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(57) 【 要 約 】
【課題】リグノセルロース系材料からリグニン誘導体を得るのに際して、リグニン誘導体
の物性や生産効率等を制御できる技術を提供する。
【解決手段】リグニンのフェノール誘導体の生産方法において、フェノール誘導体により
リグノセルロース系材料を親和する工程、及びフェノール誘導体により予め親和されたリ
グノセルロース系材料に酸を添加して得られる反応系においてリグニンにフェノール誘導
体を導入する工程、の少なくとも一つの工程において、リグノセルロース系材料を含む混
合系に対して超音波を照射するようにする。
【選択図】なし
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
リグニンのフェノール誘導体の生産方法であって、
フェノール誘導体によりリグノセルロース系材料を親和する工程、及び
フェノール誘導体により予め親和されたリグノセルロース系材料に酸を添加して得られる
反応系においてリグニンにフェノール誘導体を導入する工程、
の少なくとも一つの工程において、リグノセルロース系材料を含む混合系に対して超音波
を照射する、方法。
【請求項２】
前記親和工程は、フェノール誘導体を含有する液相でリグノセルロース系材料を溶媒和す
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る工程である、請求項１記載の方法。
【請求項３】
前記親和工程は、フェノール誘導体を含有する溶媒を予めリグノセルロース系材料に浸透
させる工程と当該溶媒を除去する工程とを備える、請求項１記載の方法。
【請求項４】
前記導入工程における前記酸を、少なくとも、前記リグノセルロース系材料におけるリグ
ニン−セルロースマトリックスを膨潤させうる強度で添加し、当該導入工程における混合
系に超音波を照射する、請求項１〜３のいずれかに記載の方法。
【請求項５】
前記導入工程の前段において、前記リグノセルロース系材料におけるリグニン−セルロー
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スマトリックスを膨潤させない強度の酸を添加し、当該導入工程における混合系に超音波
を照射する、請求項１〜３のいずれかに記載の方法。
【請求項６】
請求項１〜５のいずれかに記載の方法によって得られるリグニンのフェノール誘導体と前
記リグノセルロース系材料由来の炭水化物とを含有する組成物。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、植物体の構成成分を分離及び変換する技術に関し、特に、細胞壁構成成分であ
るリグノセルロースマトリックスを分離し、利用可能な誘導体に変換する技術に関する。
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【０００２】
【従来の技術】
植物体の主たる構成成分である細胞壁構成成分、すなわち、リグニンとセルロースやヘミ
セルロースなどとの複合系含有材料（以下、リグノセルロース系材料という。）を、これ
をフェノール誘導体と酸とを用いて分離・誘導体化する技術がある（例えば、特許文献１
、特許文献２参照。）。
かかる技術においては、リグニンをリグニン−セルロースマトリックスから分離するため
に、相分離という手法を用いている。すなわち、予め、リグノセルロース系材料をフェノ
ール化合物で溶媒和させておくかあるいは収着しておいた上で、リグノセルロース系材料
を酸と接触させることにより、リグニンにフェノール化合物をグラフトさせると同時にリ
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グニンをセルロースとのマトリックスから分離するというものである。
また、これらの方法において、分離効率を改善する技術もある（特許文献３）
【０００３】
【特許文献１】
特開平２−２３３７０１号公報
【特許文献２】
特開平９−２７８９０４号公報
【特許文献３】
特開２００１−１３１２０１号公報
【０００４】

50

(3)

