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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
リグニン誘導体の分離方法であって、
前記リグニン誘導体は、１，１−ジフェニルプロパンユニット及び／又は該１，１−ジ
フェニルプロパンユニットから誘導されるユニットを有するリグニン誘導体であり、
液性媒体中で前記リグニン誘導体と金属酸化物とを接触させることにより、前記リグニ
ン誘導体を前記金属酸化物に保持させて分離する分離工程と、
アルカリ条件下、前記リグニン誘導体を保持した前記金属酸化物から前記リグニン誘導
体を分離させて前記リグニン誘導体を回収する回収工程と、
を備える、分離方法。
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【請求項２】
前記金属酸化物は、チタン、亜鉛、鉄、コバルト、ニッケル、銅、錫、インジウム、鉛
及びニオブからなる群から選択される１種又は２種以上の金属の酸化物である、請求項１
に記載の分離方法。
【請求項３】
前記金属酸化物は酸化チタンを含む、請求項２に記載の分離方法。
【請求項４】
前記金属酸化物は半導体である、請求項１に記載の分離方法。
【請求項５】
前記金属酸化物は平均粒子径が３００ｎｍ以下の金属酸化物の粒子を含有する、請求項
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１〜４のいずれかに記載の分離方法。
【請求項６】
前記液性媒体は、水性媒体、非水性媒体及びこれらの混液から選択される、請求項１〜
５のいずれかに記載の分離方法。
【請求項７】
前記リグニン誘導体は、前記液性媒体中に溶解又は分散されている、請求項１〜６のい
ずれかに記載の分離方法。
【請求項８】
前記リグニン誘導体は、以下の（ａ）〜（ｄ）；
（ａ）リグニン含有材料をフェノール化合物で溶媒和後、酸を添加し混合して得られるリ
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グニンのフェノール化物であるリグノフェノール誘導体
（ｂ）リグノフェノール誘導体に対して、アシル基、カルボキシル基、アミド基及び架橋
性基からなる群から選択される基が導入されて得られる二次誘導体
（ｃ）リグノフェノール誘導体をアルカリ処理して得られる二次誘導体、及び
（ｄ）リグノフェノール誘導体に対して、アシル基、カルボキシル基、アミド基及び架橋
性基の導入並びにアルカリ処理から選択される２種以上の修飾がなされて得られる高次誘
導体
からなる群から選択される１種あるいは２種以上のリグニン誘導体である、請求項１〜７
のいずれかに記載の分離方法。
【請求項９】
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前記リグニン誘導体は、前記（ａ）のリグニン誘導体である、請求項８に記載の分離方
法。
【請求項１０】
前記リグニン誘導体は、前記（ｂ）のリグニン誘導体である、請求項８に記載の分離方
法。
【請求項１１】
前記リグニン誘導体は、前記（ｃ）のリグニン誘導体である、請求項８に記載の分離方
法。
【請求項１２】
前記分離工程は、ｐＨ７以下で行う、請求項１〜１１のいずれかに記載の分離方法。
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【請求項１３】
前記回収工程は、１００℃以下で行う、請求項１〜１２のいずれかに記載の分離方法。
【請求項１４】
リグニン誘導体の製造方法であって、
１，１−ジフェニルプロパンユニット及び／又は該１，１−ジフェニルプロパンユニッ
トから誘導されるユニットを有するリグニン誘導体を製造するリグニン誘導体製造工程と
、
液性媒体中で前記リグニン誘導体と金属酸化物とを接触させることにより、前記リグニ
ン誘導体を前記金属酸化物に保持させて分離する分離工程と、
アルカリ条件下、前記リグニン誘導体を保持した前記金属酸化物から前記リグニン誘導
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体を分離させて前記リグニン誘導体を回収する回収工程と、
を備える、製造方法。
【請求項１５】
前記分離工程は、前記リグニン誘導体製造工程で得られる前記リグニン誘導体を含有す
る反応液を前記金属酸化物と接触させることを含む、請求項１４に記載の製造方法。
【請求項１６】
前記リグニン誘導体製造工程は、リグニン含有材料をフェノール化合物で溶媒和後、酸
を添加し混合してリグニンのフェノール化合物の誘導体であるリグノフェノール誘導体を
製造する工程である、請求項１４又は１５に記載の製造方法。
【請求項１７】
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前記分離工程は、前記リグニン誘導体製造工程で得られる前記リグノフェノール誘導体
と糖分とを含有する酸性反応液を前記金属酸化物と接触させることを含む、請求項１６に
記載の製造方法。
【請求項１８】
リグニン誘導体の精製方法であって、
前記リグニン誘導体は、１，１−ジフェニルプロパンユニット及び／又は該１，１−ジ
フェニルプロパンユニットから誘導されるユニットを有するリグニン誘導体であり、
液性媒体中で前記リグニン誘導体と金属酸化物とを接触させることにより、前記リグニ
ン 誘導体を前記金属酸化物に保持させて分離する分離工程と、
アルカリ条件下、前記リグニン誘導体を保持した前記金属酸化物から前記リグニン誘導
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体を分離させて前記リグニン誘導体を回収する回収工程と、
を備える、精製方法。
【請求項１９】
リグニン誘導体を含む複合体からのリグニン誘導体の回収方法であって、
前記リグニン誘導体は、１，１−ジフェニルプロパンユニット及び／又は該１，１−ジ
フェニルプロパンユニットから誘導されるユニットを有するリグニン 誘導体であり、
液性媒体中で前記リグニン誘導体と金属酸化物とを接触させることにより、前記リグニ
ン誘導体を前記金属酸化物に保持させて分離する分離工程と、
アルカリ条件下、前記リグニン誘導体を保持した前記金属酸化物から前記リグニン誘導
体を分離させて前記リグニン誘導体を回収する回収工程と、
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を備える、回収方法。
【請求項２０】
前記複合体は、使用済み製品である、請求項１９に記載の回収方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、リグニンの基本骨格であるフェニルプロパンユニットにフェノール化合物が
導入されて得られる１，１−ジフェニルプロパンユニット及び／又はこのジフェニルプロ
パンユニットが修飾又は改変等して誘導されるユニットを有するリグニン誘導体の分離、
回収及び製造等に関する。
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【背景技術】
【０００２】
リグニンは、植物体においてセルロースと複合化されてリグノセルロースとして存在し
ており、地球上に存在する炭素資源としてはセルロースに次ぐ質量を有している。現在の
ところ、リグニンは、主としてパルプ製造工程の副産物として生成されている。こうして
得られるリグニンは、パルピング工程の種類により、例えば、酢酸リグニン、スルホリグ
ニン等で称呼されている。このような各種リグニンは、天然リグニンが分解及び／又は重
縮合した構造を有するとともに、スルホン酸等が導入されたものとなっている。こうした
不規則でかつ強度に改変された構造のため、その用途は極めて限定されており、セメント
等の分散剤や邂逅剤等にのみ用いられているのが現状である。
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【０００３】
しかしながら、リグニンは、上記のとおりセルロースに次ぐ資源量を有する重要な炭素
資源であるとともに循環及び再生利用可能な資源である。したがって、リグニンを利用し
やすい形態でリグノセルロース材料から分離することが要望されている。ここに、リグニ
ンをリグノセルロース系材料からその構造規則性を維持した状態で分離する方法が開示さ
れている（特許文献１）。この方法は、リグノセルロース系材料を予めフェノール化合物
で溶媒和した上で濃酸と接触させることで、リグノセルロース系材料中のリグニンの構造
が濃酸によって大きく改変されることを抑制するとともに、セルロースから開放すること
ができるものである。同時にこの方法によれば、リグニンの基本骨格であるフェニルプロ
パンユニットの一定部位にフェノール化合物が導入されて、１，１−ジフェニルプロパン

50

(4)

JP 4316536 B2 2009.8.19

ユニットが生成されるとともにβアリールエーテル結合の解裂によって低分子化されたリ
グニンのフェノール誘導体（以下、リグノフェノール誘導体という。）を得ることができ
る。
【特許文献１】特開平２−２３３７０１号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
こうして得られるリグノフェノール誘導体を反応系から分離するために、リグノフェノ
ール誘導体の水への溶解度が低いことを利用して、水の添加によって沈殿として回収する
方法やアルカリによる中和による抽出が検討されてきている。しかしながら、沈殿形成に
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よる分離プロセスでは、できるだけ多くのリグノフェノール誘導体を回収するために自然
沈降を採用することが好ましいが、多くの工程と大量の水とを要するという問題があった
。また、リグノフェノール誘導体のうち水に溶解した区分を回収できなかった。また、ア
ルカリ中和による分離プロセスでは、大量の水を必要とするとともに、ゲル化の抑制や陽
イオンの残留など解決すべき技術的課題があった。
【０００５】
また、有機溶媒を用いた精製工程において、リグノフェノール誘導体はジエチルエーテ
ルやヘキサンのような無極性溶媒から析出させて精製するが、こうした無極性溶媒中に一
部の区分が溶解したままになっている場合がある。しかしながら、無極性溶媒は大量プロ
セスで用いるには、溶媒の沸点が低いために取り扱いにくく、ここに溶解しているリグノ
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フェノール誘導体区分を回収し利用することが困難であった。さらに、有機溶媒からリグ
ノフェノール誘導体を回収するにあたってはエバポレーションを用いるため、エネルギー
コストや安全性の問題のほか、廃棄面での問題もあった。
【０００６】
さらに、リグノフェノール誘導体に対して種々の化学修飾が可能であるが、こうした化
学修飾反応後に反応生成物を分離回収するとき及び各種のリグノフェノール誘導体を利用
した複合材料からリグノフェノール誘導体を回収等するときにも同様の問題があった。
【０００７】
そこで、本発明は、１，１−ジフェニルプロパンユニット及び／又は該１，１−ジフェ
ニルプロパンユニットから誘導されるユニットを有するリグニン誘導体を含む混合系から
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リグニン誘導体を分離するのに有効なリグニン誘導体の分離・回収技術を提供することを
目的とする。具体的には、本発明は、リグニン誘導体を含む混合系からリグニン誘導体を
簡易に分離、製造、精製又は回収する技術を提供することを一つの目的とする。また、本
発明は、リグニン誘導体を含む混合系からリグニン誘導体を高率で分離、製造、精製又は
回収する技術を提供することを他の一つの目的とする。さらに、本発明は、リグニン誘導
体を含む混合系からリグニン誘導体を有機溶媒等の放散を抑制してリグニン誘導体を分離
、製造、精製又は回収する技術を提供することを他の一つの目的とする。さらに、本発明
は、スケールアップに適したリグノフェノール誘導体等を含む混合系からリグノフェノー
ル誘導体等を分離、製造、精製又は回収する技術を提供することを他の一つの目的とする
40

