
泡の界面を利用して製造した中空粒子およびその製造方法においてモノマーガスを含む気
体にオゾンガスを混合させることによって、特開２０１１－２４５４５２（特許文献７）
に記載の中空粒子の製法に対して、混合気を送気する流路の目詰まりの抑止と体積濃度で
８倍以上の収量向上を達成することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
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【図１】本発明の装置構成を示した図である。
【図２】超音波による微細気泡の発生状態を表す写真である。
【図３】実施例１で得られた中空粒子の電子顕微鏡画像である。
【図４】実施例１で生成した中空粒子の粒径分布である。
【図５】実施例２で得られた中空粒子の電子顕微鏡画像である。
【図６】実施例２で生成した中空粒子の粒径分布である。
【図７】比較例で得られた中空粒子の電子顕微鏡画像である。
【図８】比較例で生成した中空粒子の粒径分布である。
【図９】実施例１、２および比較例で中空粒子を生成したあとの中空超音波ホーンの気体
導入口および放出口の写真である。
【発明を実施するための形態】
【００１５】
本発明における気泡の界面を利用して製造した中空粒子およびその製造方法では、モノマ
ーガスおよびオゾンガスを含む気体を公知の微細気泡発生手法を用いて液体中に気泡とし
て供給し、気泡表面においてモノマーガスと液体が接触することで膜形成反応が起こり、
ガスが固体膜で覆われた中空粒子が生成する。以下、本発明を実施するための最良の形態
について図面１を参照して説明する。
【００１６】
本発明を実施するための最良の形態では、オゾンガスを含有する供給ガス１と気化容器２
においてモノマー３を気化させたモノマーガスとの混合ガス４を、送気手段５を用いて気
泡発生手段６に供給し、気泡発生手段６によってモノマー３を気化させたガスを含む気泡
９を温度調整手段７によって好適な温度に保たれた液体８中に発生させる。液体８中に発
生させた前記気泡９において、気泡中のモノマーガスと液体８が、界面で接触・固化する
ことによって、気泡表面に固体膜が形成し、中空粒子１０が生成して浮上する。
【００１７】
前記気化容器２は、モノマー３を容器に入れて保持し、公知の加熱または減圧手段によっ
て前記モノマー３を沸点以上に加熱あるいは蒸気圧以下に減圧して気化できる機能を有し
ていれば特に制限はなく、ガラス製や金属製の容器を、アルコールランプ、ガスバーナー
、ホットプレート、オイルバスなどで加熱または真空ポンプなどで減圧する方法が例示さ
れる。また、前記気化容器２は、前記モノマー３が常温で気体の際には必須ではない。
【００１８】
前記モノマー３としては、前記液体８あるいは前記液体８に溶解した成分と反応性を有し
ていれば良く、モノマー３と液体８の組み合わせとして、シアノアクリレート系組成物と
水、シリコーン系組成物と水、湿気硬化型ウレタン系組成物と水、オレフィン系炭化水素
と触媒を含有した低級脂肪族炭化水素などが例示される。また、前記組み合わせにおける
膜形成に要する時間は、目詰まりや反応界面消失の防止の観点から、気泡の発生に要する
時間より長く、気泡が溶解または浮上によって消失する時間より短いことが好ましい。膜
形成時間の範囲についてより具体的には、２０ｋＨｚ超音波による気泡発生の基準時間で
ある５０マイクロ秒以上（非特許文献１参照）、液体中で安定に気泡が存在可能な４時間
以下（非特許文献２参照）が特に好ましい。但し、気泡の発生に要する時間は気泡発生装
置、気泡が溶解または浮上によって消失する時間は気泡内包成分の液体に対する溶解度、
液体の粘度など気泡周囲の環境によって大きく影響を受けるため、前記範囲に限定される
ものではない。
【００１９】
前記混合ガス４中のモノマーガスの濃度は、モノマーガスを含んでいれば特に制限されな
い。
【００２０】
前記送気手段５は前記気泡発生手段６にオゾンガスを含有する供給ガス１とモノマー３を
気化させたガスの混合ガス４を供給できれば特に制限はなく、ダイアフラムポンプ、ギア
ポンプ、ロータリーポンプ、チュービングポンプ等が例示される。また、供給ガス１を加
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圧して送気する場合には、前記送気手段５は必須ではない。