JP 2004‑115736 A 2004.4.15

【発明が解決しようとする課題】
現在、この方法で得られるリグニン誘導体の物性等は、由来するリグノセルロース系材料
に大きく由来しており、その分子量、フェノール化合物の導入効率、収率等を制御するに
はいたっていない。
しかしながら、リグニン含有材料からかかる相分離を伴う構造変換によりリグニン誘導体
を得ようとする場合、リグニン誘導体の収率、分子量、フェノール化合物の導入率等をあ
る程度制御できることが望まれる。特に、リグニン誘導体を工業的に得ようとする場合、
効率的な反応工程が望まれる。
そこで、本発明では、リグノセルロース系材料からリグニン誘導体を得るのに際して、リ
グニン誘導体の物性や生産効率等を制御できる技術を提供することを目的とする。
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【０００５】
【課題を解決するための手段】
本発明者らは、リグノセルロース系材料をセルロースとリグニン誘導体とに分離するのに
あたり、分離変換に必要とされるファクターを検討し、リグノセルロース系材料に親和性
の高い媒体であるフェノール誘導体との親和工程、リグニン−セルロース複合体からの成
分分離媒体であり反応媒体でもある酸性媒体との接触工程に着目し、超音波などの物理的
エネルギーの付加について検討したところ、超音波照射により、セルロース−リグニンマ
トリックスの変換システムによる脱複合を促進できることを見出した。また、超音波照射
により、相分離変換により得られるリグニン誘導体の収率の他、分子量、フェノール化合
物の導入比率等を制御できることを見出し、本発明を完成した。
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すなわち、本発明によれば、以下の手段が提供される。
【０００６】
（１）リグニンのフェノール誘導体の生産方法であって、
フェノール誘導体によりリグノセルロース系材料を親和する工程、及び
フェノール誘導体により予め親和されたリグノセルロース系材料に酸を添加して得られる
反応系においてリグニンにフェノール誘導体を導入する工程、
の少なくとも一つの工程において、リグノセルロース系材料を含む混合系に対して超音波
を照射する、方法。
（２）前記親和工程は、フェノール誘導体を含有する液相でリグノセルロース系材料を溶
媒和する工程である、（１）記載の方法。
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（３）前記親和工程は、フェノール誘導体を含有する溶媒を予めリグノセルロース系材料
に浸透させる工程と当該溶媒を除去する工程とを備える、（１）記載の方法。
（４）前記導入工程における前記酸を、少なくとも、前記リグノセルロース系材料におけ
るリグニン−セルロースマトリックスを膨潤させうる強度で添加し、当該導入工程におけ
る混合系に超音波を照射する、（１）〜（３）のいずれかに記載の方法。
（５）前記導入工程の前段において、前記リグノセルロース系材料におけるリグニン−セ
ルロースマトリックスを膨潤させない強度の酸を添加し、当該導入工程における混合系に
超音波を照射する、（１）〜（３）のいずれかに記載の方法。
（６）（１）〜（５）のいずれかに記載の方法によって得られるリグニンのフェノール誘
導体と前記リグノセルロース系材料由来の炭水化物とを含有する組成物。
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【０００７】
【発明の実施の形態】
本発明のリグノフェノール誘導体の生産方法は、フェノール誘導体によりリグノセルロー
ス系材料を親和する工程において、リグノセルロース系材料とフェノール誘導体との混合
系に超音波を照射すること、あるいはフェノール誘導体により予め親和されたリグノセル
ロース系材料に酸を添加した混合系に対して超音波を照射することを特徴としている。
前記親和工程における混合系に超音波を照射することにより、フェノール誘導体とリグノ
セルロース系材料との接触を高め、リグノセルロース系材料へのフェノール誘導体の収着
及び／又は溶媒和を促進させることができる。
また、フェノール誘導体で親和されたリグノセルロース系材料を酸と接触させることによ
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り、リグニン−セルロースマトリックスのリグニンにフェノール誘導体を導入し構造変換
すると同時に、ベンジルアリールエーテル結合の開裂により、複合体から分離される。従
来は、外力、具体的には機械的攪拌によりフェノール誘導体で親和されたリグノセルロー
ス系材料と酸との接触を図っていたが、超音波をこの混合系に照射することにより、酸に
よる炭水化物の分解、リグニンと酸との接触確率の向上により、フェノール誘導体でリグ
ニン相が親和されたリグニン−セルロース複合体の脱複合が促進され、同時にリグニンへ
のフェノール誘導体の導入も促進されると考えられる。
【０００８】
脱複合の促進により、フェノール誘導体の導入率を高めることができる。特に、酸をリグ
ニン−セルロースマトリックスを膨潤させる強度で添加することにより、超音波照射によ
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るリグノフェノール誘導体の変換・分離をスピードアップすることができる。
さらに、超音波の照射は他の側面においても有用である。すなわち、フェノール誘導体の
導入にあたって使用する酸強度を低下させることができる。これにより、水層からの酸の
除去工程などを効率化することができる。また、酸強度の低下は、多様なリグノフェノー
ル誘導体の調製も可能とし、さらに、当該リグノフェノール誘導体とリグノセルロース系
材料に由来する炭水化物との組成物において容易に炭水化物含有量を調節することができ
る。
【０００９】
以下、本発明の実施の形態について詳細に説明する。
（リグノセルロース系材料）
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本発明で用いる「リグノセルロース系材料」とは、植物細胞壁の構成成分であるリグニン
−セルロース複合体を含有する材料であれば足り、特にその種類を問うものではない。例
えば、木質化した材料、主として木材である各種材料、例えば、木粉、チップの他、廃材
、端材、古紙などの木材資源に付随する農産廃棄物や工業廃棄物を挙げることができる。
また用いる木材の種類としては、針葉樹、広葉樹など任意の種類のものを使用するこがで
きる。さらに、ケナフ、稲、さとうきび、とうもろこしなどの各種草本植物の全体あるい
は一部、それに関連するバガスなどの農産廃棄物や工業廃棄物なども使用できる。
【００１０】
（リグノフェノール誘導体及びその製造プロセス）
リグノフェノール誘導体は、リグニンのアリールプロパンユニット（Ｃ９ユニット）のＣ
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１位に、フェノール誘導体がＣ−Ｃ結合で導入された１、１−ビス（アリール）プロパン
単位を含む重合体を意味するものである。ポリフェノールの一種である。
リグノフェノール誘導体は、また、リグニン含有材料から反応、分離して得られるリグニ
ン由来のポリマーの混合物であり、また、得られるポリマーにおける導入フェノール誘導
体の量や分子量は、原料となるリグニン含有材料（典型的にはリグノセルロース系材料で
ある。）および反応条件により変動することが多いとされている。
【００１１】
リグノフェノール誘導体は、通常、所定のフェノール誘導体により親和されたリグニン含
有材料、好ましくはリグノセルロース系材料を酸に接触させることにより、得ることがで
きる。なお、リグノフェノール誘導体に関するより一般的な記載及びその製造プロセスに
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ついては、既に、特開平２−２３７０１号公報、特開平９−２７８９０４号公報及び国際
公開ＷＯ９９／１４２２３号公報、２００１−６４４９４号公報、２００１−２６１８３
９号公報、２００１−１３１２０１号公報、２００１−３４２３３号公報において記載さ
れている（これらの特許文献に記載の内容は、全て引用により本明細書中に取り込まれる
ものとする）。
【００１２】
本製造プロセスは、リグノセルロース系材料をフェノール誘導体相側に維持しながら、選
択的に酸と接触させ、分解したセルロースを酸側に分配し、酸との接触を介してフェノー
ル誘導体が導入されたリグニンをフェノール誘導体側に分配するというリグニンの構造変
換と分離とを同時に達成するプロセスである。このような反応系を構築するのにあたり、
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特に、リグノセルロース系材料を予めフェノール誘導体で親和させておくことが好ましい
。ここで、親和とは溶媒和、浸透、並びに吸収及び吸着（収着ともいう。）の意味で用い
られている。すなわち、かかる反応系において、リグノセルロースの複合状態を緩和させ
、同時に、天然リグニンのアリールプロパンユニットのＣ１位（ベンジル位）に選択的に
前記フェノール誘導体をグラフティングさせて、リグノフェノール誘導体を生成させ、同
時にセルロースとリグノフェノール誘導体とに分離できる方法である。
この方法によると、使用したフェノール誘導体のオルト位あるいはパラ位でリグニンのフ
ェニルプロパンユニットのＣ１位に当該フェノール誘導体がグラフトされた、１、１−ビ
ス（アリール）プロパンユニットを有するリグノフェノール誘導体を得ることができる。
なお、得られるリグノフェノール誘導体においては、通常、フェノールがグラフトされて
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いないアリールプロパンユニットも残存している。
【００１３】
リグノセルロース系材料からリグノフェノール誘導体を得る方法としては、各種方法を例
示することができる。
これらのいずれの形態においても、フェノール誘導体によりリグノセルロース系材料を親
和する工程と、フェノール誘導体により予め親和されたリグノセルロース系材料に酸を添
加して得られる反応系においてリグニンにフェノール誘導体を導入する工程とを備えてい
る。
これらの方法は、親和工程が１段かあるいは２段かという点で区別することができ、また
、得られたリグノフェノール誘導体の分離方法において区別することもできる。
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なお、以下の例示に典型的な４種類の方法を例示するが、これら４種類の方法に限定する
ことを意図するものではない。
【００１４】
第１の方法は、特開平２−２３３７０１号公報に記載されている方法である。この方法は
、１段の親和工程を備えている。１段の親和工程は、木粉等のリグノセルロース系材料に
液体状のフェノール誘導体を浸透させ、リグニンをフェノール誘導体により溶媒和させる
工程である。なお、フェノール誘導体はベンゼンなどの不活性溶媒によって希釈して用い
ることもできる。
次に、導入工程について説明する。導入工程は、リグノセルロース系材料に濃酸（上記で
説明したもの、例えば、７２％硫酸）を添加し混合して、セルロース成分を加水分解する
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とともに、フェノール誘導体をリグニンに導入する工程である。
この工程では、リグニンを溶媒和したフェノール誘導体と、セルロース成分を溶解した濃
酸とが２相分離系を形成する。フェノール誘導体により溶媒和されたリグニンは、フェノ
ール誘導体相が濃酸相と接触する界面においてのみ、酸と接触され、反応が生じる。すな
わち、酸との界面接触により生じたリグニン基本構成単位の高反応サイトである側鎖Ｃ１
位（ベンジル位）のカチオンが、フェノール誘導体により攻撃される。その結果、前記Ｃ
１位にフェノール誘導体がＣ−Ｃ結合で導入され、またベンジルアリールエーテル結合が
開裂することにより低分子化される。これによりリグニンが低分子化され、同時にその基
本構成単位のＣ１位にフェノール誘導体が導入されたリグノフェノール誘導体がフェノー
ル誘導体相に生成される。このフェノール誘導体相から、リグノフェノール誘導体が抽出
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される。リグノフェノール誘導体は、リグニン中のベンジルアリールエーテル結合が開裂
して低分子化されたリグニンの低分子化体の集合体として得られる。なお、ベンジル位へ
のフェノール誘導体の導入形態は、そのフェノール性水酸基を介して導入されているもの
もあることが知られている。
図１には、アリールプロパンユニットを有する天然リグニンに対して相分離処理を行うこ
とにより、各種のリグノフェノール誘導体が得られることを示している。
【００１５】
フェノール誘導体相からのリグノフェノール誘導体の抽出は、例えば、次の方法で行うこ
とができる。すなわち、フェノール誘導体相を、大過剰のエチルエーテルに加えて得た沈
殿物を集めて、アセトンに溶解する。アセトン不溶部を遠心分離などにより除去し、アセ
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トン可溶部を濃縮する。このアセトン可溶部を、大過剰のエチルエーテルに滴下し、沈殿
区分を集める。この沈殿区分から溶媒留去し、リグノフェノール誘導体を得る。なお、粗
リグノフェノール誘導体は、前記アセトン可溶部を単に減圧蒸留により除去することによ
って得ることができる。
【００１６】
第２および第３の方法は、２段の親和工程を備えている。２段の親和工程は、リグノセル
ロース系材料に、固体状あるいは液体状のフェノール誘導体（例えば、ｐ−クレゾール又
は２、４−ジメチルフェノールなど）を溶解した溶媒（例えば、エタノールあるいはアセ
トンなど）を浸透させた後、溶媒を留去する工程である。
次に、このリグノセルロース系材料に濃酸を添加してセルロース成分を溶解する（上記導
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入工程に該当する。）。この結果、第１の方法と同様、フェノール誘導体により溶媒和さ
れたリグニンは、濃酸と接触して生じたリグニンの高反応サイト（側鎖Ｃ１位）のカチオ
ンがフェノール誘導体により攻撃されて、フェノール誘導体が導入される。また、ベンジ
ルアリールエーテル結合が開裂してリグニンが低分子化される。得られるリグノフェノー
ル誘導体の特性は、第１の方法で得られるものと同様である。そして、第１の方法と同様
にして、フェノール誘導体が導入されたリグノフェノール誘導体を液体フェノール誘導体
にて抽出する。液体フェノール誘導体相からのリグノフェノール誘導体の抽出は、第１の
方法と同様にして行うことができる（これを第２の方法と称する）。あるいは、濃酸処理
後の全反応液を過剰の水中に投入し、不溶区分を遠心分離にて集め、脱酸後、乾燥する。
この乾燥物にアセトンあるいはアルコールを加えてリグノフェノール誘導体を抽出する。
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さらに、この可溶区分を第１の方法と同様に、過剰のエチルエーテル等に滴下して、リグ
ノフェノール誘導体を不溶区分として得る（これを第３の方法と称する）。以上、リグノ
フェノール誘導体の調製方法の具体例を説明したが、これらに限定されるわけではなく、
これらに適宜改良を加えた方法で調製することもできる。
【００１７】
第４の方法は、特開２００１−１３１２０１号公報に記載の方法であり、リグノセルロー
ス系材料、フェノール誘導体、及び酸を含む混合物（本明細書においては反応系ともいう
。）にベンゼン、キシレン、トルエン、ヘキサンまたはこれらの混合物から選択される不
活性低沸点疎水性有機溶媒とを混合後、遠心分離して３層に分離し、リグノフェノール誘
導体画分をバンド状に凝集した第２層として分取する方法である。上記反応系を得るまで
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の親和工程及び導入工程は、上記第１の方法〜第３の方法と同様に実施することができる
。また、分取したリグノフェノール誘導体は、上記第１及び第２の方法に示すようにエー
テル不溶画分に分配後、アセトン可溶画分に分取することもできるし、上記第３の方法の
ように、過剰の水に投入して水不溶画分として得ることができる。好ましくは、上記第３
の方法のように、水不溶画分に分取した後、酸を洗浄除去し、最終的にアセトン等に溶解
する画分にリグノフェノール誘導体を得る。
【００１８】
（フェノール誘導体）
リグノセルロース系材料を予め親和させるリグノフェノール誘導体としては、１価のフェ
ノール誘導体、２価のフェノール誘導体、または３価のフェノール誘導体などを用いるこ
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とができる。
１価のフェノール誘導体の具体例としては、１以上の置換基を有していてもよいフェノー
ル、１以上の置換基を有していてもよいナフトール、１以上の置換基を有していてもよい
アントロール、１以上の置換基を有していてもよいアントロキノンオールなどが挙げられ
る。
２価のフェノール誘導体の具体例としては、１以上の置換基を有していてもよいカテコー
ル、１以上の置換基を有していてもよいレゾルシノール、１以上の置換基を有していても
よいヒドロキノンなどが挙げられる。
３価のフェノール誘導体の具体例としては、１以上の置換基を有していてもよいピロガロ
ールなどが挙げられる。
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本発明においては１価のフェノール誘導体、２価のフェノール誘導体及び３価のフェノー
ル誘導体のうち、１種あるいは２種以上を用いることができるが、好ましくは１価のフェ
ノールを用いる。
【００１９】
前記１価から３価のフェノール誘導体が有していてもよい置換基の種類は特に限定されず
、任意の置換基を有していてもよいが、好ましくは、電子吸引性の基（ハロゲン原子など
）以外の基であり、例えば、炭素数が１〜４、好ましくは炭素数が１〜３の低級アルキル
基含有置換基である。導入率を考慮すれば、メチル基、あるいはエチル基などのバルキー
でない置換基であることが好ましい。低級アルキル基含有置換基としては、例えば、低級
アルキル基（メチル基、エチル基、プロピル基など）、低級アルコキシ基（メトキシ基、
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エトキシ基、プロポキシ基など）である。また、アリール基（フェニル基など）の芳香族
系の置換基を有していてもよい。また、水酸基含有置換基であってもよい。
【００２０】
これらのフェノール誘導体は、そのフェノール性水酸基に対してオルト位あるいはパラ位
の炭素原子がリグニンのフェニルプロパンユニットのＣ１位の炭素に結合することにより
、フェニルプロパンユニットに導入されることになる。したがって、導入サイトを確保す
るには、オルト位及びパラ位のうち、少なくともひとつの位置に置換基を有していないこ
とが好ましい。
【００２１】
以上のことから、本発明では、無置換フェノール誘導体の他、少なくとも一つの無置換の
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オルト位あるいはパラ位を有する各種置換形態のフェノール誘導体の１種あるいは２種以
上を適宜選択して用いることができる。
【００２２】
フェノール誘導体の好ましい具体例としては、ｐ−クレゾール、２、６−ジメチルフェノ
ール、２、４−ジメチルフェノール、２−メトキシフェノール（Ｇｕａｉａｃｏｌ）、２
、６−ジメトキシフェノール、カテコール、レゾルシノール、ホモカテコール、ピロガロ
ール及びフロログルシノールなどが挙げられる。好ましくは、ｐ−クレゾールである。
【００２３】
（酸）
導入工程において用いる酸としては、特に限定しない。例えば、硫酸、塩酸、リン酸、ｐ
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−トルエンスルホン酸、トリフルオロ酢酸、トリクロロ酢酸、ギ酸などを挙げることがで
きる。好ましくは、本来的にあるいは濃度によりリグニン−セルロースマトリックスを膨
潤させうる強度の酸であることが好ましい。なお、ここで酸で膨潤させる対象は主として
セルロースである。かかる強度の酸としては、例えば、６５ｗｔ％以上の硫酸、８５ｗｔ
％以上のリン酸、３５ｗｔ％以上の塩酸、ｐ−トルエンスルホン酸、トリフルオロ酢酸、
トリクロロ酢酸、及びギ酸などを挙げることができる。好ましい酸として、７２ｗｔ％の
硫酸、９５ｗｔ％のリン酸、４５ｗｔ％のトリフルオロ酢酸及びギ酸を挙げることができ
る。
なお、セルロース、ヘミセルロース由来の水溶性多糖、オリゴ糖、及び単糖を効率的に回
収するには、硫酸を用いることが好ましく、セルロースに対する作用を抑制し、その高次