。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
本発明者らは、リグニン誘導体を含む混合系中のリグニン誘導体が金属酸化物に対して
選択的に保持されることを見出し、さらに、この現象を利用して金属酸化物をリグニン誘
導体の分離材料として利用することで、上記した課題の少なくとも一つを解決できること
を見出して本発明を完成した。すなわち、本発明によれば、以下の手段が提供される。
【０００９】
本発明によれば、リグニン誘導体の分離方法であって、前記リグニン誘導体は、１，１
−ジフェニルプロパンユニット及び／又は該１，１−ジフェニルプロパンユニットから誘
導されるユニットを有するリグニン誘導体であり、液性媒体中で前記リグニン誘導体と金
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属酸化物とを接触させることにより、前記リグニン誘導体を前記金属酸化物に保持させて
分離する分離工程、を備える、分離方法が提供される。
【００１０】
この分離方法においては、前記金属酸化物は、チタン、亜鉛、鉄、コバルト、ニッケル
、銅、錫、インジウム、鉛及びニオブからなる群から選択される１種又は２種以上の金属
の酸化物とすることができる。また、前記金属酸化物は酸化チタンを含むことが好ましい
。さらに、前記金属酸化物は半導体であってもよい。また、前記金属酸化物は平均粒径が
３００ｎｍ以下の金属酸化物の粒子を含有することができる。
【００１１】
また、この分離方法においては、前記液性媒体は、水性媒体、非水性媒体及びこれらの
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混液から選択することができ、前記リグニン誘導体は、前記液性媒体中に溶解又は分散さ
れていることができる。
【００１２】
また、この分離方法においては、前記リグニン誘導体は、以下の（ａ）〜（ｆ）；
（ａ）リグニン含有材料をフェノール化合物で溶媒和後、酸を添加し混合して得られるリ
グニンのフェノール化物であるリグノフェノール誘導体
（ｂ）リグノフェノール誘導体に対して、アシル基、カルボキシル基、アミド基及び架橋
性基からなる群から選択される基が導入されて得られる二次誘導体
（ｃ）リグノフェノール誘導体をアルカリ処理して得られる二次誘導体
（ｄ）リグノフェノール誘導体に対して、アシル基、カルボキシル基、アミド基及び架橋
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性基の導入並びにアルカリ処理から選択される２種以上の修飾がなされて得られる高次誘
導体
（ｅ）前記二次誘導体のうち架橋性基導入反応により得られる二次誘導体が架橋されてい
る二次誘導体の架橋体
（ｆ）前記高次誘導体のうち架橋性基導入反応を経て得られる高次誘導体が架橋されてい
る高次誘導体の架橋体
からなる群から選択される１種あるいは２種以上のリグニン誘導体を用いることができる
。
【００１３】
前記リグニン誘導体は、前記リグニン誘導体（ａ）とすることが好ましく、前記リグニ
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ン誘導体（ｂ）とすることも好ましく、さらに、前記リグニン誘導体（ｃ）とすることも
好ましい。
【００１４】
この分離方法は、また、アルカリ条件下、前記リグニン誘導体を保持した前記金属酸化
物から前記リグニン誘導体を分離させて前記リグニン誘導体を回収する回収工程を備える
ことができる。
【００１５】
本発明によれば、リグニン誘導体の製造方法であって、前記リグニン誘導体は、１，１
−ジフェニルプロパンユニット及び／又は該１，１−ジフェニルプロパンユニットから誘
導されるユニットを有するリグニン誘導体であり、液性媒体中で前記リグニン誘導体と金
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属酸化物とを接触させることにより、前記リグニン誘導体を前記金属酸化物に保持させて
分離する分離工程、を備える、製造方法が提供される。
【００１６】
また、前記分離工程は、リグニン含有材料をフェノール化合物で溶媒和後、酸を添加し
混合して得られる反応液中の前記リグニン含有材料中のリグニンのフェノール化合物の誘
導体であるリグノフェノール誘導体と前記金属酸化物とを接触させて、前記リグノフェノ
ール誘導体を前記金属酸化物に保持させて分離する工程とすることができる。また、前記
分離工程は、リグニン含有材料をフェノール化合物で溶媒和後、酸を添加し混合して得ら
れる反応液中に前記リグニン含有材料中のリグニンのフェノール化合物の誘導体であるリ
グノフェノール誘導体を生成後に、当該反応液中のリグノフェノール誘導体と金属酸化物
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とを接触させて前記リグノフェノール誘導体を前記金属酸化物に保持させて分離する工程
とすることもできる。
【００１７】
また、本発明によれば、リグニン誘導体の精製方法であって、前記リグニン誘導体は、
１，１−ジフェニルプロパンユニット及び／又は該１，１−ジフェニルプロパンユニット
から誘導されるユニットを有するリグニン誘導体であり、液性媒体中で前記リグニン誘導
体と金属酸化物とを接触させることにより、前記リグニン誘導体を前記金属酸化物に保持
させて分離する分離工程、を備える、製造方法が提供される。
【００１８】
本発明によれば、リグニン誘導体の製造方法であって、前記リグニン誘導体は、１，１
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−ジフェニルプロパンユニット及び／又は該１，１−ジフェニルプロパンユニットから誘
導されるユニットを有するリグニン誘導体であり、金属酸化物に保持させた前記リグニン
誘導体に対して、アシル基、カルボキシル基、アミド基及び架橋性基の各官能基の導入反
応並びにアルカリ処理反応から選択される１種又は２種以上の修飾を行う修飾反応工程、
を備える、製造方法が提供される。この製造方法においては、前記修飾反応工程は、前記
金属酸化物上に保持された状態の前記リグニン誘導体を修飾する工程とすることができる
し、また、前記修飾反応工程は、修飾された前記リグニン誘導体を前記金属酸化物上に保
持する工程とすることができる。
【００１９】
また、本発明によれば、リグニン誘導体を含む複合体からのリグニン誘導体の回収方法
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であって、前記リグニン誘導体は、１，１−ジフェニルプロパンユニット及び／又は該１
，１−ジフェニルプロパンユニットから誘導されるユニットを有するリグニン誘導体であ
り、
液性媒体中で前記リグニン誘導体と金属酸化物とを接触させることにより、前記リグニ
ン誘導体を前記金属酸化物に保持させて分離する分離工程、を備える、回収方法が提供さ
れる。この回収方法においては、前記複合体は、使用済み製品であってもよい。
【００２０】
さらにまた、本発明によれば、金属酸化物を備える、リグニン誘導体の分離用担体が提
供される。
【発明を実施するための最良の形態】
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【００２１】
本発明のリグニン誘導体の分離方法は、前記リグニン誘導体が、１，１−ジフェニルプ
ロパンユニット及び／又はその誘導体ユニットを有する誘導体であって、液性媒体中で前
記リグニン誘導体と金属酸化物とを接触させることにより、前記リグニン誘導体を前記金
属酸化物に保持させて前記液性媒体から分離する分離工程を備えることを特徴としている
。また、本発明のリグニン誘導体の製造方法及びリグニン誘導体の回収方法は、こうした
分離工程を備えることを特徴としている。
【００２２】
この分離方法の分離工程によれば、液性媒体に含まれるリグニン誘導体は、固相である
金属酸化物に保持されるため、溶媒留去などの方法によらずに、通常の固液分離方法、例

