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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
可溶性物質溶液中で可溶性物質の吸着及び脱離の転移を光照射の有無により可逆的に示
す光応答性と、溶解及び析出、もしくは膨潤及び収縮の転移を温度により可逆的に示す熱
応答性とを有し、前記溶液中の可溶性物質は金属イオン、金属錯イオンまたは水素イオン
である光および熱応答性吸着材料であって、
下式（ａ）に示すセグメントを含む共重合体を含み、
前記共重合体は、水素結合性溶媒中で、光照射の有無により前記（ａ）に示すセグメント
が前記可溶性物質の吸着と脱離とを可逆的に示す
ことを特徴とする光および熱応答性吸着材料。
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【化１】
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（ただし、式（ａ）中、Ｒ２、Ｒ３およびＲ４は独立にＨ原子またはＣＨ３基であり、Ｒ
５はアルキル基、ヒドロキシル基、カルボキシル基、アミノ基、アルデヒド基またはアミ

ド基であり、Ｘは炭素原子または窒素原子であり、Ｙは酸素原子または硫黄原子である。
）
【請求項２】
前記金属は鉛、亜鉛、銅、ニッケル、パラジウム、リチウム、カドミウム、砒素、クロ
ム、水銀、ベリリウム、バナジウム、マンガン、コバルト、鉄、金、銀、白金から選ばれ
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る請求項１記載の光および熱応答性吸着材料。
【請求項３】
前記共重合体は、水素結合性溶媒中で、温度の変動により不溶性または難溶性と、可溶
性とを可逆的に示す請求項１または２記載の光および熱応答性吸着材料。
【請求項４】
前記共重合体は、架橋剤を含んでなり、水素結合性溶媒中で温度の変動により膨潤と収
縮とを可逆的に示す請求項１または２記載の光および熱応答性吸着材料。
【請求項５】
前記共重合体が下式（１）に示すセグメント（ａ）およびセグメント（ｂ）を含む請求
項１〜４のいずれか記載の光および熱応答性吸着材料。
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【化２】
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（ただし、式（１）中、Ｒ１、Ｒ２、Ｒ３およびＲ４は独立にＨ原子またはＣＨ３基であ
り、Ｒ５はアルキル基、ヒドロキシル基、カルボキシル基、アミノ基、アルデヒド基また
はアミド基であり、Ｒ６およびＲ７は独立にＨ原子、ヘテロ原子を含む有機基で置換され
ていてもよいアルキル基またはシクロアルキル基であり、またはＲ６およびＲ７は互いに
結合したアルキレン基であっても良く、Ｘは炭素原子または窒素原子であり、Ｙは酸素原
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子または硫黄原子である。）
【請求項６】
前記共重合体が、１´，３´，３´−トリメチル−６−（アクリロイルオキシ）スピロ
（２Ｈ−１−ベンゾピラン−２，２´−インドール）と、Ｎ−イソプロピルアクリルアミ
ドとを含む単量体の共重合体である請求項５記載の光および熱応答性吸着材料。
【請求項７】
請求項１〜６のいずれか記載の光および熱応答性吸着材料溶液を、暗所下かつ前記吸着
材料の転移温度より低い温度で得る工程と、
前記吸着材料の溶液を暗所下かつ転移温度より高温に加熱して吸着材料中の共重合体を液
中に析出させ、引き続き析出した該共重合体と添加された金属イオンとを液中で錯形成さ
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せる工程または、
前記吸着材料の溶液中で暗所下かつ転移温度より低温で、共重合体と添加された金属イオ
ンとを錯形成させ、引き続き前記錯形成した共重合体を転移温度より高温に加熱して液中
に析出させる工程と、
前記析出させた錯形成した共重合体を引き続き暗所下高温で液から分離する工程と、
前記分離した共重合体を暗所下溶媒中で転移温度より低温に冷却して溶解させて溶液とす
る工程と、
転移温度より低温で溶液に可視光を照射して金属イオンを共重合体から遊離させる工程と
、
引き続き可視光を照射しながら溶液を転移温度より高温に加熱して共重合体を析出させる
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工程と、
引き続き高温で可視光を照射しながら前記析出させた共重合体を溶媒から分離する工程と
を含むことを特徴とする可溶性物質の回収方法。
【請求項８】
前記錯形成させる工程では、金属イオン水溶液と、光および熱応答性吸着材料の水素結
合性溶媒の溶液とを混合する請求項７記載の可溶性物質の回収方法。
【請求項９】
請求項１〜６のいずれか記載の光および熱応答性吸着材料を用いて、可溶性物質を含む
溶液から前記可溶性物質を回収用溶媒中へ回収することを特徴とする可溶性物質の回収方
法。
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【請求項１０】
（Ａ）光および熱応答性吸着材料中の共重合体と可溶性物質とを、液中で吸着させて吸
着化合物を得る工程と、
（Ｂ）前記吸着化合物を液から固液分離する工程と、
（Ｃ）分離した吸着化合物を回収用溶媒へ添加する工程と、
（Ｄ）可溶性物質と共重合体とを光応答性により遊離させる工程と、
（Ｅ）共重合体を回収用溶媒から取り出す工程と
を含む請求項９記載の可溶性物質の回収方法。
【請求項１１】
前記可溶性物質と共重合体とを遊離させる工程（Ｄ）では、吸着材料の転移温度より低
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温で回収用溶媒中に溶解または膨潤している吸着化合物に、可視光を照射して遊離させる
請求項１０記載の可溶性物質の回収方法。
【請求項１２】
前記工程（Ａ）から工程（Ｃ）までを暗所下で行い、
前記工程（Ｂ）では転移温度より高温で液中に析出している前記吸着化合物を、固液分離
し、
前記工程（Ｃ）では、転移温度より低温で吸着化合物を回収用溶媒に溶解させ、
さらに、前記工程（Ｅ）では、可視光を引き続き照射しながら、回収用溶媒を転移温度よ
り高温に加熱して溶解していた共重合体を析出させ、次いで固液分離する請求項１０また
は１１記載の可溶性物質の回収方法。
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【請求項１３】
前記工程（Ａ）から工程（Ｃ）までを暗所下で行い、
前記工程（Ｅ）では、可視光を引き続き照射しながら、膨潤または収縮している遊離の共
重合体を固液分離で取り出す
請求項１０または１１記載の可溶性物質の回収方法。
【請求項１４】
さらに工程（Ａ）後に、暗所下で、得られた前記吸着化合物を転移温度より高温に加熱
して液中に析出させる工程を含むか、または
工程（Ａ）前に、暗所下で、前記共重合体が溶解している溶液を転移温度より高温に加熱
して共重合体を析出させる工程を含む請求項１０、１１、１２のいずれか記載の可溶性物
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質の回収方法。
【請求項１５】