40

構造をある程度保持した形で回収するには、リン酸など酸強度の低い酸を用いることが好
ましい。
【００２４】
なお、導入工程の当初あるいは導入工程に先だって、フェノール誘導体とリグノセルロー
ス系材料に、リグニン−セルロースマトリクスを膨潤させない強度で酸を添加した混合系
を調製する場合がある。当該混合系に超音波を照射することにより、フェノール誘導体の
導入に先だってリグニン−セルロースマトリックスの脱複合を促進できる場合があるから
である。ここで、リグニン−セルロースマトリクスを膨潤させない程度の酸としては、上
記したリグニン−セルロースマトリクスを膨潤させうる酸の強度よりも弱い程度とするこ
とができる。具体的には、６５ｔ％未満の硫酸、８５ｗｔ％未満のリン酸、３５ｗｔ％未
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満の塩酸、ｐ−トルエンスルホン酸、トリフルオロ酢酸、トリクロロ酢酸、及びギ酸など
を挙げることができる。好ましい酸として、しくは６０ｗｔ％以下の硫酸、８０ｗｔ％以
下のリン酸、３０ｗｔ％以下の塩酸、トリフルオロ酢酸及びギ酸を挙げることができる。
なお、導入工程に先だつ混合系においては、さらに弱い酸強度であってもよい。
【００２５】
なお、フェノール誘導体の導入頻度は、導入しようとするフェノール誘導体の置換基の有
無、位置、大きさ等によって変動する。したがって、導入頻度を調節することができる。
特に、置換基の大きさによる立体障害によって導入頻度を容易に調節することができる。
置換基を利用して導入位置などを制御しようとする場合、置換基として低級アルキル基を
利用すると、炭素数や分枝形態によって容易に導入頻度を調節できる。置換基をメチル基

10

とすると、導入頻度を高く維持して導入位置を制御できる。
【００２６】
以下に、リグノセルロース系材料から得られる一次誘導体の有する全体的、一般的性質を
挙げる。ただし、本発明におけるリグノフェノール誘導体を、以下の性質を有するものに
限定する趣旨ではない。
（１）重量平均分子量が約２０００〜２００００程度である。
（２）分子内に共役系をほとんど有さずその色調は極めて淡色である。典型的には淡いピ
ンク系白色粉末である。
（３）針葉樹由来で約１７０℃、広葉樹由来で約１３０℃に固−液相転移点を有する。
（４）メタノール、エタノール、アセトン、ジオキサン、ピリジン、テトラヒドロフラン
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、ジメチルホルムアミドなどに容易に溶解する。
【００２７】
（超音波の照射）
（親和工程における超音波の照射）
本発明方法においては、フェノール誘導体によるリグノセルロース系材料の親和工程にお
いて、リグノセルロース系材料及び／又はフェノール誘導体に超音波を照射することが好
ましい。好ましくは、リグノセルロース系材料とフェノール誘導体とが同時に存在する状
態において両者に超音波を照射するようにする。かかる超音波照射により、リグノセルロ
ース系材料へのフェノール誘導体を効率的にかつ十分に浸透させて、両者が十分に親和し
た状態を容易にかつ速やかに得ることができる。この結果、その後の、リグニンへのフェ
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ノール誘導体の導入工程において、効率的にリグニンにフェノール誘導体を導入できるよ
うになる。
【００２８】
かかる親和工程は、上記した第１の方法及び第２の方法において例示した親和工程のいず
れにも適用することができる。上記第１の方法にあっては、リグノセルロース系材料に液
体のフェノール誘導体を浸透させた状態、あるいはリグノセルロース系材料をフェノール
誘導体に浸漬した状態で、超音波を照射することができる。また、上記第２の方法にあっ
ては、リグノセルロース系材料にフェノール誘導体を溶解させた有機溶媒（例えば、アセ
トン、エタノール、ベンゼン、ヘキサン、トルエン、キシレン、またはこれらの混合液）
を浸漬あるいは浸透させた状態であって好ましくは有機溶媒の留去前の状態で超音波を照
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射することができる。なお、超音波を照射しながら有機溶媒を留去することもできる。
【００２９】
なお、本発明にあっては、用いる超音波の電圧や周波数は特に限定しないで、フェノール
誘導体とリグノセルロース系材料との親和性を向上できる程度以上の条件で照射すればよ
い。通常用いられ得る超音波発生器の電力及び周波数（電力約１００Ｗ￣約１５００Ｗ、
周波数約２０ｋＨｚ〜約４０ｋＨｚ）であれば、数十秒〜数十分程度の照射で上記効果を
得ることができる。
超音波の照射形態は特に限定しないが、液体であるフェノール誘導体中に発振子を侵入さ
せた状態でもよいし、また、液体であるフェノール誘導体が入った容器を浸漬した水槽等
に発振子を配置して照射してもよい。