40

えば、遠心分離、自然沈降、ろ過等の手法により、前記液性媒体から容易に分離される。
金属酸化物を固定相とした場合にも同様にリグニン誘導体は前記液性媒体から容易に分離
される。したがって、従来、溶媒への溶解性の相違や粒子密度等を利用した分離回収方法
では回収困難であった画分も容易に回収できるようになる。また、大量の溶媒を用いるこ
となくリグニン誘導体を分離回収できるようになる。さらに、これらの結果、リグニン誘
導体の分離回収に用いるエネルギーを抑制するとともに環境への負荷を低減することがで
きる。
【００２３】
また、この分離工程によれば、液性媒体に溶解しているリグニン誘導体も溶解せずに分
散しているリグニン誘導体も金属酸化物に保持させて分離することができる。このため、
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従来、回収することが困難であったリグニン誘導体の区分を容易に回収することが可能と
なる。
【００２４】
本発明を拘束するものではないが、本発明におけるリグニン誘導体は、リグニンの基本
骨格であるフェニルプロパンユニットのα位にフェノール化合物が導入されて得られる１
，１−ジフェニルプロパンユニット及び／又はその誘導体ユニットを有し、またリニアな
構造を有し得るため、従来のスルホリグニンなどの工業用リグニンとは異なった特性を有
している。すなわち、本発明のリグニン誘導体は、スルホリグニンなどが呈するアニオン
性ポリマーとしての特性とは異なる特性を有しており、このために金属酸化物と接触して
その表面に保持されることで金属酸化物を液性媒体に分散しにくくするような表面又は界
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面状態を形成し、この結果、液体媒体から金属酸化物及びリグニン誘導体が容易に分離さ
れるものと推論される。
【００２５】
リグニン誘導体を保持した金属酸化物（固相）粒子は、凝集する傾向にある。リグニン
誘導体を含有する液性媒体に金属酸化物粒子を加えると、例えば、明らかな液性媒体の性
状の変化（例えば、リグニン誘導体溶液の場合には、その溶液の色が、リグニンが溶解し
ていることによる着色状態から無色になるとともに、白色だった酸化チタン等の金属酸化
物粒子が着色して沈殿する。）を伴って速やかに沈殿する。このようにリグニン誘導体を
保持した金属酸化物粒子は互いに反発するよりも吸引しあい、凝集する傾向があるのが明
らかである。なお、こうした金属酸化物によるリグニン誘導体の分離現象は、金属酸化物
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が粒子の場合に限らず、フィルター状であったり、粒子が充填されたカラムであったりし
ても同様に生じるものであり、リグニン誘導体は金属酸化物の形態に関わらず金属酸化物
（固相）側あるいは金属酸化物を含有する固相側に分離されることになる。
【００２６】
また、本発明のリグニン誘導体の分離用担体は、前記リグニン誘導体を保持させるため
の要素として金属酸化物を含むことを特徴としている。この分離用担体によれば、液性媒
体中において金属酸化物に前記リグニン誘導体が保持されるため、金属酸化物と前記液性
媒体との分離により前記リグニン誘導体が前記液性媒体から分離される。
【００２７】
さらに、本発明のリグニン誘導体を含む複合材料の製造方法であって、前記リグニン誘
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導体は、ジフェニルプロパンユニット及び／又はその誘導体ユニットを有するリグニン誘
導体であって、このリグニン誘導体を保持した金属酸化物を含む成形材料を成形する工程
を備えることを特徴とする。この製造方法によれば、金属酸化物の表面に前記リグニン誘
導体が保持されているため、こうした状態の金属酸化物を成形することで前記リグニン誘
導体と金属酸化物との複合成形体を得ることができる。
【００２８】
以下、本発明を実施するための最良の形態について、まず、全ての実施形態に共通する
リグニン誘導体及び金属酸化物について説明するとともに、リグニン誘導体の分離方法、
リグニン誘導体の製造方法、リグニン誘導体の精製方法、リグニン誘導体の回収方法、リ
グニン誘導体を含む複合材料の製造方法並びに分離用担体について説明する。
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【００２９】
（リグニン誘導体）
本発明におけるリグニン誘導体とは、１，１−ジフェニルプロパンユニット及び／又は
この１，１−ジフェニルプロパンユニットから誘導されるユニットを有するリグニン誘導
体である。このリグニン誘導体としては、リグニンの基本ユニットであるフェニルプロパ
ンユニットのベンジル位（側鎖Ｃ１位、以下、単にＣ１位という。）にフェノール化合物
がそのオルト位又はパラ位でグラフトした１，１−ジフェニルプロパンユニットを有する
リグニン誘導体であるリグノフェノール誘導体と、その改変体が挙げられる。以下、リグ
ノフェノール誘導体について説明し、ついで、各種の改変体（修飾体）について説明する
。
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【００３０】
（リグノフェノール誘導体）
リグノフェノール誘導体は、上記したように１，１−ジフェニルプロパンユニットを有
している。また、リグノフェノール誘導体は、リグニンの基本ユニットであるフェニルプ
ロパンユニットも保持することもできる。リグノフェノール誘導体における１，１−ジフ
ェニルプロパンユニットは、フェノール化合物が、そのフェノール性水酸基のオルト位あ
るいはパラ位にてリグニン中のフェニルプロパンユニットの前記Ｃ１位の炭素原子に結合
して形成される。図１にこの反応を示す。この反応では、フェノール化合物は、前記Ｃ１
位に対して選択的に導入される。このため、出発原料であるリグニンのフェニルプロパン
ユニットのＣ１位における様々な結合を開放し、リグニンの多様性を低減し、また、低分

10

子量化することができる。さらに、この結果、従来のリグニンにはなかった各種溶媒への
溶解性や熱流動性など各種の特性を発現することが既に知られている。
【００３１】
一般に、分離精製されたリグノフェノール誘導体は、その外観（色）、溶解性等の性状
において従来の工業リグニンとは明らかに相違している。こうした性状における相違は、
フェノール化合物の導入及びその高分子構造に依拠するものと推測される。リグノフェノ
ール誘導体は、通常、リグノセルロース系材料等の天然材料から取得される。このため、
得られるリグノフェノール誘導体における導入フェノール化合物の量やその分子量は、原
料となるリグニン含有材料のリグニン構造および反応条件により変動し、その性状や物性
は必ずしも一定ではない。また、リグニンにおける基本ユニットであるフェニルプロパン
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ユニットは、例えば、図２に例示するように各種の態様があり、これらの基本ユニットは
植物の種類によって相違している。しかしながら、おおよそ一般にリグノフェノール誘導
体は以下のような性状等を有しているといえる。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。
【００３２】
（１）重量平均分子量が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）針葉樹のリグノセルロース由来で約１７０℃、広葉樹のリグノセルロース由来で約
１３０℃に固−液相転移点を有する。
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（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
、ジメチルホルムアミドなどに容易に溶解する。
なお、リグノフェノール誘導体においては、Ｃ１位へのフェノール化合物の導入形態は、
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。また、
リグノフェノール誘導体においては、フェノール化合物がグラフトされていないフェニル
プロパンユニットも有していることが多い。
【００３３】
次に、リグノフェノール誘導体を製造するのに好ましい方法について説明する。リグノ
フェノール誘導体は、リグニン含有材料をフェノール化合物で溶媒和後、酸を添加して反
応させることにより得ることができる。
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【００３４】
（リグニン含有材料）
リグニン含有材料は、天然リグニンを含有するリグノセルロース系材料を含む。リグノ
セルロース系材料は、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
使用することができる。さらに、リグノセルロース系材料としては、各種草本植物、それ
に関連する農産廃棄物や工業廃棄物なども使用できる。また、リグニン含有材料としては
、天然リグニンを含有する材料のみならず、リグノセルロース材料をパルピング処理した
後に得られるいわゆる変性したリグニンを含有する廃液である黒液も利用することができ
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る。
【００３５】
リグニン含有材料又はリグニン含有材料中のリグニンを、予めフェノール化合物により
溶媒和する。リグニン含有材料をフェノール化合物で溶媒和するには、液体のフェノール
化合物をリグニン含有材料に供給してもよいし、液体あるいは固体のフェノール化合物を
適当な溶媒に溶解してリグニン含有材料に供給してもよい。リグニン含有材料中のリグニ
ンとフェノール化合物とが十分に接触して親和できるように到達されればよい。十分にリ
グニンにフェノール化合物が到達した後は、過剰なフェノール化合物を留去してもよい。
また、リグニン含有材料へのフェノール化合物の送達に用いた溶媒を留去することが好ま
しい。フェノール化合物による溶媒和は具体的には、液体のフェノール化合物にリグニン