前記工程（Ａ）では、可溶性物質の水溶液と、前記光および熱応答性吸着材料の水素結
合性溶媒の溶液とを混合する請求項１０、１２、１３のいずれか記載の可溶性物質の回収
方法。
【請求項１６】
前記回収する可溶性物質が金属イオン、金属錯イオンまたは水素イオンであり、前記金属
は鉛、亜鉛、銅、ニッケル、パラジウム、リチウム、カドミウム、砒素、クロム、水銀、
ベリリウム、バナジウム、マンガン、コバルト、鉄、金、銀、白金から選ばれる請求項９
〜１５のいずれか記載の可溶性物質の回収方法。
【発明の詳細な説明】
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【技術分野】
【０００１】
本発明は、光および熱応答性吸着材料と、それを用いて金属イオン等の可溶性物質を回
収する回収方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
近年、工場等から排出される産業廃液や産業廃棄物から、効率良く金属イオン等の可溶
性物質、特に鉛イオン等の重金属イオンを回収する方法が、環境汚染防止、産業廃棄物の
減量、資源再利用の理由から望まれている。
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金属イオンを含む廃液を浄化する方法として、中和凝集沈殿法・硫化ソーダ法・重金属
捕集剤法・フェライト法等が実用化されている。これらの方法で廃液を処理した後、金属
を回収するステップ、さらに再利用するステップが設けられている。
このうち、重金属捕集剤法は、重金属イオンと錯化合物を形成する捕集剤（例えばシア
ン化合物。）を用いる。捕集処理後の捕集剤に吸着した金属イオンを回収するには、捕集
剤を酸化処理等の化学反応処理を経て金属イオンから分離した後、金属を陽イオンとして
溶液中に単離させて精製・回収している。
上記のような捕集剤による重金属捕集後の重金属回収ステップにおける化学反応処理の
実施にあたっては、専門的な知識や技術が要求されるだけでなく、煩雑な操作と、それに
よる長い処理時間や多大な処理コストとを要した。
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そこで、化合物への光の照射の有無により可逆的に変色するフォトクロミズムを示す化
合物（以下、フォトクロミック化合物という。）の、金属イオンが可視光照射に応答して
可逆的に錯形成して吸着する光応答性に着目して、溶液中の金属イオンの捕集と回収の両
機能を備える金属イオン吸着材料が提案された（例えば、特許文献１参照。）。
【特許文献１】特開２００３−０５３１８５号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
しかし、上記のようなフォトクロミック化合物を共重合体のセグメントとして含む吸着
材料は、金属イオンとの錯形成状態では水等の極性溶媒に不溶であるものが多く、この不
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溶物に金属イオン脱離のために光を照射すると、内部まで光が照射されにくいために内部
に錯形成している金属イオンの脱離効率が低い、という問題点があった。
したがって、本発明の目的は、照射した光が溶液全体に行き渡ることにより効率良く金
属イオン等の可溶性物質が回収できるように、可溶性物質吸着状態で溶媒中に溶解するこ
とができる吸着材料を提供することにある。
本発明者は、吸着材料に含まれる共重合体のセグメントのうち、ある温度を境に可逆的
に相転移を示す性質（以下、熱応答性という。）、例えば溶媒中への可溶性および不溶性
を可逆的に示す性質をもつ化合物により、吸着材料を制御することに着目し、諸条件を確
立して本発明に至った。
【課題を解決するための手段】
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【０００４】
すなわち、本発明は以下の（１）〜（１６）に関する。
（１）可溶性物質溶液中で可溶性物質の吸着及び脱離の転移を光照射の有無により可逆的
に示す光応答性と、溶解及び析出、もしくは膨潤及び収縮の転移を温度により可逆的に示
す熱応答性とを有することを特徴とする光および熱応答性吸着材料。
【０００５】
（２）前記溶液中の可溶性物質は金属イオン、金属錯イオン、水素イオンまたはアミノ酸
であり、前記金属は鉛、亜鉛、銅、ニッケル、パラジウム、リチウム、カドミウム、砒素
、クロム、水銀、ベリリウム、バナジウム、マンガン、コバルト、鉄、金、銀、白金から
選ばれる前記（１）記載の光および熱応答性吸着材料。
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（３）水素結合性溶媒中で、温度の変動により不溶性または難溶性と、可溶性とを可逆的
に示し、かつ光照射の有無により前記可溶性物質の吸着と脱離とを可逆的に示す共重合体
を含む前記（１）または（２）記載の光および熱応答性吸着材料。
（４）架橋剤を含んでなり、水素結合性溶媒中で温度の変動により膨潤と収縮とを可逆的
に示し、かつ光照射の有無により前記可溶性物質の吸着と脱離とを可逆的に示す共重合体
を含む前記（１）または（２）記載の光および熱応答性吸着材料。
【０００６】
（５）前記共重合体が下式（１）に示すセグメント（ａ）およびセグメント（ｂ）を含む
前記（３）または（４）記載の光および熱応答性吸着材料。
【化１】
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（ただし、式（１）中、Ｒ１、Ｒ２、Ｒ３およびＲ４は独立にＨ原子またはＣＨ３基であ
り、Ｒ５はアルキル基、ヒドロキシル基、カルボキシル基、アミノ基、アルデヒド基また
はアミド基であり、Ｒ６およびＲ７は独立にＨ原子、ヘテロ原子を含む有機基で置換され
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ていてもよいアルキル基またはシクロアルキル基であり、またはＲ６およびＲ７は互いに
結合したアルキレン基であっても良く、Ｘは炭素原子または窒素原子であり、Ｙは酸素原
子または硫黄原子である。）
（６）前記共重合体が、１´，３´，３´−トリメチル−６−（アクリロイルオキシ）ス
ピロ（２Ｈ−１−ベンゾピラン−２，２´−インドール）と、Ｎ−イソプロピルアクリル
アミドとを含む単量体の共重合体である前記（５）記載の光および熱応答性吸着材料。
【０００７】
（７）前記（１）〜（６）のいずれか記載の光および熱応答性吸着材料溶液を、暗所下か
つ前記吸着材料の転移温度より低い温度で得る工程と、
前記吸着材料の溶液を暗所下かつ転移温度より高温に加熱して吸着材料中の共重合体を液
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中に析出させ、引き続き析出した該共重合体と添加された金属イオンとを液中で錯形成さ
せる工程または、
前記吸着材料の溶液中で暗所下かつ転移温度より低温で、共重合体と添加された金属イオ
ンとを錯形成させ、引き続き前記錯形成した共重合体を転移温度より高温に加熱して液中
に析出させる工程と、
前記析出させた錯形成した共重合体を引き続き暗所下高温で液から分離する工程と、
前記分離した共重合体を暗所下溶媒中で転移温度より低温に冷却して溶解させて溶液とす
る工程と、
転移温度より低温で溶液に可視光を照射して金属イオンを共重合体から遊離させる工程と
、