50

(9)

JP 2004‑115736 A 2004.4.15

また、超音波照射に伴って、別途機械的攪拌を付随させてもよい。なお、超音波照射は必
ずしも連続的である必要はなく、断続的であってもよい。また、親和工程の全時間にわた
って使用することを要するものでもなく、親和工程の一部において使用するのみであって
もよい。
【００３０】
（導入工程における超音波照射）
また、本発明にあっては、上記フェノール誘導体の導入工程において、予め親和されたリ
グノセルロース系材料に酸を添加して得られる反応系に対して超音波を照射することが好
ましい。当該反応系に対して超音波を照射する場合、好ましくはほぼその全域に超音波を
照射する。あるいは、他の攪拌混合手段、具体的には攪拌子や攪拌羽根による機械的攪拌
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手段や噴流等による攪拌手段を付随させることも好ましい。
【００３１】
リグニンへのフェノール誘導体の導入工程において、超音波を照射することにより、リグ
ノセルロース系材料におけるリグニン−セルロースマトリックスの脱複合を促進できる。
このため、当該マトリックスにおけるセルロース領域にセルロースを膨潤するのに十分程
度の酸性下にある場合には、酸が速やかに浸透することにより、セルロースが速やかに膨
潤し、分子量の大きい状態でリグニンがマトリックスから分離されやすくなる。したがっ
て、超音波処理により、相対的に高分子領域のリグノフェノール誘導体を効率的に得るこ
とができる。
【００３２】
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超音波の照射は、また、リグニンと酸との接触確率を向上させ、早期にリグノフェノール
誘導体の生成量と高い導入率が得られるという側面がある。導入率の向上は、脱複合の促
進によっても促進される。
したがって、単に機械的攪拌を用いる以外は同条件下において得られる導入率を、適度な
超音波の照射を伴う導入工程を実施することにより、約４分の１〜半分程度の時間で達成
することができる。
また、導入工程でセルロースを膨潤するのに十分程度の酸性下で超音波照射を行うことに
より、導入工程の比較的初期においても、分子量が高くかつフェノール誘導体の導入率も
高いリグノフェノール誘導体を容易に得ることができる。
なお、親和工程で超音波照射を行っている場合には、リグノセルロース系材料とフェノー
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ル誘導体とがよく親和しているので、酸との接触によるリグニン−セルロースマトリック
スの脱複合がより一層導入が速やかであり、また、導入後も安定的にフェノール誘導体相
への分配され、セルロースとの分離を容易化することができる。
【００３３】
第１の方法及び第４の方法における導入工程で超音波照射を行うことにより、生成したリ
グノフェノール誘導体のフェノール誘導体相への分配を促進することができる。すなわち
、相分離が早期に達成される。これはリグニンに効率的にフェノール導入体が導入され変
換が促進されたことによるものと推定される。
【００３４】
導入工程における超音波照射の電圧や周波数は、親和工程と同様、特に限定しない。フェ
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ノール誘導体とリグノセルロース系材料との接触確率は、通常用いられ得る超音波発生器
の電力及び周波数（電力約１００Ｗ〜約１５００Ｗ、周波数約２０ｋＨｚ〜約４０ｋＨｚ
）であれば、数十秒〜数十分程度の照射で十分向上させることができる。
超音波の照射形態は特に限定しないが、液体であるフェノール誘導体中に発振子を侵入さ
せた状態でもよいし、また、液体であるフェノール誘導体が入った容器外部に発振子を配
置して照射してもよい。また、親和工程と同様、超音波照射に伴って、別途機械的攪拌を
付随させることもできるし、照射は、連続的でも断続的であってもよい。また、導入工程
の全時間にわたって使用することを要するものでもなく、導入工程の一部において使用す
るのみであってもよい。なお、上記したように、超音波照射によりリグニン−セルロース
マトリクスの脱複合とリグノフェノール誘導体の導入が促進されることから、超音波照射
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工程は、導入工程の少なくとも初期において実施することが好ましい。より好ましくは、
導入工程の前半において実施するようにする。
なお、導入工程における超音波以外の攪拌あるいは分散手段の強度を変えることによって
超音波照射による作用効果を調節することもできる。
【００３５】
なお、超音波の照射は、導入工程の前段あるいはその一部として、予めフェノール誘導体
で親和されたリグノセルロース系材料と水あるいはセルロースを全くあるいは殆ど加水分
解しない程度の酸を含有する希酸溶液との混液に対して行うこともできる。このような予
備的照射後に、適切な酸性度、すなわち、リグニン−セルロースマトリクスを膨潤できる
程度となるように酸を添加し、導入工程（超音波照射あり、なしのいずれでもよい）を実
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施することができる。かかる予備的な超音波照射は、親和工程で行う超音波照射同様、リ
グニンやセルロースがただちに分解あるいは反応することが抑制された状態での照射では
あるが、リグニンやセルロースの複合状態の緩和あるいは解除を促進する。このため、導
入工程でのフェノール誘導体と導入やリグニン−セルロースマトリックスの脱複合を促進
することができる。
【００３６】
超音波照射を伴う導入工程で、使用する酸の強度によって以下の効果を奏する。
例えば、リグニン−セルロースマトリックスを十分に膨潤できる、換言すれば、セルロー
スを十分に溶解できる酸性下の場合、例えば、７２ｗｔ％あるいはそれ以上の濃度の硫酸
を用いた場合には、当該導入工程で超音波処理を行うと、非常に早期に高い収率でリグノ
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フェノール誘導体を得ることができる他、最終的に生成するリグノフェノール誘導体の生
成量を高めることができる。特に、前記第３の方法における水不溶区分におけるリグノフ
ェノール誘導体の比率を容易に高める（換言すればセルロース含量を低下させる）ことが
でき、その後のリグノフェノールの分取工程を容易化することができる。
【００３７】
また、導入工程で超音波処理を用いない場合、酸濃度が確実にセルロースを溶解できる程
度の濃度では、効率的なリグノフェノール誘導体の製造は困難であったが、導入工程で超
音波を照射することにより、６２ｗｔ％以上７２ｗｔ％未満（好ましくは６５ｗｔ％以上
、また、好ましくは７０ｗｔ％以下）の硫酸でも、十分にセルロースを溶解し、導入工程
を促進することができる。したがって、酸の使用量を低減できる他、例えば、第３の方法
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の分取方法のように、フェノール誘導体導入後の反応系を大量の水に投入して水不溶区分
とし、当該水不溶区分から酸を洗浄除去するにあたり、洗浄工程を簡略化することができ
るという利点がある。
【００３８】
さらに、６２ｗｔ％以上７２ｗｔ％未満の硫酸を用いた場合、リグノフェノール誘導体の
収率やフェノール誘導体の導入効率を超音波照射の条件（時間と強さ）が増強されるのに
伴って、フェノール誘導体の導入率やリグノフェノール誘導体の生成量が広い範囲で変化
（増加）する。すなわち、かかる程度の酸性下で超音波処理条件を調整することで、広い
範囲でフェノール誘導体の導入効率やリグノフェノール誘導体の生成量を容易に調整でき
る。
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すなわち、導入工程における超音波照射条件に酸強度の調整を組み合わせることにより、
リグノフェノール誘導体の収率、フェノール誘導体の導入率、得られるリグノフェノール
誘導体の分子領域を容易に調整することができる。
【００３９】
さらに第３の方法の分取方法を採用する場合、酸の強度が、複合体中のセルロースを加水
分解できない程度の酸強度、例えば、約６０ｗｔ％の硫酸あるいはそれ以下の濃度の硫酸
の場合、セルロース含量がリグニンあるいはリグノフェノール誘導体含量を上回る水不溶
画分を超音波処理条件の調整により容易に得ることができる。特に、リグノセルロース系
材料中のセルロースの非結晶領域あるいはヘミセルロースのみを超音波によって選択的か
つ効果的に加水分解して水溶化し、セルロースの結晶領域を高度に含有した水不溶画分を
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得ることができる。
さらに、６５ｗｔ％程度の硫酸の場合には、超音波処理条件の調整により、セルロース含
量がリグニン（あるいはリグノフェノール誘導体）含量を上回る水不溶画分からリグニン
（あるいはリグノフェノール誘導体）含量がセルロース含量を上回る水不溶画分までを容
易に得ることができる。さらに、７２ｗｔ％程度以上の硫酸の場合、超音波処理条件の調
整により容易にリグニン含量がセルロース含量を上回る水不溶画分を容易に得ることがで
きる。
なお、６５ｗｔ％以上の硫酸の場合には、セルロースの結晶領域まで膨潤・加水分解する
と同時に、ネットワーク高分子である天然リグニンをリニア型のリグノフェノール誘導体
に変換することができる。このため、リグノフェノール誘導体と炭水化物区分との均一な
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複合系を容易に得ることができる。かかる複合系は、熱可塑性を発現し、成形用、充てん
用等の組成物として好ましく使用できる。
【００４０】
なお、本発明における超音波の照射は、親和工程及び導入工程のいずれか一工程における
混合系に対して行われ、両方の工程において行うこともできる。好ましくは、超音波の照
射は、少なくとも導入工程において行う。
【００４１】
（リグノフェノール誘導体組成物）
第２〜第４の方法における導入工程において得られる酸性の反応混合物を水に投入して得
られる水不溶画分（水不溶画分組成物）は、リグノフェノール誘導体の他、リグノセルロ
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ース系材料由来の水不溶性のセルロース等の炭水化物を含有しており、リグノフェノール
誘導体含有組成物であるといえる。
既に説明したように、超音波処理と酸強度の組み合わせにより、水不溶画分におけるリグ
ノフェノール誘導体とセルロースなどの炭水化物の含有比率を調節することができる。ま
た、同時に、フェノール誘導体の導入率や分子量も調節することができる。
したがって、導入工程で超音波処理を行うことにより、必要に応じてリグノフェノール誘
導体と炭水化物の含有比率やフェノール誘導体の導入比率が調整されたリグノフェノール
誘導体含有組成物を得ることができる。
以上のことから、本発明によれば、親和工程及び／又は導入工程において超音波処理を行
うリグノフェノール誘導体含有組成物の生産方法を提供することもできる。
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【００４２】
【実施例】
以下、本発明を具体例について説明する。本発明は以下の実施例に限定されるものではな
い。
（実施例１：第１の方法によるリグノフェノール誘導体の調製）
脱脂木粉２種（Ｄｏｕｇｌａｓ