10

含有材料を浸漬したり、液体あるいは固体のフェノール化合物を当該フェノール化合物が
溶解する溶媒に溶解させたものをリグニン含有材料に含浸させるなどして行うことができ
る。
【００３６】
（フェノール化合物）
フェノール化合物としては、１価のフェノール化合物、２価のフェノール化合物、また
は３価のフェノール化合物などを用いることができる。１価のフェノール化合物の具体例
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価のフェノール化合物の具
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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価のフェノール化合物の具体例としては、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。本発明においては１価のフェノール化合物、２価のフェ
ノール化合物及び３価のフェノール化合物のうち、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。
【００３７】
１価から３価のフェノール化合物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
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含有置換基である。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、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。
【００３８】
これらのフェノール化合物は、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、１，１−ジフェニルプロパンユニットが形成されることになる。したがって、少なく
とも１つの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。図３に示すように、フェノール化合物のフ
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ェノール性水酸基のオルト位炭素原子が前記Ｃ１位に結合して形成されたユニットをオル
ト位結合ユニットといい、フェノール化合物のフェノール性水酸基のパラ位炭素原子が前
記Ｃ１位に結合して形成されたユニットをパラ位結合ユニットという。
【００３９】
以上のことから、本発明では、無置換フェノール化合物の他、少なくとも一つの無置換
の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化合物の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。
【００４０】
オルト位結合ユニットを有するリグノフェノール誘導体を選択的に得るには、少なくと
も一つのオルト位（好ましくは全てのオルト位）に置換基を有していないフェノール化合
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物を用いる。また、少なくとも一つのオルト位（２位あるいは６位）が置換基を有さず、
パラ位（４位）に置換基を有するフェノール化合物（典型的には、２，４位置換１価フェ
ノール誘導体）が好ましい。最も好ましくは、全てのオルト位が置換基を有さず、パラ位
に置換基を有するフェノール化合物（典型的には、４位置換１価フェノール化合物）であ
る。したがって、４位置換フェノール化合物及び２，４位置換フェノール化合物を１種あ
るいは２種以上組み合わせて用いることができる。
【００４１】
パラ位結合ユニットを有するリグノフェノール誘導体を選択的に得るには、パラ位に置
換基を有していないフェノール化合物（典型的には、２位（あるいは６位）置換１価フェ
ノール化合物）が好ましく、より好ましくは、同時に、オルト位（好ましくは、全てのオ
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ルト位）に置換基を有するフェノール化合物（典型的には２，６位置換１価フェノール化
合物）を用いる。すなわち、２位（あるいは６位）置換フェノール化合物及び２、６位置
換フェノールのうち１種あるいは２種以上を組み合わせて用いることが好ましい。
【００４２】
以上のことから、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（Ｇｕ
ａｉａｃｏｌ）、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。ｐ−クレゾールを用
いることにより、高い導入効率を得ることができる。
【００４３】
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（酸）
フェノール化合物で溶媒和したリグニン含有材料と接触させる酸としては、特に限定し
ないで、リグノフェノール誘導体を生成しうる範囲で各種無機酸や有機酸を使用すること
ができる。したがって、硫酸、リン酸、塩酸などの無機酸の他、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、ギ酸などを使用することができる。リグニン含有
材料としてリグノセルロース系材料を使用する場合には、セルロースを膨潤させる作用を
有していることが好ましい。例えば、６５重量％以上の硫酸（好ましくは、７２重量％の
硫酸）、８５重量％以上のリン酸、３８重量％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、ギ酸などを挙げることができる。好ましい酸は、８５
重量％以上（好ましくは９５重量％以上）のリン酸、トリフルオロ酢酸又はギ酸である。
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【００４４】
リグニン含有材料中のリグニンを、リグノフェノール誘導体に変換し、分離する方法と
しては各種方法が採用できる。例えば、リグニン含有材料に、液体状のフェノール誘導体
（上記で説明したもの、例えば、ｐ−クレゾール）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、次に、リグノセルロース系材料に酸（上記で説明したもの、例え
ば、７２％硫酸）を添加し混合して、セルロース成分を溶解する。この方法によると、リ
グニンが低分子化され、同時にその基本構成単位のＣ１位にフェノール化合物が導入され
たリグノフェノール誘導体がフェノール化合物相に生成される。このフェノール化合物相
から、リグノフェノール誘導体が抽出される。リグノフェノール誘導体は、例えば、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
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の集合体として得られる。図４は、フェニ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、本発明におけるリグノフェノール誘導体が得られるこ
とを示している。
【００４５】
フェノール化合物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、フェノール化合物相を、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により除去し、アセト
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を留去し、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、フェノール化合物相やアセトン可溶区分を単に減圧蒸留によ
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り除去することによって得ることができる。
【００４６】
また、リグニン含有材料に、固体状あるいは液体状のフェノール化合物を溶解した溶媒
（例えば、エタノールあるいはアセトン）を浸透させた後、溶媒を留去（フェノール化合
物の収着）した場合も、先の方法と同様、リグノフェノール誘導体が生成される。この方
法においては、生成したリグノフェノール誘導体は、液体フェノール化合物にて抽出分離
することができる。あるいは、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。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ともできる。以上
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、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。
【００４７】
なお、フェノール化合物によるリグニンの溶媒和と濃酸による炭水化物の膨潤に基づく
組織構造の破壊とを組み合わせてリグニンの不活性化を抑制しつつ、リグノセルロース系
材料を炭水化物とリグノフェノール誘導体とに分離する方法は、特開平２−２３３７０１
号に開示されている。この他、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
の製造プロセスについては、国際公開ＷＯ９９／１４２２３号公報、特開平９−２７８９
０４号公報、特開２００１−６４４９４号、特開２００１−２６１８３９号、特開２００
１−１３１２０１号、特開２００１−３４２３３号、特開２００２−１０５２４０号にお
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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）。
【００４８】
（二次誘導体）
また、本発明において用いるリグニン誘導体は、このリグノフェノール誘導体に対してさ
らに化学的な修飾を行って得られる二次誘導体を含んでいる。二次誘導体としては、リグ
ノフェノール誘導体から誘導されるものであれば特に限定されないが、例えば、リグノフ
ェノール誘導体に対して、アシル基、カルボキシル基、アミド基及び架橋性基が導入され
た誘導体が挙げられる。また、リグノフェノール誘導体をアルカリ処理して得られる誘導
体が挙げられる。
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【００４９】
（アシル基導入二次誘導体）
アシル基が導入された二次誘導体は、リグノフェノール誘導体中の１，１−ジフェニル
プロパンユニットやフェニルプロパンユニットなどにあるフェノール性ＯＨ基の水素原子
が−ＣＯＲ基（アシル基）で置換された構造を備えている。アシル基導入二次誘導体は、
無水酢酸などのアシル化剤とリグノフェノール誘導体とを反応させることによって得られ
る。アシル基としては、アセチル基、プロピオニル基、ブチリル基、バレリル基、ベンゾ
イル基及びトルオイル基等が挙げられるが、好ましくはアセチル基である。当該アシル基
導入反応により、水酸基が保護される。このため、水酸基による特性発現が抑制されるこ
とになる。たとえば、水素結合が低減されて、会合性を低下させることができる場合があ
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る。このアシル基導入反応は、一般的なアシル基導入反応条件をリグノフェノール誘導体
に適宜適用して実施することができる。なお、アセチルクロリドなどのカルボン酸モノハ
ライドを用いてもアシル基を導入することができる。
【００５０】
（カルボキシル基導入二次誘導体）
カルボキシル基が導入された二次誘導体は、リグノフェノール誘導体中のフェノール性
水酸基の水素原子が、−ＣＯＲＣＯＯＨ基で置換された構造を有している。こうしたカル
ボキシル基導入二次誘導体は、酸ジクロリドなどの酸ジ（あるいはそれ以上の）ハライド
を用いてリグノフェノール誘導体のフェノール性水酸基をエステル化すると同時にカルボ
キシル基を導入することによって得られる。例えば、酸ハライドとしては、アジピン酸ジ
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クロリドやマレイン酸ジクロリド、テレフタル酸ジクロリドなどを用いることができる。
これらの酸ハロゲン化物を用いたエステル化反応については、当業者において周知であり
、一般的な反応条件をリグノフェノール誘導体についても適宜適用して実施できる。
【００５１】
（アミド基導入二次誘導体）
アミド基が導入された二次誘導体は、リグノフェノール誘導体中の二重結合あるいは前
記カルボキシル基を備える二次誘導体の当該カルボキシル基にアミド基（−ＣＯＮＨＲ）
を備える構造を有している。アミド基のＲとしては、炭素数１〜５程度の低級直鎖若しく
は分岐アルキル基又は炭素数６〜９程度の置換基を有していてもよいシクロアルキル基、
アルキルアリール基、アラルキル基などを挙げることができる。アミド基導入二次誘導体
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は、リグノフェノール誘導体中の二重結合あるいは前記カルボキシル基導入反応後に当該
カルボキシル基に対してアミド基を導入することによって得られる。これらの部分に対す
るアミド基導入反応については、従来公知の各種試薬及び条件を適宜選択して用いること
ができる。
【００５２】
（架橋性基導入二次誘導体）
架橋性が導入された二次誘導体は、リグノフェノール誘導体のフェノール性水酸基のオ
ルト位及び／又はパラ位に架橋性基を備える構造を有している。こうした架橋性基導入二
次誘導体は、リグノフェノール誘導体のフェノール性水酸基を解離しうる状態下において
、リグノフェノール誘導体に架橋性基形成化合物を混合して反応させることによって得ら
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れる。リグノフェノール誘導体のフェノール性水酸基が解離しうる状態は、通常、適当な
アルカリ溶液中において形成される。使用するアルカリの種類、濃度及び溶媒はリグノフ
ェノール誘導体のフェノール性水酸基が解離するものであれば、特に限定されない。例え
ば、０．１Ｎの水酸化ナトリウム水溶液を使用できる。
【００５３】
このような条件下において、架橋性基はフェノール性水酸基のオルト位又はパラ位に導
入されるので、用いたフェノール化合物の種類や組み合わせによって、架橋性基の導入位
置がおおよそ決定される。すなわち、オルト位及びパラ位において２置換されている場合
には、導入フェノール核には架橋性基は導入されず、リグニン母体側のフェノール性芳香
核に導入されることになる。母体側のフェノール性芳香核は、主としてリグノフェノール
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誘導体のポリマー末端に存在するため、主としてポリマー末端に架橋性基が導入されたプ
レポリマーが得られる。また、オルト位及びパラ位において１置換以下の場合には、導入
フェノール核とリグニン母体のフェノール性芳香核に架橋性基が導入されることになる。
したがって、ポリマー鎖の端末の他、その長さにわたって架橋性基が導入され、多官能性
のプレポリマーが得られる。
【００５４】
リグノフェノール誘導体に導入する架橋性基の種類は特に限定されない。リグニン母体
側の芳香核、あるいは、導入フェノール化合物の芳香核に導入可能なものであればよい。
架橋性基としては、ヒドロキシメチル基、ヒドロキシエチル基、ヒドロキシプロピル基、
１−ヒドロキシバレルアルデヒド基等を挙げることができる。架橋性基形成化合物として
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は、求核性化合物であって、結合後に架橋性基を形成するかあるいは保持する化合物であ
る。たとえば、ホルムアルデヒドやアセトアルデヒド、プロピオンアルデヒド、グルタル
アルデヒド類などを挙げることができる。導入効率等を考慮すると、ホルムアルデヒドを
用いることが好ましい。
【００５５】
次に、アルカリ液中にリグノフェノール誘導体と架橋性基形成化合物が存在する状態で
、必要に応じ、この液を加熱することにより、架橋性基がフェノール核に導入される。加
熱条件は、架橋性基が導入される限り、特に限定されないが、４０〜１００℃が好ましい
。４０℃未満では架橋性基形成化合物の反応率が非常に低く好ましくなく、１００℃より
高いと架橋性基形成化合物自身の反応などリグニンへの架橋性基導入以外の副反応が活発
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化するので好ましくない。より好ましくは、５０〜８０℃であり、例えば約６０℃が特に
好ましい。反応は、反応液を冷却等することにより停止し、適当な濃度の塩酸等により酸
性化（ｐＨ２程度）し、洗浄、透析などにより酸、未反応の架橋性基形成化合物を除去す
る。透析後凍結乾燥などにより試料を回収する。必要であれば、五酸化二リン上で減圧乾
燥する。
【００５６】
こうして得られる架橋性の二次誘導体は、リグノフェノール誘導体中のフェノール性水
酸基に対するオルト位および／またはパラ位に架橋性基を有するようになる。本二次誘導
体の重量平均分子量は特に限定されないが、通常は２０００〜２００００、好ましくは２
０００〜１００００程度である。また、架橋性基の導入量は通常、０．０１〜１．５モル
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／Ｃ９単位程度であることが多い。
【００５７】
（アルカリ処理による二次誘導体）
アルカリ処理による二次誘体の一つの態様は、アリールクマランユニットを備えている
。アリールクマランユニットは、図５に示すように、リグニンのフェニルプロパンユニッ
トのＣ１位にそのオルト位で導入されたフェノール化合物が、それが導入されたフェニル
プロパンユニットとクマラン骨格を構成するものである。すなわち、アリールクマランユ
ニットは、リグニン誘導体のオルト位結合ジフェニルプロパンユニットが変換されて形成
されるものである。なお、アルカリ処理による二次誘導体は、アリールクマランユニット
のほか、未変換のオルト位結合ジフェニルプロパンユニット、パラ位結合ジフェニルプロ
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パンユニット及びフェニルプロパンユニットから選択される１種又は２種以上のユニット
を備えることもできる。
【００５８】
オルト位結合ユニット、すなわち、導入したフェノール化合物のフェノール性水酸基の
オルト位がＣ１位に導入されたオルト位結合ユニットを有するリグノフェノール誘導体に
おいては、アルカリ処理により、図４に示すように、導入フェノール化合物のフェノキシ
ドイオンによるＣ２位炭素の攻撃が生じる。一旦この反応が生じれば、Ｃ２位のアリール
エーテル結合が開裂し、例えば、緩和なアルカリ処理では、図４に示すように、リグノフ
ェノール誘導体がオルト位結合ユニットを有する場合、当該導入フェノール誘導体の当該
フェノール性水酸基が開裂し、生じたフェノキシドイオンが、Ｃ２アリールエーテル結合
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を構成するＣ２位を分子内求核反応的にアタックして、当該エーテル結合を開裂させて低
分子化することができる。Ｃ２アリールエーテル結合の開裂により、リグニンの母核にフ
ェノール性水酸基が生成されることになる（図４右側、点線円内参照）。また、当該分子
内求核反応により、導入フェノール核が、それが導入されたフェニルプロパン単位とクマ
ラン骨格を形成した構造（アリールクマランユニット）が発現される。これらの結果、フ
ェノール誘導体側にあったフェノール性水酸基（図４左側、点線円内）が、リグニン母核
側（図３右側、点線円内）に移動されたことになる。このような変化により、この二次誘
導体は、リグノフェノール誘導体とは異なる光吸収特性を備えることができるようになる
。
【００５９】
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アルカリ処理反応は、リグノフェノール誘導体を、アルカリと接触させることにより行
う。好ましくは加熱する。例えば、当該アルカリ処理は、具体的には、リグノフェノール
誘導体をアルカリ溶液に溶解し、一定時間反応させ、必要であれば、加熱することにより
行う。この処理に用いることのできるアルカリ溶液は、リグノフェノール誘導体中の導入
フェノール化合物のフェノール性水酸基を解離させることができるものであればよく、特
に、アルカリの種類及び濃度、溶媒の種類等は限定されない。アルカリ下において前記フ
ェノール性水酸基の解離が生じれば、隣接基関与効果により、クマラン構造が形成される
からである。例えば、ｐ−クレゾールを導入したリグノフェノール誘導体では、水酸化ナ
トリウム溶液を用いることができる。例えば、アルカリ溶液のアルカリ濃度範囲は０．５
〜２Ｎとし、処理時間は１〜５時間程度とすることができる。また、アルカリ溶液中のリ
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グノフェノール誘導体は、加熱されることにより、容易にクマラン構造を発現する。加熱
に際しての、温度、圧力等の条件は、特に限定することなく設定することができる。例え
ば、アルカリ溶液を１００℃以上（例えば、１４０℃程度）に加熱することによりリグノ
フェノール誘導体の低分子化を達成することができる。さらに、アルカリ溶液を加圧下に
おいてその沸点以上に加熱してリグノフェノール誘導体の低分子化を行ってもよい。
【００６０】
なお、同じアルカリ溶液で同濃度においては、加熱温度が１２０℃〜１４０℃の範囲で
は、加熱温度が高い程、Ｃ２−アリールエーテル結合の開裂による低分子化が促進される
ことがわかっている。また、該温度範囲で、加熱温度が高い程、リグニン母体由来の芳香
核由来のフェノール性水酸基が増加し、導入されたフェノール化合物由来のフェノール性
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水酸基が減少することがわかっている。したがって、低分子化の程度及びフェノール性水
酸基部位のＣ１位導入フェノール化合物側からリグニン母体のフェノール核への変換の程
度を、反応温度により調整することができる。すなわち、低分子化が促進され、あるいは
、より多くのフェノール性水酸基部位がＣ１位導入フェノール化合物側からリグニン母体
へ変換されたアリールクマラン体を得るには８０〜１４０℃程度の反応温度が好ましい。
【００６１】
オルト位結合ユニットにおけるＣ１フェノール核の隣接基関与によるＣ２−アリールエ
ーテルの開裂は、上述したようにアリールクマラン構造の形成を伴うが、必ずしもアリー
ルクラマンが効率よく生成する条件下（１４０℃付近）で行う必要はなく、材料によって
、あるいは目的によってより高い温度（例えば１７０℃付近）で行うこともできる。この
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場合、一旦生成したクラマン環は開裂し、導入フェノール化合物側にフェノール性水酸基
が再生される。さらに、アリール基移動に伴う分子形態変動による共役系の新たな発現に
よりリグノフェノール誘導体や前記したアリールクマランユニットを有する二次誘導体と
は異なる光吸収特性を発現させることができる。
【００６２】
以上のことから、アルカリ処理における加熱温度は、特に限定されないが、必要に応じ
て８０℃以上２００℃以下で行うことができる。８０℃を大きく下回ると、反応が十分に
進行せず、２００℃を大きく越えると好ましくない副反応が派生しやすくなるからである
。
【００６３】
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アリールクラマンユニットの形成とそれに伴う低分子化のための処理の好ましい一例と
しては、０．５Ｎの水酸化ナトリウム水溶液をアルカリ溶液として用い、オートクレーブ
内１４０℃で加熱時間６０分という条件を挙げることができる。特に、この処理条件は、
ｐ−クレゾール又は２，４−ジメチルフェノールで誘導体化したリグノフェノール誘導体
に好ましく用いられる。また、新たな共役系の発現を伴うようなアルカリ処理の一例とし
ては、０．５Ｎの水酸化ナトリウム水溶液をアルカリ溶液として用い、オートクレーブ内
１７０℃で加熱時間２０分〜６０分という条件を挙げることができる。
【００６４】
（高次誘導体）
以上説明したように、リグノフェノール誘導体に対して各種の化学修飾を行うことによ