20

引き続き可視光を照射しながら溶液を転移温度より高温に加熱して共重合体を析出させる
工程と、
引き続き高温で可視光を照射しながら前記析出させた共重合体を溶媒から分離する工程と
を含むことを特徴とする可溶性物質の回収方法。
（８）前記錯形成させる工程では、金属イオン水溶液と、光および熱応答性吸着材料の水
素結合性溶媒の溶液とを混合する前記（７）記載の可溶性物質の回収方法。
【０００８】
（９）前記（１）〜（６）のいずれか記載の光および熱応答性吸着材料を用いて、可溶性
物質を含む溶液から前記可溶性物質を回収用溶媒中へ回収することを特徴とする可溶性物
質の回収方法。
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（１０）（Ａ）光および熱応答性吸着材料中の共重合体と可溶性物質とを、液中で吸着さ
せて吸着化合物を得る工程と、
（Ｂ）前記吸着化合物を液から固液分離する工程と、
（Ｃ）分離した吸着化合物を回収用溶媒へ添加する工程と、
（Ｄ）可溶性物質と共重合体とを光応答性により遊離させる工程と、
（Ｅ）共重合体を回収用溶媒から取り出す工程と
を含む前記（９）記載の可溶性物質の回収方法。
【０００９】
（１１）前記可溶性物質と共重合体とを遊離させる工程（Ｄ）では、吸着材料の転移温度
より低温で回収用溶媒中に溶解または膨潤している吸着化合物に、可視光を照射して遊離
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させる前記（１０）記載の可溶性物質の回収方法。
（１２）前記工程（Ａ）から工程（Ｃ）までを暗所下で行い、
前記工程（Ｂ）では転移温度より高温で液中に析出している前記吸着化合物を、固液分離
し、
前記工程（Ｃ）では、転移温度より低温で吸着化合物を回収用溶媒に溶解させ、
さらに、前記工程（Ｅ）では、可視光を引き続き照射しながら、回収用溶媒を転移温度よ
り高温に加熱して溶解していた共重合体を析出させ、次いで固液分離する前記（１０）ま
たは（１１）記載の可溶性物質の回収方法。
（１３）前記工程（Ａ）から工程（Ｃ）までを暗所下で行い、
前記工程（Ｅ）では、可視光を引き続き照射しながら、膨潤または収縮している遊離の共
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重合体を固液分離で取り出す前記（１０）または（１１）記載の可溶性物質の回収方法。
【００１０】
（１４）さらに工程（Ａ）後に、暗所下で、得られた前記吸着化合物を転移温度より高温
に加熱して液中に析出させる工程を含むか、または
工程（Ａ）前に、暗所下で、前記共重合体が溶解している溶液を転移温度より高温に加熱
して共重合体を析出させる工程を含む前記（１０）、（１１）、（１２）のいずれか記載
の可溶性物質の回収方法。
（１５）前記工程（Ａ）では、可溶性物質の水溶液と、前記光および熱応答性吸着材料の
水素結合性溶媒の溶液とを混合する前記（１０）、（１２）、（１３）のいずれか記載の
可溶性物質の回収方法。

10

（１６）前記回収する可溶性物質が金属イオン、金属錯イオン、水素イオンまたはアミノ
酸であり、前記金属は鉛、亜鉛、銅、ニッケル、パラジウム、リチウム、カドミウム、砒
素、クロム、水銀、ベリリウム、バナジウム、マンガン、コバルト、鉄、金、銀、白金か
ら選ばれる前記（９）〜（１５）のいずれか記載の可溶性物質の回収方法。
【発明の効果】
【００１１】
本発明によれば、回収対象である金属イオン等の可溶性物質が吸着した状態で溶解また
は膨潤している吸着材料に、照射した光が充分に行き渡るため、高い効率で可溶性物質を
脱離させることができる。さらに吸着材料の析出・溶解を容易に制御できるため可溶性物
質を簡便な操作で回収できる。また、可溶性物質を遊離させた後の吸着材料は、繰り返し

20

使用でき、低コストで稼動できる。さらに、吸着材料内の共重合体を、温度により膨潤と
収縮とを示す不溶性のゲルとすることにより、可溶性物質の回収工程を簡略化できる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１２】
以下、本発明の実施の形態を説明する。
本発明の光および熱応答性吸着材料は、可溶性物質溶液中で可溶性物質の吸着及び脱離
の転移を光照射の有無により可逆的に示す光応答性と、溶解及び析出、もしくは膨潤及び
収縮の転移を温度により可逆的に示す熱応答性とを有することを特徴とする。
また、本発明の可溶性物質の回収方法は、本発明の吸着材料を用いて、可溶性物質を含
む溶液から前記可溶性物質を回収用溶媒中へ回収することを特徴とする。
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例えば、回収される可溶性物質として金属イオンを、温度による転移として溶解及び析
出の相転移を示す場合を例として、以下に説明する。
【００１３】
金属イオンを回収するには、例えば、光照射の有無により可溶性物質の吸着と脱離とを
可逆的に示す光応答性を利用して、金属イオン溶液中、暗所で本発明の吸着材料中に含ま
れる共重合体に金属イオンを錯形成により吸着させて錯体とし、そのまま、固液分離して
錯体を取り出し、回収用溶媒中に分散させる。次いで、この錯体に可視光を照射して共重
合体から金属イオンを遊離させればよい。
このためには、まず、吸着材料中の共重合体は、少なくとも、金属イオンと錯形成した
共重合体及び金属イオンが脱離した共重合体を溶媒から取り出す時では、好ましくは溶媒
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に不溶または難溶、より好ましくは不溶であり、一方、少なくとも金属イオンを遊離させ
る時には溶媒に可溶であるのが、作業性の上で好ましい。
本発明の吸着材料は、共重合体固有のある温度を境にして、その温度より高温に共重合
体溶液を加熱すると、金属イオンが吸着しているか否かにかかわらず、共重合体が析出し
て不溶または難溶に転移し、上記温度より低温に冷却すると、析出していた共重合体は溶
解状態に転移することができることが好ましい。熱応答性によるこのような相転移の境界
の温度を、以下、転移温度ともいう。
すなわち、温度の変動により、前記共重合体が水素結合性溶媒中で、不溶性または難溶
性と可溶性とを可逆的に示す熱応答性を示すのが好ましい。なお、本発明では水素結合性
溶媒とは、水素結合による相互作用を可能とする溶媒であり、例えばアルコール類、水が
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挙げられ、特に水が好ましい。また、水素結合性溶媒は、２種以上の混合溶媒であっても
よい。
【００１４】
これにより、例えば、まず、暗所下かつ転移温度より高温では吸着材料は液中で不溶ま
たは難溶なため、析出している。暗所及び温度を維持したまま、これに引き続き金属イオ
ンを添加して錯形成により吸着させ、引き続き濾別等で固液分離する。得られた不溶また
は難溶の吸着材料を暗所のまま、水等の回収用の溶媒中に分散させ、転移温度より低温ま
で冷却して溶媒に溶解させる。これに低温のまま可視光を照射すれば、光が溶液全体を充
分に照射するため、錯形成していた金属イオンは吸着材料から脱離して溶媒中に高い収率
で遊離することができる。引き続き可視光を照射しながら再度転移温度より高温に加熱す