ｆｉｒ（６０〜８０メッシュ）及びＢｅｅｃｈ（６０〜

８０メッシュ）各１ｇを精秤し、５０ｍｌ容ビーカーに移し、ｐ−クレゾール１０ｍｌを
加え、超音波に５分間照射し、木粉にクレゾールを収着させた。遠沈管を水温３０度に調
整した超音波装置に固定し、上から攪拌棒を入れて４００回転／分で攪拌しながら６２ｗ
ｔ％硫酸２０ｍｌを加えて、同時に超音波を照射した。硫酸を添加後の反応時間を５，１
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０、１５、３０、４５、６０分として、その間、継続して超音波を照射した。なお、超音
波照射は、出力１００Ｗ、４０ｋＨｚで行った。
反応後の処理液を遠心分離し、クレゾール層をジエチルエーテルに滴下し、その沈殿物を
アセトンに溶かし、アセトン溶液を濃縮し、再びジエチルエーテルに滴下し、その沈殿物
を遠心分離により回収した。
なお、酸処理時に超音波を使用しない以外は上記と同様の実験を行い対照試料を調製した
。
【００４３】
（実施例２）
実施例１で得た超音波処理によるリグノフェノール誘導体（リグノクレゾール）とコント
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ロールのリグノフェノール誘導体について、ＧＰＣにより重量平均分子量を測定し、ＮＭ
Ｒにてクレゾール導入量を測定した。
結果を、図２〜図５に示す。
【００４４】
図２及び図３に示すように、重量平均分子量は、特に反応初期において超音波処理試料よ
りもコントロール試料が高く、６０分処理試料においては、両者の差はわずかであった。
これに対し、図４及び図５に示すように、クレゾール導入量は超音波処理試料がコントロ
ール試料をおおよそ上回っていた。
これらのことから、まず、超音波処理試料においてクレゾールの導入率が促進された結果
、特に反応初期〜前半において、超音波処理試料においてクレゾールの導入率が高くなっ

10

ていることが明らかである。
また、超音波処理試料とコントロール試料における重量平均分子量の差異については、実
施例１における超音波処理条件が緩やかであり、超音波処理によるリグニン−セルロース
マトリックスの脱複合の促進効果があるものの緩やかである一方、超音波によってクレゾ
ールの導入が効率よく（速やかに）行われた結果を反映している。
すなわち、実施例１の超音波処理条件では、リグニン−セルロースマトリックスの脱複合
が緩やかに促進され、大きな分子領域のリグノフェノール誘導体がゆっくりと生成分離し
た一方、クレゾールの導入がよく促進され、クレゾールの導入効率が高い低分子領域のリ
グノフェノール誘導体が同時にあるいは早期に生成分離してきたため、当初の重量平均分
子量がコントロール試料よりも低くなったと考えられる。また、コントロール試料では、
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超音波処理試料に比較してクレゾールの導入が緩慢なため、クレゾールの導入率が低い高
分子量域のリグノフェノール誘導体が先行して抽出される一方、反応が促進されるにつれ
、徐々にクレゾールが高頻度に導入された比較的低分子領域のリグノフェノール誘導体が
、先の高分子領域のリグノフェノール誘導体に遅れて抽出されてきた結果、当初の分子量
が高くなったと考えられる。
【００４５】
（実施例３：第１の方法によるリグノフェノール誘導体の調製）
リグノセルロース系材料としてベイツガ（Ｔｓｕｇａ

ｃａｎａｄｅｎｓｉｓ）木粉を使

用した。ベイツガ脱脂木粉１ｇ（絶乾重量相当）にｐ−クレゾール１０ｍｌを加え，１５
０ｒ．ｐ．ｍ．にて５分間撹拌し，材料中のリグニンをクレゾールにて溶媒和した。次い
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で、７２ｗｔ％硫酸を加え、５００ｒ．ｐ．ｍ．にて激しく撹拌しながら，超音波発生器
（ＢＲＡＮＳＯＮ

ＳＯＮＩＦＩＥＲ４５０Ｄ）にて超音波（２０ｋＨｚ，１８０Ｗ）を

照射して、１５分、２０分及び４０分それぞれ反応させた。なお、超音波照射は最大で２
０分とし、反応時間１５分及び２０分の系では全反応時間連続照射し、同４０分の系では
、前半の２０分間のみ照射した。
反応後，反応物を遠心分離し，上層のクレゾール相を冷却撹拌下，ジエチルエーテルに滴
下した。得られた不溶解区分をアセトンにて２４時間抽出し，ろ液を減圧濃縮後、撹拌下
、冷却したジエチルエーテルに滴下し，リグノフェノール誘導体を得た。
なお、酸処理時に超音波照射を行わない以外は、上記手法と同様にしてコントロール試料
を得た。
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【００４６】
酸との反応時においては、以下のことが観察された。
すなわち、ｐ−クレゾールによるリグニン溶媒和工程の後、酸を加えると系の粘度は急激
に増加し，数分後から低下し続けた。これは炭水化物の高次構造が酸によって膨潤し，そ
の後加水分解によって低分子化することに起因する。超音波照射試料では、初期に増加し
た粘度が極めて短時間で減少した。すなわち，これらの結果から、超音波の微視的振動に
より，高次構造を構築した炭水化物分子内へ迅速に水系媒体が浸透し，その膨潤・加水分
解が促進されたことがわかった。
なお、酸処理後，反応系を遠心分離すると，処理時間の延長とともに中間層は減少し，透
明な緑色を呈したフェノール相と黄色の水相とに明確に分離され，水相の透明度が上昇し
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た。これは、分子混合体あるいは複合体として中間層に混在する高分子炭水化物とリグノ
フェノールが，相分離反応の進行につれてそれぞれフェノール相および水相へ移行し，さ
らに水相の炭水化物は高度に加水分解を受け，水可溶性へと変換したためであるといえる
。
【００４７】
（実施例４：第２の方法によるリグノフェノール誘導体の調製）
実施例３で用いたのと同様の脱脂木粉１ｇ（絶乾重量相当）にｐ−クレゾールをリグニン
Ｃ９単位当たり３ｍｏｌ倍量（約０．４８ｇ）収着後，７２ｗｔ％硫酸を加え，超音波を
照射しながら５００ｒ．ｐ．ｍ．で撹拌しながら，超音波発生器（ＢＲＡＮＳＯＮ

