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Our newly developed DualPore™ silica consists of a microporous continuous framework structure with small 
pores in nanometer showing excellent flow-dynamic adsorption characteristics in a column system. As Metal 
Scavenger, it can adsorb extremely low concentrations of metal that is impossible with conventional technology 
and, thus, can apply to recover a trace amount of residual precious metal of sub-ppm from a used catalyst or 
plating solution which is otherwise thrown away. Also it can be readily utilized to purify fine chemicals into an 
ultra-pure grade without any capital investment.  

 
 
ファインケミカルの合成触媒や自動車排出ガス

浄化触媒などとして、白金族などの金属元素が現

代社会の生産活動において必要不可欠である。し

かしこれらの鉱物資源は地球上に限りがあり、特

に日本ではすべてを輸入に依存している為、国際

情勢に価格や供給量が影響されやすい。安定的持

続的供給を確保するには、資源を最大限リサイク

ルすることが重要となる。 
現在、リサイクル技術として、電解やイオン交

換樹脂、活性炭などで回収を行っている。しかし、

既存技術では ppm１桁レベルの極微量残留金属を
効率的に回収することが困難で、スラッジや排水

として廃棄されているのが現状である。そこで、

弊社はシリカモノリスを応用し、従来技術では対

応しきれなかった極低濃度金属を吸着すること

が出来るシリカ粒子 DualPore™  Metal Scavenger
を開発した。 

DualPore™ の特徴は、精緻なマクロ孔と細孔の
二段階孔構造により、非常に高い空隙率と有効比

表面積を持つことにある。この特徴から微量な金

属でも素早く吸着することが出来るようになり、

小型で高性能の吸着剤となる。これにより、今ま

で大型タンクローリーで処理施設に運ばなけれ

ばならなかった微量濃度廃液あるいはスラッジ

が、現場でカートリッジ型吸着剤に手軽に分別濃

縮し宅配便でも発送できるので、大幅な輸送コス

トや CO2の削減にもつながる。 

また設備投資の面でも、イオン交換樹脂や活性

炭を利用するために大型回収装置が必要となる

が、DualPore™ は低背圧で利用可能なので、既存
の通液ラインに汎用型の水処理ハウジングを設

置するだけで導入でき、設備投資を必要としない。 
DualPore™ は、ファインケミカルの高純度化技

術としても非常に期待が高まっている。5G、IoT
など情報通信技術の進歩により、半導体材料に用

いるファインケミカルに対して天井無き高純度

化が求められている。 
ファインケミカル合成で有機物質や溶剤が頻用

されるが、粘度が高く背圧が高くなり、また従来

のポリマー吸着剤では膨潤し溶出する可能性も

あり適用できない。それに対し DualPore™ は高純
度シリカで、有機溶剤に対して非常に安定かつ低

背圧で高吸着性能を発揮するので、医薬品製造や、

半導体用材料、あるいは半導体の洗浄や再生など

の製造プロセスへの適用が期待されている。 

 
新規バイオイソシアネートおよびその誘導体を用いたポリウレタンの開発 
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STABiO™ PDI™ is a world’s first new bio-based 1,5-pentane diisocyanate with high performances. 
STABiO™ PDI™ based derivatives (polyisocyanates) can decrease the curing temperature and reduce curing time 
at polyurethane coating and adhesion applications involved in energy reduction. It gives high-performance 
polyurethane coating which show improved chemical resistance and reactivity with polyol. STABiOTM PDITM can 
be applied to various polyurethane uses in addition to the coating and adhesive, so it can contribute to 
enviromental protection. 
 
我々は、「高い機能を有した、環境に優しいポリ

イソシアネート」をコンセプトとし、「1,5-ペンタ
ンジイソシアネート(STABiO ® (スタビオ®) PDI®)
およびそれを用いたポリイソシアネート誘導体」

の開発に世界で初めて成功した。 
近年、ポリウレタン系コーティング市場では、

昨今の省エネルギー化の要請に対して、低温ある

いは短時間で硬化反応が進行するなど、ポリイソ

シアネートに「①速硬化性」が求められている。

さらに、酸性雨や鳥の糞、ハンドクリームや毛髪

剤などに対する「②耐薬品性の向上」が求められ

ている。一方、接着剤やインキバインダーなどが

多く使用されるパッケージ用途では、素材のバイ

オマス化のニーズが高まっている。このニーズに

対応するには、ポリウレタンの主原料であるポリ

オールに加えて、ポリイソシアネートの「③バイ

オマス度の向上」が不可欠である。 
これらの市場ニーズから、石油系の既存ポリイ

ソシアネートよりもポリオールとの反応性およ

び耐薬品性に優れて、バイオ化が可能なポリイソ

シアネートが望まれていた。 

その結果、バイオマス由来のリジンを脱炭酸し

て得られた 1,5-ペンタンジアミンをイソシアネー
ト化することにより製造できる STABiO ® PDI®お

よびそれを用いたポリイソシアネート誘導体が

各種物性において、石油系の既存ポリイソシアネ

ートよりも優れることを見出し、当社は、世界で

初めてこれらを工業化した 1。 
本ポリイソシアネートおよびその誘導体は、バ

イオマス材料のみならず、市場ニーズを満足させ

る性能を有している。また、コーティング材料の

他に、接着剤、エラストマー、フォーム、メガネ

レンズやゲルなど非常に幅広いポリウレタンの

用途に展開できる。本材料は、ポリウレタン産業

のみならず、バイオマス系化成品の市場展開に大

きく貢献できると考えている。 
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