10

れば、金属イオンが遊離したまま吸着材料は析出する。これを光照射及び高温を維持しつ
つ固液分離すれば溶媒中に金属イオンが残されて回収される。析出した吸着材料は繰り返
し金属イオン回収に使用することができる。
本発明の光および熱応答性吸着材料は、この可逆的な光応答性と熱応答性との両方を有
する共重合体を含むことにより、金属イオン溶液から金属イオンを吸着させて効率よく繰
り返し回収することができる。光応答性において、共重合体の吸着・脱離と同時に可逆的
に変色する吸着材料が、作業性の理由でより好ましい。
【００１５】
可視光照射に応答して、金属イオン等の可溶性物質を可逆的に液中で吸着し、かつ可逆
的に変色するフォトクロミック化合物として、本発明では、メロシアニン構造を取り得る
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スピロピランやスピロオキサジン分子を利用できる。また、熱応答性のために、例えばＮ
−アルキル（メタ）アクリルアミドを利用できる。
すなわち、本発明の吸着材料に含まれる共重合体は、下記式（１）で示される、（ａ）
のセグメントたとえばスピロピランセグメントまたはスピロオキサジンセグメントと、（
ｂ）のセグメント例えばＮ−アルキル（メタ）アクリルアミドセグメントとを含むのが好
ましい。
【化２】

30

40

式（１）中、Ｒ１、Ｒ２、Ｒ３およびＲ４は独立にＨ原子またはＣＨ３基であり、共重
合体は、Ｒ１およびＲ２がＨ原子であればアクリレート共重合体、ＣＨ３基であればメタ
クリレート共重合体である。
Ｒ５はアルキル基、ヒドロキシル基、カルボキシル基、アミノ基、アルデヒド基または
アミド基である。Ｒ５は、具体的にはメチル基、エチル基、ドデシル基等が例示される。
Ｘは炭素原子または窒素原子であり、Ｙは酸素原子または硫黄原子である。
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セグメント（ｂ）中、Ｒ６およびＲ７は独立にＨ原子、ヘテロ原子を含む有機基で置換
されていてもよいアルキル基またはシクロアルキル基である。ただし、Ｒ６およびＲ７の
両方がＨ原子である場合を除く。また、Ｒ６およびＲ７は互いに結合したアルキレン基で
あっても良い。Ｒ６およびＲ７のアルキル基は具体的には、イソプロピル基、プロピル基
、エチル基、メチル基が挙げられ、シクロアルキル基としてはシクロプロピル基等が挙げ
られ、アルキレン基としてはブチレン基、ペンチレン基等が挙げられる。
特に、１´，３´，３´−トリメチル−６−（アクリロイルオキシ）スピロ（２Ｈ−１
−ベンゾピラン−２，２´−インドール）、およびＮ−イソプロピルアクリルアミドを含
む単量体の共重合体であるのが好ましい。
【００１６】

10

セグメント（ａ）とセグメント（ｂ）との重合は、ブロック状の共重合であっても、ラ
ンダムな共重合であっても良く、特に限定されない。
例えばランダムな共重合の場合、（ａ）のセグメントと（ｂ）のセグメントとのモル分
率（モル比）は、特に限定されないが、それぞれｎ、（１−ｎ）とすると、０＜ｎ≦０．
５が好ましい。それ以外のブロック状やグラフト状の共重合の場合は、前記モル分率は特
に限定されない。例えば上記ｎが０．８程度であってもセグメント（ｂ）同士がブロック
重合している個所があれば共重合体は充分な熱応答性を示すことができる。
以下、セグメント（ａ）について、式（１）のＸが炭素原子で、Ｙが酸素原子の場合、
すなわち共重合体がセグメント（ａ）としてスピロピラン系セグメントを有する場合を挙
げて説明する。
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【００１７】
上記共重合体におけるスピロピラン系セグメントは、可視光照射によって、電気的に中
性な無色のスピロピラン構造体と、分子内に双性イオンを有するメロシアニン構造体とに
、液中で可逆的に異性化する光応答性を有する。スピロピラン構造体と、メロシアニン構
造体とを次の式（２）に示す。なお、式（２）中、Ｍは陽イオン化できる金属を示し、Ｒ
１〜Ｒ５、Ｘ、Ｙは式（１）と同様である。

【化３】

30

40

【００１８】
そして、暗所下では、上記共重合体は、前記スピロピラン系セグメントが異性化して、
メロシアニン構造体をとるため着色している。このとき、前記液中に金属Ｍの陽イオンが
溶存していると、メロシアニン構造における酸素原子すなわち式（１）、式（２）におけ
るＹ原子は、電子密度が高く、この部位で、陽イオンである金属イオンと式（２）に示す
ように、錯形成を生じる。
【００１９】
この錯形成はメロシアニン構造体が可視光照射によりスピロピラン構造体に戻ると解消

50

(10)

JP 4736362 B2 2011.7.27

する。すなわち、上記暗所下にあった共重合体に、外部から可視光を照射すると、メロシ
アニン構造体が閉環してスピロピラン構造体に異性化するため、共重合体は、溶解してい
れば無色、不溶または難溶では白色となる。そして、これまで錯形成していた金属イオン
は、液中に遊離する。
次に、可視光の照射を停止し、共重合体を暗所下に置くと、再度、共重合体中のスピロ
ピラン系セグメントはメロシアニン構造となり、遊離していた金属イオンと錯形成し、か
つ共重合体は再度着色する。
【００２０】
次に、セグメント（ｂ）について説明する。本発明においては、共重合体が、熱応答性
の（ｂ）のセグメント例えばＮ−アルキル（メタ）アクリルアミドセグメントを有するこ