40

り各種の二次誘導体を得ることができるが、これらの二次誘導体に対して、さらなる化学
修飾、例えば、上記したアシル基、カルボキシル基、アミド基及び架橋性基等の導入処理
及びアルカリ処理のいずれかあるいは２種以上を施すことにより、リグノフェノール誘導
体の高次誘導体を得ることができる。この場合、施された処理によって発生した構造的特
徴を組み合わせて保持する高次誘導体を得ることができる。例えば、アルカリ処理と架橋
性基導入反応とによれば、アリールクマランユニットや新たな共役系などの構造と所定部
位に導入された架橋性基とを備えた高次リグニン誘導体を得ることができる。また、アル
カリ処理とアシル基導入反応などの水酸基保護処理とによれば、アリールクマランユニッ
トや新たな共役系などの構造とアシル基などの水酸基保護基を備える高次リグニン誘導体
が得られ、架橋性基導入反応とアシル基導入反応などの水酸基保護処理との組み合わせに
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よれば、組成物Ｈ低部位に導入された架橋性基とアシル基などの水酸基保護基を備える高
次リグニン誘導体が得られる。
【００６５】
なお、以上説明した各種のリグニン誘導体は、加熱、光、放射線照射などの各種のエネ
ルギー照射が施されていてもよい。これらのいずれかのエネルギー照射により、リグニン
誘導体の重合等が促進されたり、新たに形成される共役系により光吸収域や吸収強度を増
大させることができる。エネルギー照射は、特に限定しないで、熱線、各種光線、放射線
、電子線を１種あるいは２種以上を組み合せて用いることができる。これらのエネルギー
照射はリグニン誘導体の分離抽出や循環利用等の過程において施すことができ、特に、共
役系の増加を意図されていなくてもよい。なお、後述するように、リグニン誘導体を保持