【００２１】
前記微細気泡発生手段６は、前記混合ガス４を前記液体８中に気泡として供給できる方法
であれば特に制限はなく、微小孔を有する管または多孔質体を通して気体を液体中に噴出
させる方法、噴流や旋回流中で生じるせん断力を利用して気相を液相に巻き込む方法、超
音波を用いて気液界面を振動させ微細な気泡を生成する方法などが例示される。特に好ま
しい例としては、超音波の周期で瞬間的に微細な気泡を発生するために膜形成反応による
目詰まりが発生しにくい、中空超音波ホーンを用いて微細気泡を発生する方法（特許文献
９、非特許文献３）が挙げられる。
【００２２】
前記温度調整手段７は、混合ガスの通気あるいは気泡発生手段による液体８の温度上昇を
抑制することができれば特に制限はなく、クールスターラー、熱交換器、冷却ブロックな
どが例示される。また、液体８の温度についてはモノマーの凝縮を促すため室温より下げ
ることが望ましく、特に１５℃以下とすることが好ましい。
【００２３】
前記液体８は、前記モノマー３と反応する成分または触媒が含まれていれば構成に特に制
限は無く、反応成分または触媒のみで構成された液体、溶媒に反応成分または触媒が溶解
した溶液、溶媒に反応成分または触媒が乳化分散したエマルションなどいずれの状態でも
良い。また、前記液体８には気泡の微細化および安定化のために、界面活性剤を含有する
ことが望ましい。前記界面活性剤としては非イオン性、アニオン性、カチオン性及び両性
イオン性いずれの分類のものを使用してもよく、ポリビニルアルコール、ＴＷＥＥＮ２０
、ＴＷＥＥＮ８０、ＴｒｉｔｏｎＸ－１００、ドデシル硫酸ナトリウム、コール酸ナトリ
ウム、デオキシコール酸ナトリウム、デオキシコール酸、ヘキサデシルトリメチルアンモ
ニウム、ブロミドセチ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
ウムブロミドなどが例示される。また、前記液体８のｐＨ環境については、ｐＨ調整剤を
前記液体８に添加してｐＨ７以下とすることが好ましく、より好ましくはｐＨ４以下とす
ることが望ましい。前記ｐH調整剤としてはクエン酸、酢酸、塩酸、次亜塩素酸、硫酸、
硝酸、フルオロスルホン酸、リン酸、ホウ酸、ベンゼンスルホン酸、ギ酸、乳酸、シュウ
酸、酒石酸、アスコルビン酸などが例示される。
【００２４】
最終的に生成する前記中空粒子１０の内部の気相の成分については、前記オゾンガスを含
有する供給ガス１の成分によって変えることができる。前記オゾンガスを含有する供給ガ
ス１については、常温・常圧において気相状態の気体にオゾンガスが含まれていれば特に
限定されるものではなく、空気、水素、窒素、酸素、塩素、フッ素、希ガス、二酸化炭素
、アンモニア、二酸化硫黄、塩化水素、二酸化窒素、フッ化硫黄、炭化水素、ハロゲン化
炭化水素、および前記気体の複数混合した混合気などにオゾンガスを混合したガスなどが
例示される。前記オゾンガスを含有する供給ガス１中の含有濃度についてはオゾンが僅か
でも含まれていれば特に限定されるものではないが、好ましいオゾン濃度としては０．１
ｐｐｍ以上、特に好ましくは１ｐｐｍ以上が望ましい。オゾンガスを含有する供給ガス１
の供給手段については特に制限されず、高圧ボンベ、ダイアフラムポンプ、ギアポンプ、
ロータリーポンプ、チュービングポンプによる送気などが例示される。
【００２５】
以下、本発明を実施例に基づき更に説明するが、本発明はこれに限定されるものではない
。
【実施例１】
【００２６】
エチルシアノアクリレート４ｇを気体吸入口および混合ガス放出口を設けた５０ｍＬ三角
フラスコに封入し、２５０℃のホットスターラーによって加熱・撹拌し、エチルシアノア
クリレート蒸気を発生させる。発生したエチルシアノアクリレート蒸気は気体吸入口より
取り込まれたオゾンを５０ｐｐｍで含有する乾燥空気と共にマイクロバブル発生装置に送
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気され、冷却水を循環可能な５００ｍＬビーカー中で冷却水循環装置によって１２℃に維
持された４００ｍＬの０．０２％デオキシコール酸ナトリウム水溶液に中空超音波ホーン
から放出することによって微細な気泡が発生する。中空超音波ホーンにはノズル内径６ｍ
ｍの噴霧ノズルを装着しており、周波数１５ｋＨｚ、振幅４０μｍ（Ｐｅａｋ　ｔｏ　Ｐ