10

とにより、転移温度を境にして、例えばその温度より高温に共重合体溶液を加熱すると、
金属イオンが吸着しているか否かにかかわらず、共重合体が析出して不溶または難溶とな
り、上記温度より低温に冷却すると、析出していた共重合体は溶解することができる。
【００２１】
図２にセグメント（ａ）としてスピロピランアクリレート（以下、ＳＰＡともいう。）
セグメントとセグメント（ｂ）としてＮ−イソプロピルアクリルアミド（以下、ＮＩＰＡ
Ａｍともいう。）セグメントとの共重合体であって、前記ＮＩＰＡＡｍセグメントが９６
ｍｏｌ％である式（１）の共重合体の溶液（破線）と、上記溶液に２価の鉛イオンを添加
した場合（実線）との、１０℃〜３０℃における５６０ｎｍでの光透過率の一例のグラフ
を示す。なお、図２でＳＰＡ：２価の鉛イオンＰｂ２＋のモル濃度比は、１：１０であり
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、溶媒は水：メタノール＝９：１（容量比）の混合溶媒である。図２のグラフから、ここ
で用いた共重合体は、いずれも２５℃を境に低温側で溶解し、高温側で析出することがわ
かる。
【００２２】
上記溶解と析出との境界になる転移温度は、感熱性のセグメント（ｂ）の割合により変
動し、一般にセグメント（ｂ）の含有率が高くなるほど上昇する。例えば、図２で用いた
各セグメントをＮＩＰＡＡｍが９９ｍｏｌ％以上とした共重合体では、転移温度は３２℃
となる。作業性の点から、転移温度が０℃〜１００℃、更に好ましくは１０〜４０℃にな
るように、セグメント（ｂ）の組成、セグメント比、水以外の水素結合性溶媒の種類など
を設定するのが好ましい。また、転移温度は添加する金属イオン濃度によっても変動する
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場合がある。
【００２３】
本発明の吸着材料において、感熱性のセグメント（ｂ）の共重合体中含有率は、特に限
定されないが、例えばランダムな共重合の場合には５０ｍｏｌ％以上であるのが好ましい
。この場合、５０ｍｏｌ％以上であれば、共重合体が、各種溶剤中で充分に実用可能な程
度の転移温度を境に、熱応答性を示すことができる。
一方、スピロピラン系セグメント（ａ）は金属イオンと錯形成する部位を有するため、
該含有率が少なくなると錯形成される金属イオン量も減少する。よって、共重合体中のス
ピロピラン系セグメントの含有率は、熱応答性と錯形成能とに合わせて適宜選択される。
セグメント（ａ）の含有率は、例えばセグメント（ａ）とセグメント（ｂ）からなる共重
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合体の場合は、上述のモル分率ｎに相当する。
以上、共重合体が上記セグメント（ａ）とセグメント（ｂ）を含み、析出及び溶解の熱
応答性を示す吸着材料について説明したが、本発明の吸着材料には、光応答性は維持した
まま、熱応答性として、共重合体が水素結合性溶媒中で、転移温度より低温では膨潤し、
転移温度より高温では液分を放出して収縮して体積を減少する相転移を可逆的に示す吸着
材料も含むことができる。この場合の共重合体として、架橋剤を含んで重合されたものが
挙げられる。架橋剤は、アルキルジメタクリレート等の一般に用いられる架橋剤を、吸着
材料の作用を妨げない範囲で適宜使用できる。架橋剤を含んで重合された本発明における
共重合体は、一般に水に不溶なゲル状である。
【００２４】
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本発明の光および熱応答性吸着材料は、上記共重合体単独であってもよいし、共重合体
の光応答性、および熱応答性を妨げない範囲で、例えば光増感剤等の他の成分が含まれて
いても良い。
さらに、共重合体中には、必要に応じて、他のセグメントを含んでも良い。これには、
例えばエチレン性不飽和基を有する化合物や、（ｂ）以外の構造の熱応答性セグメント等
が挙げられる。
【００２５】
本発明の可溶性物質の回収方法は、上記本発明の吸着材料を用いて、可溶性物質を含む
溶液から前記可溶性物質を回収用溶媒中へ回収することを特徴とする。
以上の光および熱応答性吸着材料を用いた一連の金属イオン回収方法の流れの一例を表

10

１に示す。
【００２６】
【表１】

20

30
【００２７】
本発明の可溶性物質回収方法の一例として、溶解・析出の相転移を示す熱応答性を有す
る吸着材料で金属イオンを回収する方法を、上記表１に沿って説明する。
回収方法として、暗所下かつ転移温度より低温で、上記本発明の光および熱応答性吸着
材料の溶液を得る工程と（表１の工程１参照。）、
前記吸着材料の溶液を暗所下かつ転移温度より高温に加熱して吸着材料中の共重合体を液
中に析出させ（表１の工程２参照。）、引き続き析出した前記共重合体と添加された金属
イオンとを液中で錯形成させる工程（表１の工程３参照。）または、
前記吸着材料の溶液中で暗所下かつ転移温度より低温で、共重合体と添加された金属イオ
ンとを錯形成させ、引き続き前記錯形成した共重合体を転移温度より高温に加熱して液中
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に析出させる工程と、
前記析出させた錯形成した共重合体を引き続き高温で液から分離する工程と（表１の工程
３参照。）、
前記分離した共重合体を溶媒中で転移温度より低温に冷却して溶解させて溶液とする工程
と（表１の工程４参照。）、
転移温度より低温で溶液に可視光を照射して金属イオンを共重合体から遊離させる工程と
（表１の工程５参照。）、
引き続き可視光を照射しながら溶液を転移温度より高温に加熱して共重合体を析出させる
工程と（表１の工程６参照。）、
引き続き高温で可視光を照射しながら前記析出させた共重合体を溶媒から分離する工程と
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（表１の工程６参照。）
を含む方法が例示される。
【００２８】
すなわち、本発明の可溶性物質の回収方法として、まず、
（Ａ）本発明の吸着材料中の共重合体と可溶性物質とを、液中で吸着させて吸着化合物
を得る工程と、
（Ｂ）前記吸着化合物を液から固液分離する工程と、
（Ｃ）分離した吸着化合物を回収用溶媒へ添加する工程と、
（Ｄ）可溶性物質と共重合体とを光応答性により遊離させる工程と、
（Ｅ）共重合体を回収用溶媒から取り出す工程とを含む回収方法、が挙げられる。

10

【００２９】
例えば、共重合体が溶解・析出の熱応答性を有する場合、表１のように、工程（Ａ）から
工程（Ｃ）までを暗所下で行い、
工程（Ｂ）では転移温度より高温で液中に析出している前記吸着化合物を、固液分離し、
表１の工程４のように、工程（Ｃ）では前記分離した吸着化合物を転移温度より低温で回
収用溶媒に溶解させることが挙げられる。
次いで、工程（Ｄ）では、表１の工程５のように、前記吸着材料の転移温度より低温で
回収用溶媒中に溶解している吸着化合物に、可視光を照射して可溶性物質と共重合体とを
遊離させることが挙げられる。ここで吸着化合物が溶解状態であるため、効率よく受光す
ることができる。