ＳＯ

ＮＩＦＩＥＲ４５０Ｄ）にて超音波（２０ｋＨｚ，１８０Ｗ）を照射して、１５分、２０
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分及び４０分それぞれ反応させた。なお、超音波照射は最大で２０分とし、反応時間１５
分及び２０分の系では全反応時間連続照射し、同４０分の系では、前半の２０分間のみ照
射した。
反応物を大過剰の脱イオン水に投入し，不溶解区分を遠心分離にて洗浄・脱酸後，凍結乾
燥して水不溶解区分組成物（リグノフェノール誘導体とリグノセルロース系材料由来の炭
水化物を含有する）を得た。さらに、この組成物をアセトン抽出し、溶解区分を減圧濃縮
後、撹拌下、氷冷したジエチルエーテルに滴下し、リグノフェノール誘導体を得た。
なお、酸処理時に超音波照射を行わない以外は、上記手法と同様にしてコントロール試料
を得た。
酸との反応工程においては、実施例３と同様、反応時間の延長および超音波照射によって
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反応混合系の粘度低下が認められ、その傾向は超音波処理試料において顕著であった。ま
た，相分離反応後，反応混合物を大過剰の水に分散させると，反応時間の延長および超音
波照射によりその分散性が向上し、不溶解区分のの収量が少なかった。
【００４８】
（実施例５）
実施例３及び実施例４で調製したリグノフェノール誘導体試料とコントロール試料につい
て、リグノフェノール誘導体の収率、重量平均分子量（ＧＰＣによる）を測定した。結果
を図６〜図１０に示す。
【００４９】
（リグノフェノール誘導体等の収率）
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図６に示すように、実施例３におけるリグノフェノール誘導体、すなわち、リグノクレゾ
ールの収率は、いずれの処理時間においても、超音波処理試料がコントロール試料を大き
く上回った。
すなわち、超音波を付加した系ではコントロールに比べていずれも収率が２倍程度増加し
ていることから，外部エネルギーとしての超音波は，フェノール‐酸相の接触頻度増加に
寄与し，炭水化物区分の加水分解およびリグニンのフェノールグラフティング反応を効果
的に促進するといえる。また，反応開始から１５分ですでに８０％以上の高収率でリグノ
フェノールが誘導されていることから，超音波照射の効果は相分離反応の極初期段階で発
現しており，これにより実質的な相分離反応時間が短縮されたということができる。
【００５０】
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また、図７に示すように、実施例４の超音波照射試料については、水不溶解区分として得
られる炭水化物−リグノフェノール複合試料の収率が明らかに低下していた。反応時間に
関わらずその収率は木粉当たり約２０〜２６％程度であった。すなわち，超音波の照射に
よって，炭水化物の加水分解が促進され，水可溶の低分子糖区分へと効果的に変換される
とともに，水不溶性の炭水化物−リグノフェノール複合粒子間での凝集が抑制されたため
，収率が低下したと考えられる。
一方、図８に示すように、得られた水不溶解区分組成物から抽出，精製したリグノフェノ
ールの収率はいずれの処理においてもほぼ同等であった。このことから、超音波照射によ
り、炭水化物の加水分解及びリグニンＣ１位への選択的なフェノールグラフティング反応
及びアリールエーテル単位間結合の開裂によるフラグメンテーションが効果的に促進され
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ていることがわかった。すなわち，これらの結果から超音波によって炭水化物の加水分解
およびリグニンのフェノールグラフティング反応が著しく促進されていることがわかった
。
【００５１】
（リグノフェノール誘導体の重量平均分子量）
図９に示すように、実施例３のコントロール試料では、反応時間の延長に伴い、得られた
リグノフェノールの重量平均分子量が徐々に増加したのに対して，超音波処理にて得られ
たリグノフェノールはコントロールに比べて高分子量かつ多分散であり、反応時間２０分
でほぼ一定となった。これは超音波の付加により，炭水化物の高次構造が迅速に解放され
、変換されたリグノフェノールが総体的かつ効果的にフェノール相へと移行していること
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を示している。一方，炭水化物の加水分解速度の遅いコントロール試料では、変換された
リグノフェノールのうち比較的低分子の区分のみがフェノール相へと移行したため，反応
初期に低分子量であったと考えられる。
【００５２】
また、図１０に示すように、実施例４において得られた各試料においても実施例３の試料
における重量平均分子量（図９）と同様の傾向が認められた。しかしながら、実施例４の
超音波照射の有無による分子量の差は小さく、超音波処理試料がやや重量平均分子量およ
び分散比ともコントロールより高い程度にとどまった。これは，超音波付加により、高度
に変換されたリグノフェノールを水分散工程でロスした結果、比較的限定された区分のみ
が最終生成物として得られたことに起因すると考えられる。
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【００５３】
（実施例６）リグノフェノール誘導体の調製
（１）親和工程−フェノール誘導体の収着
針葉樹のベイマツ（Ｐｓｅｕｄｏｔｓｕｇａ

ｍｅｎｚｉｅｓｓｉ以下、Ｄｏｕｇｌａｓ

ｆｉｒと称する。）を、Ｒｅｔｓｈ社製の超遠心粉砕機ＺＭ１００にかけて微粉化し、
その後、ＩＩＤＡ製作所製の８０メッシュのふるいかけて、８０メッシュパスの木粉を得
た。
この木粉を、エタノール：ベンゼン＝１：２（Ｖ／Ｖ）溶液にてソックスレー抽出器を用
いて、４８時間抽出した。抽出後、木粉をステンレスバットに広げ、ドラフト内で溶媒を
完全に留去した。さらに、送風乾燥機にて１０５℃で２４時間乾燥させ、絶乾木粉を得た

30

。
【００５４】
絶乾木粉３ｇ相当の木粉を、１００ｍｌ容セパラブルフラスコに入れ、フェノール誘導体
のアセトン溶液約３０ｍｌ（リグニンＣ９ 単位あたり３ｍｏｌ倍相当のフェノール誘導体
を含む）を加えた。次に、木粉内部に存在する気泡を除去するため攪拌用の羽で少し攪拌
し、アルミホイルおよびパラフィルムでビーカーに蓋をして約２４時間静置した。静置後
、ドラフト内で激しく攪拌してアセトンを完全に留去した。アセトン留去した試料を、フ
ェノール誘導体収着木粉とした。
【００５５】
（２）フェノール誘導体の導入工程−硫酸処理

40

（１）で親和処理したフェノール誘導体収着木粉に、あらかじめ３０℃に調整しておいた
６０ｗｔ％、６５ｗｔ％、７２ｗｔ％濃度の各硫酸水溶液６０ｍｌを加え攪拌機より、５
００ｒｐｍで所定時間攪拌しつつ、超音波発生器（ＢＲＡＮＳＯＮ

ＳＯＮＩＦＩＥＲ４

５０Ｄ、２０ｋＨｚ、出力１８０Ｗ）により超音波を照射して、５分、１０分、２０分の
３種類の処理時間で導入工程を行った。工程終了後、それぞれの内容物を１１容三角フラ
スコ中の大過剰の水（約６００ｍｌ、強制攪拌下）に投入し、硫酸濃度を１０％以下に低
下させ、約１時間攪拌した。なお、超音波を照射しない以外は、上記と同様に操作を行い
、それぞれのコントロールとした。
【００５６】
（３）脱酸処理
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三角フラスコ内容物を脱イオン水にて遠沈管（ポリプロピレン製）に移し、遠心分離〔８
８００ｒｐｍ（１０５６０Ｇ）、２０ｍｉｎ、５℃〕により水可溶区分（浮遊物を含む）
と水不溶区分とに分離した。分離後、遠沈管中の可溶区分（浮遊物を含む）を駒込ピペッ
トで５１容三角フラスコに取り出し、水不溶区分はさらに脱イオン水を加え、攪拌および
遠心分離を行い、未反応のフェノール誘導体および酸を可溶区分として除去した。なお、
５ｌ容三角フラスコに取った可溶区分は約１日静置した後、沈殿を乱さないように上澄み
を吸引濾過鐘でビーカーに取り、あらかじめ恒量を求めておいたガラス繊維濾紙にてろ過
し後、濾紙に残留した浮遊物の恒量を測定した。
【００５７】
（４）水不溶区分の乾燥
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脱酸処理後の不溶区分は少量の脱イオン水を使用してあらかじめ恒量を測定しておいたプ
ラスチック容器に移し、凍結乾燥し、その後、五酸化二リン上で減圧乾燥し、恒量を求め
当初の木粉に対する収率を測定した。
【００５８】
（５）導入工程における超音波照射における反応系の観察
［６０ｗｔ％硫酸水溶液を用いた超音波処理］
６０ｗｔ％硫酸を用いた反応系において、コントロール試料では、硫酸水溶液を加えた直
後に、黄緑色に変化し、約５〜６分程度で少し暗い緑色に変化した。木粉粒子に関しては
、硫酸処理後も、木粉粒子状のものが確認された。超音波処理試料においても、反応後に
同様の粒子が確認できた。また、硫酸水溶液を添加時に、試料における粘性の上昇は超音
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波照射の有無に関係なく、確認できなかった。これらの結果は、６０％硫酸水溶液が植物
細胞壁の十分な膨潤を引き起こすことができないことを意味している。水分散後、処理試
料の色は、コントロール試料および超音波処理試料のそれぞれにおいて、処理時間が５分
、１０分、２０分と変化するにつれて赤色化する傾向が得られた。また、超音波処理試料
の方がコントロール試料よりも暗色化していた。この試料の赤色化は、木材中の発色成分
であるリグニン分子の変換程度に由来している。
【００５９】
［６５ｗｔ％硫酸水溶液を用いた超音波処理］
６５ｗｔ％硫酸水溶液を用いた処理において、コントロール試料では、硫酸水溶液を加え
た直後に緑色へ変化し、その後、約３〜４分でより暗い緑色へと変化した。超音波処理試
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料では、木粉粒子は約５〜６分で確認できなくなったが、コントロール試料では、木粉粒
子が処理時間１０分〜１３分で確認できなくなった。水分散後、各処理試料の色は、処理
時間が５分、１０分、２０分と増加するにつれて赤色化した。６０ｗｔ％硫酸処理の場合
と同様に、超音波処理試料の方が、コントロール試料よりも暗色化していた。また、コン
トロール試料では、不溶区分の回収時に白色の沈殿区分が確認された。この白色区分は超
音波処理５分、１０分試料においても同様に確認されたが、２０分の超音波処理において
は確認されなかった。この白色区分は、植物細胞壁中の加水分解不十分の炭水化物区分が
凝集したものと考えられ、超音波２０分処理試料ではこの炭水化物の白色区分が確認され
なかったことから、超音波エネルギーにより、炭水化物の加水分解が促進されることが示
された。相分離処理試料の赤色化については、６０ｗｔ％硫酸処理と同様に、木材中の発