10

した金属酸化物に対してこれらのエネルギー照射を施すこともできる。
【００６６】
（金属酸化物）
金属酸化物は、液性媒体中でリグニン誘導体を保持できるものであればよく、特に限定
しないで典型金属及び遷移金属から１種又は２種以上を選択することができる。なお、単
純酸化物のほか複合酸化物であってもよい。特に限定しないが、例えば、金属酸化物半導
体を構成する金属である、チタン、亜鉛、鉄、コバルト、ニッケル、銅、錫、インジウム
、鉛、ニオブ等の酸化物を用いることができる。具体的には、ＴｉＯ２、ＳｎＯ２、Ｆｅ
２Ｏ３、ＺｎＯ、Ｎｂ２Ｏ５、ＰｂＯ、Ｉｎ２Ｏ３、とすることができ、さらに好ましく

は、ＴｉＯ２であり、Ｎｂ２Ｏ５である。最も好ましくは、ＴｉＯ２である。

20

【００６７】
金属酸化物として、例えば、上記したＴｉＯ２などの半導体である金属酸化物を用いる
ことで、太陽電池用の光増感剤として用いることができるリグニン誘導体を保持する半導
体を得ることができる。
【００６８】
金属酸化物の形態は特に限定しないで、粉末（粒子）、粒状、シート状若しくはプレー
ト状、膜状、あるいはこれ以外の三次元形状を有する各種の成形物であってもよい。膜状
として用いる場合には、適当な材料表面に金属酸化物の相を適宜層状等に形成して用いら
れる。金属酸化物相を担持させる材料としては、特に限定しないで他の金属酸化物であっ
てもよいし、プラスチック、金属等であってもよい。また、このような材料の形態は、粒
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状であってもよいし、プレート状等であってもよく、既に説明した各種成形物の形態を採
ることができる。いずれの形態であっても、リグニン誘導体は金属酸化物粒子表面に保持
される。
【００６９】
金属酸化物粒子を用いる場合、粒子径は、特に限定しないで、リグニン誘導体を含む混
合系からリグニン誘導体を保持して固液分離により分離できればよいが、平均粒子径とし
て、５００ｎｍ以下であることが好ましい。５００ｎｍ以下であるとリグニン誘導体を保
持して固液分離可能な状態を形成しやすいからである。より好ましくは３００nm以下であ
り、さらに好ましくは１００nm以下であり、一層好ましくは５０ｎｍ以下である。最も好
ましくは２０ｎｍ以下である。平均粒子径の測定方法は、例えば、ＴＥＭやＳＥＭなどの
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電子顕微鏡を用いた観察による粒子径測定方法（個数基準による）を採用することができ
る。
【００７０】
金属酸化物の形態を成形物として用いるときにおいては、成形物は緻密質であっても多
孔質であってもよいが、好ましくは多孔質である。成形物の形状は、成形物の利用形態に
よって異なる。例えば、成形物が粒状の場合には、そのまま用いることができる他、カラ
ム等に充填することができるし、シート状やプレート状の場合には、フィルターとして用
いることができる。
【００７１】
リグニン誘導体が金属酸化物表面に保持される現象は解明されてはいないが、リグニン
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誘導体と表面近傍の金属等と間の錯体形成又はリグニン誘導体の金属酸化物表面への化学
的相互作用による吸着によると推測される。錯体は、金属酸化物中の金属原子にリグニン
誘導体中の水酸基の酸素原子が配位することによるのではないかと推測される。なお、こ
うした推測及び推論は、本発明を拘束するものでは決してない。
【００７２】
（リグニン誘導体の分離方法）
次に、リグニン誘導体を、金属酸化物を用いて分離する方法について説明する。本発明
の分離方法は、液性媒体中でリグニン誘導体と金属酸化物とを接触させることにより、リ
グニン誘導体を金属酸化物に保持させて液性媒体から分離する分離工程を備えている。以
下、本発明方法における分離工程について説明する。

10

【００７３】
（分離工程）
（液性媒体）
液性媒体の種類は特に問わないで、水性媒体、非水性媒体及びこれらの混液を適宜用い
ることができる。液性媒体の態様は、リグニン誘導体を分離する必要性が生じている混合
系の態様（例えば、リグノフェノール誘導体や二次誘導体や高次誘導体の製造時）やリグ
ニン誘導体の種類やリグニン誘導体の溶解性により様々である。
【００７４】
水性媒体としては、水のほか水に可溶である有機溶媒との混液が挙げられる。こうした
有機溶媒としては、例えば、メタノール、エタノール、ｎ−プロパノール、イソプロパノ
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ール、ｎ−ブタノール、ｓｅｃ−ブタノール、ｔｅｒｔ−ブタノール等炭素数１〜４のア
ルキル基を備える１級アルコール、アセトン、メチルエチルケトン、ジオキサン、ピリジ
ン、テトラヒドロフラン、ジメチルホルムアミド、エチレングリコール、グリセリン、エ
チルセロソルブ、メチルセロソルブ等のセロソルブ類、アセトニトリル等が挙げられる。
水との混液を構成するとき、有機溶媒は１種又は２種以上を組み合わせて用いることがで
きる。
【００７５】
また、非水性媒体としては、通常の有機溶媒を用いることができる。有機溶媒としては
、上記したメタノール、エタノール、ｎ−プロパノール、イソプロパノール、ｎ−ブタノ
ール、ｓｅｃ−ブタノール、ｔｅｒｔ−ブタノール等炭素数１〜４のアルキル基を備える
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１級アルコール、アセトン、メチルエチルケトン、ジオキサン、ピリジン、テトラヒドロ
フラン、ジメチルホルムアミド、エチレングリコール、グリセリン、エチルセロソルブ、
メチルセロソルブ等のセロソルブ類、アセトニトリル、フェノール等の極性溶媒のほか、
ジエチルエーテル、ジイソプロピルエーテル、ｎ−ヘキサン、シクロヘキサン、ベンゼン
、トルエン、キシレン、クロロホルム等の非極性溶媒が挙げられる。こうした有機溶媒は
、１種又は２種以上を組み合わせて用いることができる。
【００７６】
こうした液性媒体の液性は特に限定しないが、酸性及び中性であることが好ましい。金
属酸化物へのリグニン誘導体の保持は、酸性及び中性域で生じる傾向が観察されているか
らである。好ましくは、pHは８以下であり、より好ましくは７以下であり、さらに好まし
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くは５以下である。なお、酸性側のpHの限度は特に限定しないが、酸化チタンへの水素イ
オンの吸着、硫酸を混合系に含む場合に硫酸への酸化チタンの溶解を考慮するとpHは１以
上であることが好ましい。
【００７７】
リグニン誘導体は、金属酸化物と接触される前においては液性媒体に溶解していてもよ
いしコロイド粒子や不溶粒子の状態で存在していてもよい。すなわち、分離工程に供され
るところのリグニン誘導体を含有する液性媒体は、リグニン誘導体溶液のほか、リグニン
誘導体コロイド液、リグニン誘導体懸濁液等（分散液）のいずれの状態であってもよい。
本発明の分離方法によれば、リグニン誘導体の存在状態に関わらず、金属酸化物との接触
により、リグニン誘導体を保持することができる。
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【００７８】
こうした分離工程においては、液性媒体中に、その他の可溶性成分や不溶性成分が含ま
れていても、リグニン誘導体が選択的に金属酸化物に保持される。このため、共存する不
溶粒子や溶解成分があっても、リグニン誘導体を効率的に分離できる。
【００７９】
分離工程は、液性媒体中でリグニン誘導体と金属酸化物とを接触させ、リグニン誘導体
を金属酸化物に保持させることにより実施する。液性媒体中でリグニン誘導体と金属酸化
物とを接触させるための、リグニン誘導体と液性媒体と金属酸化物との混合順序等は特に
限定しないで、リグニン誘導体が金属酸化物に保持される範囲であればよい。好ましくは
、リグニン誘導体を含有する液性媒体を予め調製しておき、当該液性媒体と金属酸化物と