20

続いて、工程（Ｅ）では、表１の工程６のように、可視光を引き続き照射しながら、回
収用溶媒を転移温度より高温に加熱して溶解していた共重合体を析出させ、次いで固液分
離で該共重合体を取り出すことが挙げられる。
【００３０】
なお、前記工程（Ａ）の吸着を溶解状態で行う場合は、工程（Ａ）にひき続いて暗所下
で、得られた前記吸着化合物を転移温度より高温に加熱して液中に析出させ、
一方、工程（Ａ）の吸着を析出状態で行う場合は、工程（Ａ）前に予め表１の工程２の
ように、暗所下で、前記共重合体が溶解している溶液を転移温度より高温に加熱して共重
合体を析出させることができる。
【００３１】
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一方、共重合体が膨潤・収縮の熱応答性を有する場合、共重合体は温度によらず不溶性
であるため、温度は特に制限されず、回収方法は、例えば次の工程（Ａ１）〜（Ｅ１）の
ように簡易化できる。
すなわち、工程（Ａ１）から工程（Ｃ１）までを暗所下で行い、
（Ａ１）本発明の吸着材料中の共重合体と可溶性物質とを、液中で吸着させて吸着化合
物を得る工程と、
（Ｂ１）前記吸着化合物を液から固液分離する工程と、
（Ｃ１）分離した吸着化合物を回収用溶媒へ添加する工程と、
（Ｄ１）可溶性物質と共重合体とを可視光を照射して遊離させる工程と、
（Ｅ１）可視光を引き続き照射しながら、膨潤または収縮している遊離の共重合体を固液

40

分離により回収用溶媒から取り出す工程とを含む回収方法が挙げられる。
なお、上記工程（Ｄ１）では、膨潤により表面積が増加した共重合体から可溶性物質が
遊離しやすくなるため、転移温度より低温として膨潤している共重合体に可視光照射する
のが好ましい。
また、（Ｅ１）で、吸着材料内の残存溶媒量を低減したい場合は転移温度より高温とし
て収縮させるのが好ましい。
【００３２】
可溶性物質の回収方法の実施態様の一例として、上記式（２）に沿って、２価の鉛イオ
ンを、共重合体が１´，３´，３´−トリメチル−６−（アクリロイルオキシ）スピロ（
２Ｈ−１−ベンゾピラン−２，２´−インドール）およびＮ−イソプロピルアクリルアミ
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ドの共重合体である吸着材料で吸着する際の、吸着材料の変化を以下に説明する。
【００３３】
（吸着材料溶液調製工程）
まず、あらかじめ、メタノール：水＝（１：９）（容量比）の混合液と、吸着材料とを
転移温度より低温で混合すると、吸着材料中の共重合体は溶解して青色に呈色した水溶液
が得られる（以下、溶液１という。）。これは共重合体中にメロシアニン構造がある程度
安定に存在していることを示す。
このように転移温度より低温かつ暗所で、一度吸着材料を溶媒中に完全に溶解させるこ
とにより、溶媒が隅々に馴染んで行き渡る。
その後、この溶液１を暗所下のまま転移温度より高温にし、共重合体を不溶化させて析

10

出物を得る（以下、溶液２という。）。
なお、暗所とは、金属イオンの有無にかかわらず、通常の室内光程度であれば問題はな
い。
【００３４】
（金属イオン吸着（錯形成）工程）
次に、上記溶液２に、暗所下かつ高温を維持しつつ、２価鉛イオンの水溶液を添加して
混合する。鉛イオンは式（２）のようにメロシアニン構造体に吸着されて錯体を形成する
。高温により、共重合体は析出したまま錯形成する。共重合体による呈色は迅速に青色か
ら黄色へ変化する。
【００３５】
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ここで、金属イオンと錯形成させる共重合体は溶液１のような低温の溶解状態、上述し
た溶液２のような高温の析出状態のどちらでもよい。言い換えれば、高温化して液中に共
重合体を不溶化させる工程は、錯形成工程の後でも前でも良い。錯形成工程の共重合体は
、錯形成の効率の点からは可溶化していることが好ましく、その後の分離回収工程では作
業性の点から不溶化状態をとるのが好ましい。
もしも、錯形成工程終了後に、金属イオンと錯形成している吸着材料が溶解状態である
場合、または析出が不完全である場合には、暗所下を維持したまま、転移温度より高く上
記液を加熱する。これにより錯形成した共重合体（金属イオンと共重合体とが錯形成によ
り吸着している吸着化合物）が不溶化して液中に充分な析出物が得られる。
【００３６】
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(吸着材料分離工程)
暗所下かつ転移温度より高温を維持したまま、黄色の上記析出物を液分から分離して回
収用の水槽へ移す。
【００３７】
（析出物可溶化工程）
分離した析出物を引き続き暗所下で水槽中の金属回収用溶媒と混合し、転移温度より低
温に冷却する。冷却により析出物（錯形成した共重合体）は溶解し、黄色透明の溶液とな
る。
【００３８】
（金属イオン脱離工程）

40

その後引き続き転移温度より低温で可視光（例えば＞４２０ｎｍ）を照射する。可視光
照射により、式（２）において左方向で示すように、メロシアニン構造体からスピロピラ
ン構造体への光異性化と共に、共重合体と錯形成していた鉛イオンが溶液中に遊離する。
このため溶液は無色透明を呈する。
なお、析出物可溶化と光照射とは、同時でも、析出物可溶化が先でも良い。
【００３９】
（金属イオン回収工程）
可視光照射を維持したまま溶液を転移温度より上に加熱すると、鉛イオンを遊離させた
まま、共重合体が不溶化して液中に白色に析出する。これを可視光照射及び温度を維持し
ながら固液分離すると、液分には鉛イオンが残って回収され、一方、共重合体の析出物は
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再度新しい鉛イオンの水溶液に同様に混合して鉛イオン回収に使用できる。
以上のように、金属イオンの吸着および遊離は目視により色とその濃度で判断できる。
なお、上記実施態様及び表１中の呈色は、錯形成用にメタノール：水＝（１：９）を用
いた場合であり、例えば水のみを用いた場合は、上記吸着材料溶液調製工程の溶液１（表
１の工程１）では赤紫色を、同工程の溶液２（表１の工程２）では白濁色を呈する。
【００４０】
上述のように、共重合体は実用可能な転移温度より高温で、錯形成用の液および回収用
の溶媒に不溶または難溶であるのが好ましく、この液および溶媒のための溶剤としては、
水、アルコール類等の水素結合性溶媒、好ましくはセグメント（ｂ）と水素結合できる溶
10