40

色成分であるリグニン分子の変換程度に由来している。
【００６０】
［７２ｗｔ％硫酸水溶液を用いた超音波処理］
７２ｗｔ％硫酸水溶液を用いた処理では、６０％硫酸水溶液や６５％硫酸水溶液を加えた
場合とは異なり、硫酸水溶液を加えた直後にかなり暗い緑色へと変化した。その後、約４
〜５分で少し暗色化した。超音波処理試料では、木粉の粒子は約５〜６分で確認できなく
なり、コントロール試料では９〜１１分で確認できなくなった。水分散後、相分離処理試
料の色は緑色をしていた。超音波処理試料の色は、処理時間が５分、１０分、２０分と増
加してもほとんど変化がなかったが、コントロール試料では、処理時間が５分、１０分、
２０分と増加するにつれて緑色化した。また、コントロール試料において、処理時間が５
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分、１０分のものにおいては、６５ｗｔ％硫酸処理時に確認された白色区分が確認されが
、処理時間が２０分のものではその白色区分は確認されなかった。超音波処理試料におい
ては、６５ｗｔ％硫酸処理時に観察された白色区分は確認されなかった。このことから、
７２ｗｔ％硫酸水溶液は炭水化物を十分に加水分解する能力がを持つこと、さらに、超音
波エネルギーにより炭水化物の加水分解速度が加速されたこととが示された。
【００６１】
なお、あくまで推論であって、本発明を拘束するものではないが、以上のリグニンの酸を
添加してからの色の変化は、反応初期の緑色がリグニンの未端に存在するコニフェリルア
ルデヒドに、１分子のｐ−クレゾールが導入された際に、分子内の共役系が伸びることに
より生じると考えられる。さらに、時間とともに濃緑色へと色が変化するのは、ｐ−クレ
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ゾールの導入が十分に生じ、様々な種類の共役系が発生することによって、光の吸収波長
を拡大することが可能となることに起因すると考えられる。また、超音波処理試料の明度
の減少は、白色成分である炭水化物の加水分解が進行し、重合度の低いオリゴマーレベル
の糖になることによつて、溶媒中へ溶解したことに起因すると考えられる。合成された相
分離試料の色の違いは、酸化の程度および変換されたリグニン分子の分散程度の違いによ
って生じたと考えられる。
【００６２】
（６）水不溶区分（リグノフェノール誘導体含有組成物）の収率
図１１に、絶乾木紛あたりのリグノフェノール誘導体含有組成物の収率のグラフを示す。
６０ｗｔ％硫酸水溶液を用いた場合、超音波処理試料の方が、コントロール試料に比べや
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や低い収率を示した。６０％硫酸処理での収率低下は、酸に対する抵抗性の低い木材中の
ヘミセルロース区分およびセルロースの非晶性区分が、酸による加水分解作用を受け、水
相へ流出した結果生じたと考えられる。
【００６３】
６５ｗｔ％硫酸水溶液を用いた場合、コントロール試料では、６０ｗｔ％硫酸処理時とほ
とんど変わらない収率減少傾向（すなわち、緩やかな減少傾向）がえられた。一方、超音
波処理試料においては、大幅な収率減少傾向を示した。コントロール試料については、６
５ｗｔ％硫酸水溶液がセルロースの結晶領域を膨潤させることができ、セルロース区分の
加水分解も不十分ではあるが進むため、６０ｗｔ％硫酸を用いた場合よリセルロース区分
の流出が進行することがその原因と考えられる。超音波処理試料における大幅な収率低下
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は、６５ｗｔ％硫酸による細胞壁の膨潤と加水分解とを超音波エネルギーが促進し、炭水
化物区分と酸との接触性が上昇したため、炭水化物区分の加水分解が促進されたことに起
因すると考えられる。
【００６４】
７２ｗｔ％硫酸水溶液を用いた場合では、コントロール試料において、超音波照射６５ｗ
ｔ％硫酸処理試料とほぼ同等の収率減少傾向を示した。このことは、７２％硫酸水溶液に
細胞壁の膨潤を引き起こし、さらに十分に炭水化物区分を加水分解する能力があることを
示している。一方、超音波処理試料の場合、５分、１０分、２０分と処理時間を増加させ
てもその収率に大きな変化がみられなかったことから、超音波エネルギーにより植物細胞
壁中の炭水化物の加水分解速度が加速され、約５分の処理で反応が平衡に達したと推測さ
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れる。
【００６５】
（実施例７）
リグノフェノール誘導体組成物中のリグニン含有量測定
十分乾燥させた実施例６の各組成物約２００ｍｇを１０ｍｌ容サンプル管に精秤し、７２
％硫酸水溶液を３ｍｌを少量ずつガラス棒で練りこみながら加え、２０℃の水浴中で反応
が均一に進行するように十分に攪拌しながら４時間反応させた。反応後、予め１１５ｍｌ
に印をした２００ｍｌ容三角フラスコに定量的に移し、脱イオン水を加えて、硫酸濃度を
３％まで希釈した。希釈した処理物は、ガスバーナーで加熱し、硫酸濃度を３％に保ちつ
つ、なおかつ炭水化物由来のフルフラール及びメチルフルフラールを系内から除去するた
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め、リービッヒ冷却機を使わずに、脱イオン水を適宜加えながら２時間煮沸した。処理後
、恒量既値のｌＧ４ガラスフィルターを用いて内容物を濾過し、不溶解物を熱水で洗浄後
、１０５℃で乾燥させ、恒量を測定し、相分離処理試料中の酸不溶性リグニン量を求めた
。濾液は、ＪＡＳＣＯＶ‐５２０にて２０５ｎｍでの紫外線吸収を測定し、次式より酸可
溶性リグニン量を求め、酸不溶性リグニン量との総和として全リグニン量を算出した。
Ｂ＝Ａ／（１１０×Ｄ）
リグニン（％）＝Ｂ×Ｖ×１００／（１０００×Ｗ）
Ａ：吸光度
Ｄ：希釈率
Ｖ：全濾液量（ｍｌ）

10

Ｗ：試料重量（ｇ）
【００６６】
図１２にリグノフェノール誘導体含有組成物中のリグニン含有量のグラフを示す。
硫酸水溶液を添加した直後に全ての試料で黒色化が観察された。６０ｗｔ％硫酸を用いた
試料では、超音波照射の有無に関係なく反応初期にかねりの粘性があったが、６５ｗｔ％
及び７２ｗｔ％硫酸処理試料では、いずれも酸添加時においてもはや粘性の発現は認めら
れなかった。このことは、６０ｗｔ％硫酸処理時には、細胞壁の膨潤が十分に生じていな
いため後段で７２ｗｔ％硫酸添加時にはじめて粘性が生じ、６５ｗｔ％硫酸及び７２ｗｔ
％硫酸処理時には、細胞壁の膨潤が既に生じていたため、後段で７２ｗｔ％硫酸を添加し
ても粘性上昇が生じなかったと考えられる。