10

を接触させるようにする。こうすることで速やかにリグニン誘導体を金属酸化物に保持さ
せて液相から効率的に分離されるからである。こうした実施態様としては、例えば、（１
）リグニン誘導体溶液又は分散液に金属酸化物粒子を添加する、（２）リグニン誘導体を
含有する溶液又は分散液を、金属酸化物の多孔質膜又は金属酸化物を担持させたフィルタ
ーを通過させる、（３）リグニン誘導体を含有する溶液又は分散液を、金属酸化物粒子又
は金属酸化物相を表面に形成した充填剤を充填したカラムに導入する、等が挙げられる。
【００８０】
分離工程における温度は、特に限定しないで、金属酸化物にリグニン誘導体が保持され
る温度であればよい。リグニン誘導体と金属酸化物との種類や液性媒体の種類等によって
も種々に異なることがあるが、１００℃以下であれば、容易に分離工程を実施できる。操
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作性を考慮すれば６０℃以下であることが好ましく、より好ましくは４０℃以下である。
また、下限は操作性等を考慮すれば０℃以上であることが好ましい。
【００８１】
また、分離工程においてはリグニン誘導体を含有する液性媒体に対して攪拌などの操作
を行うこともできる。金属酸化物との接触確率を高めるのに好ましい場合があるからであ
る。
【００８２】
リグニン誘導体を保持した金属酸化物は、遠心分離、ろ過、自然沈降等の通常の固液分
離方法により回収することができる。リグニン誘導体は金属酸化物に保持されているため
、固液分離を容易に行うことができる。また、有機溶媒を含む液性媒体に溶解したリグニ
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ン誘導体は、従来、溶媒留去してリグニン誘導体を回収していたが、本発明によれば、熱
エネルギーを用いることなく回収が可能となっている。
【００８３】
なお、金属酸化物の粒子等を利用してリグニン誘導体を分離する場合には、上記した遠
心分離等が有効であるが、こうした金属酸化物の回収形態は、金属酸化物の利用形態に依
存する。すなわち、金属酸化物を予め固定化してある場合、例えば、金属酸化物をカラム
充填材料とするリグニン誘導体分離カラムの形態とする場合には、リグニン誘導体は、分
離カラム内の充填材料に保持された状態であるので、特に分離回収する必要はないし、金
属酸化物をフィルター材料とするリグニン誘導体分離フィルターの形態とする場合には、
フィルターを回収することでリグニン誘導体を保持した金属酸化物を回収できる。
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【００８４】
（回収工程）
本発明のリグニン誘導体の分離方法は、さらに、リグニン誘導体の回収工程を備えるこ
とができる。回収工程は、リグニン誘導体を保持した金属酸化物をアルカリ条件下におく
ことにより、金属酸化物からリグニン誘導体を回収する工程である。回収工程におけるア
ルカリ条件は、特に限定しないで、リグニン誘導体を保持した金属酸化物をリグニン誘導
体が金属酸化物から分離できる程度とすればよい。リグニン誘導体が金属酸化物から分離
したかどうかは、アルカリ性液性媒体梅雨のリグニン誘導体の量やアルカリ性液性媒体中
のリグニン誘導体の量やアルカリ性液性媒体の色の変化及び／又は金属酸化物の脱色など
に基づいて判断することができる。金属酸化物から分離したリグニン誘導体は、アルカリ
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性液性媒体中に溶解又は分散した状態で回収されることになる。
【００８５】
なお、金属酸化物を固定化して用いた場合、例えば、リグニン誘導体分離カラムを用い
た場合には、必要に応じ、適宜分離カラムを洗浄した後、分離カラムにリグニン誘導体を
分離可能な程度のアルカリ性の移動相を供給してリグニン誘導体を回収することができる
。また、リグニン誘導体分離フィルターを用いた場合には、フィルター材料を必要に応じ
て洗浄し、フィルター材料をアルカリ性液性媒体に浸漬等することで、リグニン誘導体を
回収できる。
【００８６】
回収用液性媒体としては、無機又は有機アルカリを含むアルカリ性溶媒を用いることが
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できる。無機アルカリとしては、ＮａＯＨ、KＯＨ、ＮＨ４ＯＨ等が挙げられる。有機ア
ルカリとしては、トリエチルアミンなどの有機アミン類等が挙げられる。好ましくは、Ｎ
ａＯＨなどの無機アルカリである。アルカリの強度は、リグニン誘導体を金属酸化物から
開放できる程度であればよく、既に記載したように、リグニン誘導体が金属酸化物に保持
されやすい中性〜酸性域pH（pH８以下）よりもアルカリ性であればよい。溶媒は、水、水
と有機溶媒との混液及び有機溶媒から適宜選択して用いることができる。有機溶媒として
は、メタノール、エタノール、ｎ−プロパノール、イソプロパノール、ｎ−ブタノール、
ｓｅｃ−ブタノール、ｔｅｒｔ−ブタノール等炭素数１〜４のアルキル基を備える１級ア
ルコール、アセトン、メチルエチルケトン、ジオキサン、ピリジン、テトラヒドロフラン
、ジメチルホルムアミド、エチレングリコール、グリセリン、エチルセロソルブ、メチル
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セロソルブ等のセロソルブ類、アセトニトリル等の１種又は２種以上を用いることができ
る。
【００８７】
回収工程においては、特に加熱する必要はなく、加熱しなくてもリグニン誘導体を金属
酸化物から開放できる。上記したように、アルカリ条件下では加熱によりアルカリ分解反
応が生じる可能性があるため、特にアルカリ分解反応を意図しない場合には、１００℃以
下であることが好ましい。１００℃以下であれば、リグニン誘導体のアルカリ分解反応を
効果的に回避してリグニン誘導体を回収できる。より好ましくは８０℃以下程度であり、
さらに好ましくは、６０℃以下、さらに好ましくは４０℃以下とする。
【００８８】
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リグニン誘導体を保持しその後分離した金属酸化物は再利用が可能である。残留する表
面吸着物を除去する洗浄操作及び／又は焼成操作が有効である。無機化合物等は水や酸又
はアルカリにより洗浄することにより容易に除去することができ、有機化合物は、必要な
温度、例えば、２００℃程度あるいはそれ以上の焼成によって容易に除去できる。金属酸
化物が光触媒作用を有する場合には、光触媒作用により表面有機化合物を分解除去するこ
とも可能である。
【００８９】
（リグニン誘導体の製造方法）
本発明によれば、少なくとも上記分離工程を備えるリグニン誘導体の製造方法も提供さ
れる。この製造方法によれば、リグニン誘導体を生成させた反応系から容易にリグニン誘
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導体を分離することができる。リグニン誘導体の製造方法において上記分離工程を実施す
る場合とは、リグニン誘導体を含む液性媒体として、リグニン誘導体の合成反応液である
場合が該当する。
【００９０】
例えば、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合成した後の酸性水性
反応液（セルロースを含む）に対しても実施することができる。こうした酸性反応液（懸
濁状態）（pHは１〜４程度）では、リグノフェノール誘導体は一部水に溶解し大部分が不
溶性の状態で存在し、糖分の多くが水に溶解した状態で存在する。このため、一旦不溶画
分を回収したあと、有機溶媒でリグノフェノール誘導体を抽出する必要がある。しかしな
がら、この酸性反応液に金属酸化物粒子を添加するなどして、酸性反応液と金属酸化物と
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を接触させることにより、酸性反応液中のリグノフェノール誘導体は金属酸化物に速やか
に保持されて黄色の沈殿を生成し、上澄みは透明になる。このことは、この酸性反応液に
おいて不溶性であったリグノフェノール誘導体が金属酸化物と接触して保持されて沈殿し
たことを意味している。なお、リグノセルロース系材料からのリグニンのリグノフェノー
ル誘導体としての分離を妨げない範囲で、リグノフェノール誘導体の合成中の酸性反応液
に金属酸化物を添加することもできる。こうすることで、合成されるリグノフェノール誘
導体は、液性媒体中で合成されると速やかに金属酸化物と接触して液相から固相側に分離
されることになる。
【００９１】
リグニン誘導体としては、リグノフェノール誘導体のみならず、各種の二次誘導体や高

10

次誘導体にも適用できる。例えば、アルカリ処理二次誘導体の製造にあたっては、リグノ
フェノール誘導体をアルカリ下で加熱し、反応を停止させるために中和を行うが、この中
和するとき又は中和後に、反応液と金属酸化物とを接触させることにより、アルカリ二次
誘導体を金属酸化物に保持させて分離することができる。
【００９２】
また、アシル基などのフェノール性水酸基の保護基を導入した二次誘導体の合成時にも
、二次誘導体が合成された反応液と金属酸化物とを接触させることにより、こうした二次
誘導体を金属酸化物に保持させて分離することができる。
【００９３】
分離工程を実施するにあたっては、反応液のｐＨ等の液性を、分離工程に用いる液性媒
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体に好ましいｐＨ等に適宜調整することができる。また、必要に応じて、こうした分離工
程後に、リグニン誘導体の回収工程を実施することができる。回収工程を実施することで
、リグニン誘導体はアルカリ性媒体に溶解又は分散した状態で回収される。
【００９４】
また、金属酸化物は、リグニン誘導体の製造時においてリグニン誘導体を含む混合系か
らリグニン誘導体を分離するだけでなく、リグニン誘導体の合成時の担体として用いるこ
ともできる。すなわち、金属酸化物に保持させた前記リグニン誘導体に対して、アシル基
、カルボキシル基、アミド基及び架橋性基の各官能基の導入反応並びにアルカリ処理反応
から選択される１種又は２種以上の修飾を行う修飾反応工程を実施することが可能である
。金属酸化物に保持された状態であっても、二次誘導体化のための所定の条件下に曝され
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ることにより、リグニン誘導体に所定の修飾が施されることになる。こうすることにより
、リグニン誘導体を金属酸化物上で逐次修飾できることになり、分離等の操作を省略又は
容易化することができる。
【００９５】
この修飾反応工程は、金属酸化物上に保持された状態の前記リグニン誘導体を修飾する
工程とすることができる。例えば、アシル化、アミド化、カルボキシル化などの修飾にあ
たっては、金属酸化物に保持された状態のリグニン誘導体をその保持状態が維持させたま
ま修飾することができる。そして、修飾後のリグニン誘導体もそのまま容易に金属酸化物
に保持させることができる。一方、例えば、アルカリ処理に関しては、リグニン誘導体が
金属酸化物から分離しやすい条件であるので、修飾反応工程を実施することでリグニン誘
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導体は金属酸化物から分離されることになる。すなわち、修飾されたリグニン誘導体は、
金属酸化物から分離してアルカリ処理液側に回収することができる。なお、こうしたアル
カリ処理液の液性を中性〜酸性域に中和することで、アルカリ処理反応を停止させること
ができるとともに、アルカリ処理誘導体を金属酸化物に再び保持させることもできる。
【００９６】
このように、金属酸化物に保持させたリグニン誘導体に対して種々の二次誘導体化など
の修飾工程を実施できることで、リグノセルロース系材料から金属酸化物上に保持して分
離したリグノフェノール誘導体に対して、そのまま二次誘導体化処理を実行することがで
きるようになる。また、リグニン誘導体の分離や精製に用いられてリグニン誘導体を保持
したままの金属酸化物に修飾反応工程を実施することで、リグニン誘導体の分離や精製工
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程を簡略化して容易に修飾ができるようになる。さらに、使用済み製品から金属酸化物を
利用してリグニン誘導体を回収する際、金属酸化物に保持されたままのリグニン誘導体に
修飾反応工程を実施することで、リグニン誘導体の再利用を容易化することができる。し
たがって、金属酸化物を分離用担体として用いることで、リグニン誘導体の逐次的利用が
一層容易に実施することができる。
【００９７】
（リグニン誘導体の精製方法）
また、本発明によれば、少なくとも上記分離工程を備えるリグニン誘導体の精製方法も
提供される。この精製方法によれば、リグニン誘導体を析出させた後の精製溶媒に依然と
して溶解しているリグニン誘導体を容易に回収することができる。