媒が挙げられる。
【００４１】
上記錯形成させる工程（Ａ）では、上記のような、吸着材料の水素結合性溶媒の溶液に
、金属イオン水溶液を添加する方法の他、逆に金属イオン水溶液に、共重合体を添加する
方法、カラム等により連続的に金属イオン溶液と吸着材料とを接触させる方法も挙げられ
、特に制限されない。
【００４２】
上記した共重合体を含む吸着材料溶液の光応答性は、光の照射時間と同様に光の照射強
度にも対応するため、例えば、可視光の照射強度や照射時間により、共重合体からの金属
イオンの遊離速度を制御することができる。
また、暗所下とする際に、紫外光の照射で代用しても良く、この場合、次に可視光を照
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射する際は同時に紫外光照射を停止する。
【００４３】
本発明の吸着材料及び回収方法により、溶液中から吸着して回収できる可溶性物質とし
て、金属イオンまたは金属錯イオンが挙げられ、この金属としては、鉛、亜鉛、銅、ニッ
ケル、パラジウム、リチウム、カドミウム、砒素、クロム、水銀、ベリリウム、バナジウ
ム、マンガン、コバルト、鉄、金、銀、白金等が例示され、式（２）には２価のイオンが
示されているが、特に価数に限定はない。例えば鉛、亜鉛、銅、ニッケル等は２価のイオ
ン、パラジウム等は３価のイオンが挙げられる。さらに、グリシン、アラニン等のアミノ
酸、水素イオンなども回収できる。
30

【００４４】
以上、スピロピランのアクリレート（以下、ＳＰＡともいう。）として１´，３´，３
´−トリメチル−６−（アクリロイルオキシ）スピロ（２Ｈ−１−ベンゾピラン−２，２
´−インドール）、およびＮ−イソプロピルアクリルアミド（以下、ＮＩＰＡＡｍともい
う。）を使用した場合の挙動について説明したが、他のスピロピラン、他の（メタ）アク
リレートを使用した式（１）の共重合体も、同様な光および熱応答性の可溶性物質吸着を
示す。また、スピロピランは式（１）におけるセグメント（ａ）のＸが炭素原子、Ｙが酸
素原子の場合であるが、他のＸ、Ｙの組み合わせの場合も同様である。また、ＮＩＰＡＡ
ｍ以外のセグメント（ｂ）を用いた共重合体も転移温度等に差異はあっても同様な熱応答
性を示す。
また、逆に、熱応答性の相転移が、転移温度より低温で析出または収縮し、転移温度よ
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り高温で溶解または膨潤を示しても良いし、光応答性の相転移が、紫外光照射で吸着し、
可視光照射または暗所で脱離しても良い。
【実施例１】
【００４５】
以下に、本発明を実施例によって具体的に説明する。なお、本実施例により本発明を限
定するものではない。
（スピロピランアクリレート（ＳＰＡ）の合成）
(1)

１´，３´，３´−トリメチル−６−ヒドロキシスピロ（２Ｈ−１−ベンゾピラン

−２，２´−インドール）
、純度９９％、Ｆｗ

４．７２ｇ（０．０１６１ｍｏｌ）（ACROS

ORGANICS社製

２９３．３７、品番42192‑0050）をトルエン（関東化学株式会社製
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（蒸留後使用）、特級、純度９９．５％、沸点１１０．６２５℃）

２８．３ミリリット

ルに溶解させた。
(2)

アクリル酸クロライド（東京化成工業株式会社製品番A0147（蒸留後使用）、Ｆｗ９

０．５１）

１．５９ｇ（０．０１７６ｍｏｌ）を、トルエン（同上）

１４．２ミリリ

ットルに溶解させた。
【００４６】
(3)

別に、トリエチルアミン（以下、ＴＥＡという。）（和光純薬工業株式会社製（蒸

留後使用）、純度９９％、品番202‑02646）

１．７９ｇ（０．０１１４ｍｏｌ）を用意

した。また、アンモニア（関東化学株式会社製、純度２８．０〜３０．０％、品番01266‑
00）

４００ミリリットルの純水

１００ミリリットル溶液を１単位として、５単位用意

10

した。
【００４７】
(4)

二口なすフラスコ内に上記(1)で得たスピロピランのトルエン溶液と、上記(3)のＴ

ＥＡとを投入し、二口なすフラスコの一つの口には球入冷却器、もう一方の口には円筒型
分液ロートを装着した。二口なすフラスコを６０℃に保温しながら円筒型分液ロートで上
記(2)のアクリル酸クロライドのトルエン溶液を少しずつ滴下した後、１５時間反応させ
た。なお、この反応で発生した塩酸は、ＴＥＡで中和された。１５時間後に、反応溶液か
ら未反応のアクリル酸クロライドとＴＥＡを取り除くために、反応溶液をトルエン１００
ミリリットルで希釈し、次いで分液ロート内に移して上記(3)のアンモニア水溶液を１単
位加えた。分液ロートを振り混ぜ、静置して下層のアンモニア水溶液を取り出し、残りの
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(3)のアンモニア水溶液の１単位を加え、同様にして分液を計５回繰り返した。
【００４８】
(5)

アンモニア水溶液の代わりに純水を１００ミリリットル加え、同様にしてｐＨが７

になるまで計５回分液を繰り返した。
(6)

分液ロート上層の液を、エバポレータによりトルエンを蒸発させ、次いで減圧乾燥

させた。これによって得られた褐色固体をジクロロメタンに溶かしてカラムクロマトグラ
フィにかけ、不純物を分離した。カラムはシリカゲル（関東化学株式会社製、品番：9385
‑4M、Ｒｆ：０．８６）、展開溶媒はジクロロメタンを使用した。
【００４９】
(7)

カラムから排出した液を、エバポレータでジクロロメタンを蒸発させ、次いで減圧
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乾燥させてＳＰＡ単量体である、下式（３）で示される１´，３´，３´−トリメチル−
６−（アクリロイルオキシ）スピロ（２Ｈ−１−ベンゾピラン−２，２´−インドール）
を３．１０ｇ（収率６６％）得た。この得られたＳＰＡを１Ｈ−ＮＭＲで測定した結果を
図１に示す。図１中のシグナルα、β、γは、それぞれ式（３）中のα、β、γ位置の構
造に対応している。
【００５０】
【化４】

40

【００５１】
（共重合体の合成）
上記で得た単量体ＳＰＡ：１´，３´，３´−トリメチル−６−（アクリロイルオキシ
）スピロ（２Ｈ−１−ベンゾピラン−２，２´−インドール）

（分子量３４７．４１）

を６６ｍｇ（０．１９ｍｍｏｌ）用意した。また、Ｎ−イソプロピルアクリルアミド（Ｎ

50

(16)

JP 4736362 B2 2011.7.27

ＩＰＡＡｍ）（分子量１１３．１５）を５６６ｍｇ（５．０ｍｍｏｌ）用意した。
他に、エタノール

３ミリリットル、重合開始剤ＡＩＢＮ

８．４ｍｇ（ＳＰＡとＮＩ

ＰＡＡｍの合計モル数の１／１００）、重合禁止剤ハイドロキノン（東京化成工業株式会
社製、９９．０％、品番Ｈ０１８６）

３．７５ｍｇ、ジエチルエーテルを用意した。

【００５２】
まず、上記ＳＰＡをエタノール

２ミリリットル、ＮＩＰＡＡｍをエタノール

１ミリ

リットルにそれぞれ溶かして得た２種の溶液を、一つの口には球入冷却器、もう一方の口
にはゴム栓付きパスツールピペットを装着した二口なす形フラスコに入れて混合した。
前記フラスコ内に乾燥窒素をパスツールピペットから３０分間フローさせて装置内から
10