20

【００６７】
硫酸濃度を３ｗｔ％に希釈した段階では、超音波処理試料の方がコントロール試料に比べ
て黒色化していたが、煮沸に伴い赤色化した。これは、リグニンの変換により２次的な変
性が抑制されたためであると考えられる。
全体として、導入工程における処理時間が延長されるほど、リグニン含有量が高くなる傾
向が得られた。これは、反応時間が長くなるほど、炭水化物がより多く加水分解され、低
分子化された炭水化物区分が水相へ流出することに対応する。また、酸可溶性リグニンが
通常よりも高い値を示していた。このことは、超音波処理によってリグニン母体中の活性
側鎖であるＣ１位にフェノール誘導体が導入され、二次変性が抑制されたために自己縮合
できなかった低分子区分がろ液中に流出したことに起因すると考えられる。
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【００６８】
（実施例８）リグノフェノール誘導体への追加のフェノール誘導体の導入
この追加のフェノール誘導体の導入、すなわち、第２次変換処理は、既に行った第１次の
変換処理により得られた第１次リグノフェノール誘導体中に残存している活性側鎖量を検
定するための手法である。本実施例では、１次処理時に用いたフェノール誘導体と異なる
別のフェノール誘導体を用いた相分離処理により、リグニン母体中に２種類のフェノール
誘導体を導入する。以下、この１次変換処理および２次変換処理によりリグニン母体に導
入されたフェノール誘導体の導入頻度を比較することによって１次処理時の細胞壁の解放
程度およびリグニンの変換程度を検討した。
【００６９】
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実施例６で得られた組成物（１次処理試料）を規定量（総体量が少ない７２ｗｔ％硫酸処
理試料は４００ｍｇ、超音波照射照射６５ｗｔ％硫酸処理試料は６００ｍｇ、その他のも
のは７００ｍｇ）を５０ｍｌ容遠沈管に精秤し、そこにフェノール誘導体（エチルフェノ
ール：ベンゼン＝７：３の混合媒体）を規定量（総体量が少ない７２ｗｔ％硫酸処理試料
は４ｍｌ、超音波照射６５ｗｔ％硫酸処理試料は６ｍｌ、その他のものは７ｍｌ）加え、
撹枠用の羽で叩くように約１０分攪拌した。その後、予め３０℃にしておいた７２ｗｔ％
硫酸水溶液を規定量（総体量が少ない７２ｗｔ％硫酸処理試料は８ｍｌ、超音波照射６５
ｗｔ％硫酸処理試料は１２ｍｌ、その他のものは１４ｍｌ）加え、約１分攪拌した後、撹
幹機に設置し、３０℃の水浴中で計６０分間攪拌した（５００ｒｐｍ）。攪拌後、遠心分
離〔２５℃、３５００ｒｐｍ（２２００Ｇ）、３分〕にて有機相と水相に分離した。
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【００７０】
２００ｍｌ容三角フラスコに１５０ｍｌのジエチルエーテルを加え、水で冷やしながらス
ターラーで激しく攪拌しながら有機相を滴下した後、界面洗浄のためフェノール誘導体を
数ｍｌ反応容器へ加え遠心分離〔２５℃、３５００ｒｐｍ（２２００Ｇ）、３分〕し、有
機相をエーテルに滴下した。洗浄は計３回行った。その後油状物質が沈降し、上澄み液が
クリアになるまで攪拌した。しかし、１時間攪拌を続けても上澄みがクリアにならない時
は、遠心分離〔５℃、３５００ｒｐｍ（２２２０Ｇ）、１０分〕にて不溶解物を回収した
。上澄み液を取り除き、沈殿物および容器をさらに約１５ｍｌのジエチルエーテルで２回
洗浄後、沈殿物に４０〜６０ｍｌのアセトンを加え、完全に溶解するまで攪拌し、遠沈管
に移すとともに、容器を少量のアセトンで洗浄した。上澄み液は、遠沈管に移し、遠心分

10

離〔５℃、３５００ｒｐｍ（２２２０Ｇ）、５分〕した後、ガラス繊維濾紙を用いて濾過
した。その後１００ｍｌ容ナスフラスコヘ移し、エバポレーターで約１０ｍｌになるまで
濃縮し、ジエチルエーテルに滴下後、生成した沈殿区分を遠心分離〔５℃、３５００ｒｐ
ｍ（２２２０Ｇ）、５分〕にて回収し、洗浄のため沈殿物にジエチルエーテルを加え約３
回洗浄した。
生成した沈殿を室温暗所で１日保管し、ジエチルエーテルを除いた。その後、遠沈管のま
ま五酸化ニリン上で減圧乾燥させ恒量を測定し、収率を求めた。これを２次リグノフェノ
ール誘導体とした。
【００７１】
（実施例９）フェノール誘導体の導入量の測定

20

各種２次リグノフェノール誘導体約２０ｍｇ、内部標準物質としてｐ−ニトロベンズアル
デヒド（ＰＮＢ）約３ｍｇをｌｍＩ容テフロン（テフロンは登録商標である）ライナー付
きスクリューバイアルに精秤し、ｌｍｌ容メスピペットにて重水素化ピリジンを１５０μ
ｌ加え完全に溶解させた。溶解後テトラメチルシラン０．０３％含有重水素化クロロホル
ムを１ｍｌ容メスピペットにて４５０μｌ加えた。完全に溶解していることを確認した後
、試料溶液を綿ろ過し、ＮＭＲ測定管（径５ｍｍ）に入れて、ＡＬＰＨＡＦＴＮＭＲ

Ｓ

ｐｅｃｔｒｏｍｅｔｅｒ（ＪＥＯＬ社製）にて測定した。
【００７２】
なお、ｐ−エチルフェノールの導入率は次の式（１）及び（２）によってって求めた。
【数１】

30

【数２】

40

【００７３】
Ｉｗｔ（％）：導入フェノール（Ｗｔ％）
Ｐｗｔ：ＰＮＢの重量（ｍｇ）
Ｐｍ：ＰＮＢの分子量＝１５１
Ｐｎ：ＰＮＢにおける芳香核Ｈ数＝４
Ｐｉ：ＰＮＢにおける芳香核４Ｈシグナルを示す領域（８．４０〜７．８０ｐｐｍ）の積
分値
Ｃｉ：クレゾールにおけるメチル基３Ｈシグナルを示す領域（２．３０〜１．８０ｐｐｍ
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）の積分値
Ｅｉ：Ｐ−エチルフェノールにおけるエチル基のメチル３Ｈシグナルを示す領域（１．４
０〜０．８０ｐｐｍ）の積分値
Ｅｎ：Ｐ‐エチルフェノールにおけるエチル基のメチルプロトン数＝３
Ｅｍ：Ｐ‐エチルフェノールの分子量＝１２２
Ｌｗｔ：リグノフェール重量
Ｉｍｏ１／Ｃ９ ：導入フェノール量は（ｍｏ１／Ｃ９ ）
Ｌｍ：リグニン１ユニットの分子量＝２０００（針葉樹）
【００７４】
２次リグノフェノール誘導体中のｐ−エチルフェノールの導入量を図１３に示す。

10

図１３に示すように、全ての２次リグノフェノール誘導体において、ｐ−エチルフェノー
ルの導入が確認された。いずれの酸濃度においても、コントロール試料の方が高いｐ−エ
チルフェノール導入量を示した。このことは、超音波照射により、リグニンへのフェノー
ル誘導体の導入が促進され、１次リグノフェノール誘導体中の残存活性側鎖が減少したこ
とを示している。
【００７５】
【発明の効果】
本発明によれば、リグノセルロース系材料からリグニン誘導体を得るのに際して、リグニ
ン誘導体の物性や生産効率等を制御できる技術を提供することができる。
【図面の簡単な説明】

20

【図１】リグノセルロース系材料中のリグニンにフェノール誘導体を導入して得られる各
種リグノフェノール誘導体を例示する図である。
【図２】実施例１で得られたベイマツ由来のリグノフェノール誘導体の反応時間と重量平
均分子量との関係を示すグラフである。
【図３】実施例１で得られたブナ由来のリグノフェノール誘導体の反応時間と重量平均分
子量との関係を示すグラフである。
【図４】実施例１で得られたベイマツ由来のリグノフェノール誘導体の反応時間と導入ク
レゾール量との関係を示すグラフである。
【図５】実施例１で得られたブナ由来のリグノフェノール誘導体の反応時間と導入クレゾ
ール量との関係を示すグラフである。
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【図６】実施例３で得られたリグノフェノール誘導体の反応時間と収率を示すグラフであ
る。
【図７】実施例４で調製した水不溶解区分の反応時間と収率を示すグラフである。
【図８】実施例４で得られたリグノフェノール誘導体の反応時間と収率との関係を示すグ
ラフである。
【図９】実施例３において得られたリグノフェノール誘導体の反応時間と重量平均分子量
との関係を示すグラフである。
【図１０】実施例４において得られたリグノフェノール誘導体の反応時間と重量平均分子
量との関係を示すグラフである。
【図１１】絶乾木紛あたりのリグノフェノール誘導体含有組成物の反応時間と収率との関
係を示すグラフである。
【図１２】実施例６で得た各種リグノフェノール誘導体含有組成物中のリグニン含有量の
グラフを示す
【図１３】実施例８で得られた２次リグノフェノール誘導体におけるｐ−エチルフェノー
ルの導入量を示すグラフである。
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