ｅａｋ）で振動し、振動の有無により図２に示すように瞬時に１ｍｍ以下の気泡に微細化
される。０．０２％デオキシコール酸ナトリウム水溶液中の気泡の界面においてエチルシ
アノアクリレートは水と接触することで重合反応が開始して固体膜が形成し、微細な中空
粒子が生成する。また中空粒子の生成、分散により、透明な水相は時間と共に白濁する。
本実施例１に示す操作によって白濁した水相中の球形粒子の電子顕微鏡画像を図３に示す
。図３に示すように大きさ１０μｍ以下の中空構造の粒子が確認できることから、内部に
空気吸入口から取り込んだ空気を含む大きさ１０μｍ以下の中空粒子の作成が確認された
。また、この実施例１では目詰まりすることなく２０分以上の調製が可能であり、２０分
時点での中空粒子分散液中の粒子体積濃度は０．１０ｖｏｌ％、図４に示す分布のように
０．８～１００μｍの範囲の中空構造を有する粒子が生成し、個数での平均直径は１．６
９μｍであった。
【実施例２】
【００２７】
実施例１における中空構造を有する粒子を生成する工程において、４００ｍＬのデオキシ
コール酸ナトリウム水溶液に酒石酸０．２ｇを加えｐＨを３．５とした前記水溶液を用い
て中空構造を有する粒子を生成した。この実施例２においても中空構造を有する粒子の生
成、分散により、透明な水相は時間と共に白濁する。実施例２に示す操作によって白濁し
た水相中の球形粒子の電子顕微鏡画像を図５に示す。図５に示すように大きさ１μｍ以下
の中空構造を有する粒子が確認できることから、内部に気体吸入口から取り込んだ空気を
含む中空粒子の作成が確認された。また、この実施例２でも目詰まりすることなく２０分
以上の調製が可能であり、２０分時点での中空粒子分散液中の粒子体積濃度は０．４１ｖ
ｏｌ％、図６に示す分布のように０．３～１００μｍの範囲の中空構造を有する粒子が生
成し、個数での平均直径は０．６６μｍであった。
【００２８】
実施例１において気体吸入口より取り込まれる気体を、オゾンを含まない乾燥空気に変え
、特許文献７に記載の内容の範囲で作成した例（比較例）では、図７の画像および図８に
示す０．７～６００μｍの粒径範囲で平均１．３４μｍの中空構造を有する粒子が生成し
たものの、１８分で目詰まりが発生し気泡の発生が停止した。この時、超音波ホーンでは
気体を導入する継手部分および気体を液体中に放出する気体放出口付近では図９に示すよ
うにシアノアクリレート樹脂が継ぎ手内部へ付着したり、塊が気体放出口に生成すること
が確認された一方、オゾンガスを含む気体を供給した実施例１および実施例２では２０分
経過しても気泡の発生は安定しており、図９に示すようにシアノアクリレート樹脂の継ぎ
手内部へ付着はほとんど確認されず、供給モノマーが固化して内部を塞栓してしまうこと
による目詰まりの抑止が可能であった。また、目詰まりが発生する１８分で白濁した中空
粒子分散液中の粒子体積濃度は０．０１３ｖｏｌ％であった。したがって、実施例１は比
較例の８倍、実施例２では比較例の３１．５倍の収量向上が確認された。
【産業上の利用可能性】
【００２９】
本発明で得られる中空粒子は、材料を液体中に溶解させるのではなく、気泡内部のガスと
して供給するため、反応場である気泡表面に選択的に材料を供給することができる。また
、気泡に含まれるモノマーガスと供給ガスの濃度を変えることにより膜厚や比重の調整も
容易であるため、断熱材、防音材、感熱材、緩衝材、軽量化材料、衝撃吸収剤、光学材料
、塗料、化粧品、医薬品など様々な用途に有効である。例えば、実施例１～２で使用した
シアノアクリレートは医療用にも用いられている材料であり、中空構造が有する音響特性
を活用することで超音波造影剤としての利用も期待できる。
【符号の説明】



(7) JP 2017-29876 A 2017.2.9

10

【００３０】
１　　オゾンガスを含有する供給ガス
２　　気化容器
３　　モノマー
４　　混合ガス
５　　送気手段
６　　気泡発生手段
７　　温度調整手段
８　　液体
９　　気泡
１０　　中空粒子

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】

【図５】

【図６】
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【図９】
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