湿気および空気を除去した。
重合開始剤を加えて引き続き乾燥窒素を２０分間フローさせた後、オイルバスでフラス
コの温度を６０℃に上げ、さらに３時間反応させた後、重合禁止剤を加えて反応を止めた
。
【００５３】
フラスコ内の反応生成物を、大量のジエチルエーテル中に少しずつ滴下して沈殿精製し
た。この沈殿を、ろ紙で濾別し、減圧乾燥して１´，３´，３´−トリメチル−６−（ア
クリロイルオキシ）スピロ（２Ｈ−１−ベンゾピラン−２，２´−インドール）とＮ−イ
ソプロピルアクリルアミドとの共重合体（以下、Ｐ（ＳＰＡ−ＮＩＰＡＡｍ）という。）
２８１．７ｍｇ（収率４５％）を得た。この共重合体中の各セグメントのモル比を、１
Ｈ−ＮＭＲの積分値の結果から算出したところ、ＳＰＡ：ＮＩＰＡＡｍは４：９６（スピ
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ロピランセグメント含有率が４ｍｏｌ％。）であった。また、この共重合体のＭｗは６３
，０００であり、Ｍｗ／Ｍｎは３５であった。
【００５４】
（共重合体の感熱性測定）

上記で合成した、ＳＰＡセグメントが４ｍｏｌ％である共重

合体Ｐ（ＳＰＡ−ＮＩＰＡＡｍ）

１０ｍｇを、メタノール１ミリリットルおよび純水９

ミリリットルの混合溶剤に添加した（Ａ液）。
同様に調製したＡ液に、さらにＰｂ（II）を、ＳＰＡ：２価の鉛イオンＰｂ２＋のモル
濃度比が、１：１０（鉛イオン濃度が０．０１ｍＭ）となるように過塩素酸鉛三水塩の形
態で添加した（Ｂ液）。
Ａ液およびＢ液それぞれを、撹拌しながら１０℃〜３０℃における５６０ｎｍでの光透
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過率を測定したグラフを図２に示す。図２中、Ａ液を破線、Ｂ液を実線で示す。図２に示
すように、Ａ液、Ｂ液いずれも、２５℃を境にして高温側では析出し、低温側では溶解し
た。
【００５５】
（鉛イオンとの錯形成と光応答型脱離）

鉛イオンを含む上記Ｂ液の、１０℃での吸光度

を測定したグラフを図３に示す。暗所下の状態を実線で、可視光を照射した状態を破線で
、両者の中間を点線で示す。暗所下ではＢ液は４３５ｎｍに吸収帯を持ち黄色を呈した。
これは液中の共重合体に鉛イオンが錯形成（吸着）したことを示す。さらに可視光（＞４
２０ｎｍ）を照射すると、直ちにこの吸収帯は消失した。これは、吸着していた鉛イオン
が脱離したことを示す。吸収帯の完全消失は、吸着していた鉛イオンを可視光照射により
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完全に脱離回収できることを意味する。この光照射と暗所との繰り返しによる色の変化は
、繰り返し観測された。
【００５６】
（鉛イオンの脱吸着率）

鉛イオンＰｂ２＋の１０、２０、３０および４０μＭ水溶液に

おいて矩形波ボルタンメトリ（ＳＷＶ）を行い電流−濃度の検量線を求めた。次に、Ｐｂ
２＋

の４０μＭ水溶液を暗所下１０℃にてＳＷＶを行った。結果のグラフを図４の（ａ）

に示す。
Ｐｂ２＋の４０μＭ水溶液に、共重合体Ｐ（ＳＰＡ−ＮＩＰＡＡｍ）溶液を、Ｐｂ２＋
と共重合体が同モル濃度比となるように添加した（Ｃ液）。
前記Ｃ液を、暗所下で、１０℃から４０℃まで昇温後にろ過してろ液を得た。このろ液
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のＳＷＶを暗所下１０℃にて行った。結果のグラフを図４の（ｂ）に示す。
前記Ｃ液を、可視光を照射下で、同様に昇温後ろ過してろ液を得た。このろ液のＳＷＶ
を暗所下１０℃にて行った。結果のグラフを図４の（ｃ）に示す。
図４（ａ）に示すように、Ｐｂ２＋の４０μＭ水溶液の還元電位は−０．５０４Ｖ、還
元電流値は４．７４μＡであった。（ｂ）に示すように、暗所下でＣ液の昇温ろ過した溶
液の還元電流値は０．９９μＡとなり、また検量線から算出したこの溶液中のＰｂ２＋濃
度は２．２４μＭであり、吸着率は９５％であった。（ｃ）に示すように、可視光照射下
でＣ液の昇温ろ過した溶液の還元電流値は２．８７μＡとなり、検量線から算出したこの
溶液中のＰｂ２＋濃度は１８．４μＭであり、脱離効率は４０％であった。
この光応答性錯形成は、ＳＷＶにより可逆的に観測された。
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別に、紫外可視吸収スペクトル測定及びＳＷＶとの組み合わせからも、光可逆性性錯形
成が確認された。
以上より、共重合体Ｐ（ＳＰＡ−ＮＩＰＡＡｍ）溶液の可逆的相転移が確認できた。
【図面の簡単な説明】
【００５７】
【図１】本発明の実施例において合成したＳＰＡを１Ｈ−ＮＭＲで測定したグラフである
。
【図２】熱および光応答性を有する共重合体Ｐ（ＳＰＡ−ＮＩＰＡＡｍ）溶液（ただし、
ＳＰＡは４ｍｏｌ／％）（破線）と、上記溶液に２価の鉛イオンを添加した場合（実線）
との、１０〜３０℃における５６０ｎｍでの光透過率を示すグラフである。
【図３】図２で用いた共重合体Ｐ（ＳＰＡ−ＮＩＰＡＡｍ）溶液の１０℃での吸光度を示
すグラフであり、暗所下で前記溶液に２価の鉛イオンを添加して錯形成した黄色の状態（
実線）、これに可視光を照射して鉛イオンが脱離した状態（破線）、および両者の中間の
状態（点線）である。
【図４】１０℃での２価の鉛イオンの脱吸着を示すグラフであり、（ａ）は２価の鉛イオ
ン溶液４０μＭ水溶液の還元電位値及び還元電流値（銀／塩化銀電極）、（ｂ）は（ａ）
に暗所下で前記共重合体Ｐ（ＳＰＡ−ＮＩＰＡＡｍ）溶液を添加して昇温ろ過した溶液の
還元電流値、および（ｃ）は前記（ａ）に前記共重合体を添加して可視光を照射下にて昇
温ろ過した溶液の還元電流値を示す。
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【図１】

【図３】

【図２】
【図４】
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