10

【００９８】
リグノフェノール誘導体などのリグニン誘導体は、分子量やフェノール化合物の導入量
等により溶媒に対する溶解性が異なっているため、精製工程においてリグノフェノール誘
導体の全画分を分離回収するのは困難であった。特に、低沸点の非極性溶媒に溶解するリ
グノフェノール誘導体の画分は、溶媒の沸点の低さ、取り扱いや安全性の点から、完全に
回収することは困難であった。すなわち、リグニン誘導体を精製する場合、通常、リグニ
ン誘導体を溶解する溶媒に溶解させた後、リグニン誘導体を析出させるような溶媒条件と
してリグニン誘導体を析出させる。こうした場合、リグニン誘導体は必ずしも全てが析出
されるわけではなく、溶解している全リグニン誘導体のうち一部の画分は精製溶媒に依然
として溶解した状態で存在することがあることがわかっている。こうした場合であっても
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、リグニン誘導体を溶解している精製溶媒と金属酸化物とを接触させることで、こうした
溶媒からもリグニン誘導体を分離回収できる。すなわち、本精製方法によれば、従来回収
困難であったリグニン誘導体の画分も回収することができ、リグニン誘導体を高い収率で
回収できることになる。
【００９９】
例えば、粗リグノフェノール誘導体のアセトン溶液に対して金属酸化物を添加するなど
して、該アセトン溶液と金属酸化物とを接触させることで金属酸化物にリグノフェノール
誘導体を保持させてリグノフェノール誘導体を固相側に分離させることができる。また、
この粗リグノフェノール誘導体アセトン溶液を、ジエチルエーテルに滴下して、リグノフ
ェノール誘導体を不溶画分として析出させる際、一部のリグノフェノール誘導体はこの場

30

合の液性媒体であるアセトン・ジエチルエーテル混液に溶解したままになっている。こう
したとき、アセトン・ジエチルエーテル混液に金属酸化物を添加すると、速やかに、溶解
していたリグノフェノール誘導体が金属酸化物に保持されて沈殿が生じる。このように、
従来、回収困難であった精製溶媒への溶解画分も容易に回収できる。
【０１００】
リグニン誘導体の精製方法において、リグニン誘導体を溶解する溶媒としては、例えば
、メタノール、エタノール、ｎ−プロパノール、イソプロパノール、ｎ−ブタノール、ｓ
ｅｃ−ブタノール、ｔｅｒｔ−ブタノール等炭素数１〜４のアルキル基を備える１級アル
コール、アセトン、メチルエチルケトン、ジオキサン、ピリジン、テトラヒドロフラン若
しくはジメチルホルムアミド、エチレングリコール、グリセリン、エチルセロソルブ、メ
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チルセロソルブ等のセロソルブ類、アセトニトリル、フェノール又はこれらの２種以上の
混液、あるいはこれらの１種あるいは２種以上と水との混液とを採用することができる。
好ましくは、アセトン等の有機溶媒である。また、リグニン誘導体を精製させる溶媒とし
ては、ジエチルエーテル、ジイソプロピルエーテル、ｎ−ヘキサン、シクロヘキサン、ベ
ンゼン、トルエン、キシレン、クロロホルム等が用いられる。
【０１０１】
なお、本発明のリグニン誘導体の精製方法においても、分離工程後、回収工程を実施す
ることができる。回収工程を実施することで、リグニン誘導体はアルカリ性媒体に溶解又
は分散した状態で回収される。
【０１０２】
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（使用済みリグニン誘導体の回収方法）
本発明によれば、リグニン誘導体を含有する材料、製品又は使用済み製品などの各種の
複合体からリグニン誘導体を回収する方法も提供される。すなわち、上記した分離工程や
回収工程は、リグニン誘導体を含有する材料、製品、使用済み製品からリグニン誘導体を
回収方法の一部として実施することもできる。リグニン誘導体は、軟化、溶融又は溶液か
ら析出するとき等において粘結性を発揮するため、接着性樹脂として機能する。このため
、こうしたリグニン誘導体の性質を利用して各種の成形材料を成形した成形体などの複合
体を構築することができる。なお、こうした複合体及びその製造方法については、特開平
９−２７８９０４号公報、再表９９／０１４２２３号公報等に記載されている。一方、リ
グニン誘導体は、従来のフェノール系樹脂とは異なり、有機溶媒やアルカリ水溶液への溶
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解性、リグニン誘導体のアルカリ処理（アリールクマランユニットの発現など）による低
分子化を用いて、こうした複合体からリグニン誘導体を回収することができる。
【０１０３】
こうした回収方法は、リグニン誘導体を含む複合体にリグニン誘導体を溶解する溶媒を
供給して、リグニン誘導体を溶解溶媒に溶出させる溶出工程を含んでいる。溶出工程は、
また、複合体に対して既に説明したアルカリ処理を実行して、複合体中のリグニン誘導体
をアルカリ処理誘導体化（低分子化）すると同時に溶媒に溶出させることによっても行う
ことができる。なお、こうした溶出工程においてリグニン誘導体を含有する複合体を崩壊
させつつ又はこうした溶出工程に先立ってリグニン誘導体を含有する複合体を細断等して
前記溶解溶媒やアルカリ処理に用いるアルカリ液とリグニンとを接触しやすいようにする
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こともできる。リグニン誘導体の溶解溶媒としては、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、ジメチルホルムアミド、アルカリ水溶液
、あるいはこれらの１種あるいは２種以上の混液、あるいはこれらの１種あるいは２種以
上と水との混液とを採用することができる。
【０１０４】
本発明の回収方法は、溶出工程を実施して得られるリグニン誘導体を含有する溶出液と
金属酸化物とを接触させて前記金属酸化物にリグニン誘導体を保持させる分離工程を備え
ることができる。こうすることで、リグニン誘導体を溶出させる溶媒には、通常夾雑物が
混在し又は溶解しているが、金属酸化物にリグニン誘導体が選択的に保持されるため、金
属酸化物を溶出液から分離することで容易にこうした混合系からリグニン誘導体を分離で
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きる。
【０１０５】
また、本発明の回収方法における分離工程は、溶出工程中のリグニン誘導体を含有する
溶出液と金属酸化物とを接触させることにより金属酸化物にリグニン誘導体を保持させて
もよい。すなわち、溶出工程中において分離工程を実施してもよい。分離工程を実施する
にあたっては、溶出液のｐＨ等の液性を、分離工程に用いる液性媒体にとって好ましいｐ
Ｈ等に適宜調整することができる。
【０１０６】
こうした本発明のリグニン誘導体の回収方法によれば、容易にリグニン誘導体が複合体
から回収できるため、リグニンの循環利用を効率よく行うことができる。
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【０１０７】
（金属酸化物を備えるリグニン誘導体の分離用担体）
本発明によれば、金属酸化物を備えるリグニン誘導体の分離用担体も提供される。金属
酸化物は、リグニンのリグニン誘導体としての利用サイクルにおける種々の工程において
、リグニン誘導体を保持して、混合系からリグニン誘導体を分離し回収する材料として機
能する。こうした分離用材においては、金属酸化物は、粉末自体であってもよいし、例え
ば、粒子状、ファイバー状、シート状等の担体に各種の形態（粒子状、膜状等）で担持さ
れていてもよい。
【０１０８】
金属酸化物はそれ自体、リグニンに誘導体の分離用担体として用いることができる。し
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たがって、適度な形態（形状や粒径）とすることでそのままリグニン誘導体を含む混合系
に投入して利用できる。また、金属酸化物をなんらかの担体に固定化して担持させた分離
用担体は、リグニン誘導体との接触面積を容易に確保できるため、効率的なリグニン誘導
体の分離が可能となる。また、固液分離も容易化される。さらに、このような分離用担体
は、適当なカラムに充填するカラム充填材料として利用でき、その結果、リグニン誘導体
分離カラムとして用いることができる。金属酸化物をカラムに固定化することで、リグニ
ン誘導体の効率的な分離が可能となる。こうした担体としては、例えば、セラミックス、
ガラス、プラスチック等の各種の粒子を用いることができる。こうした粒子に金属酸化物
を担持させるには、各種の複合化手法を用いることができる。セラミックスやガラスに対
しては、焼成を伴う膜形成処理や析出処理のほか、各種の物理化学的な手法を用いること
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ができる。粒子形態は、球状、針状、不定形状等、特に限定しないで用いることができる
また、担体としては、管状体を用いることができる。こうした管状体の内壁に対して金属
酸化物を固定化することで、この管状体をそのまま分離用担体として用いることができる
。こうした管状体としては、例えば、プラスチックやシリカなどのセラミックスやガラス
製の管状体（キャピラリー）が挙げられる。
【０１０９】
分離用担体としては、金属酸化物をフィルターに担持させた形態が挙げられる。金属酸
化物は、フィルターの表面に担持されていてもよいし、フィルター材料であるフィラメン
ト等に担持（練り込み、コーティングなど）されていてもよい。これらのいずれの形態に
おいてもフィルター表面の金属酸化物によりリグニン誘導体を保持できるため、リグニン
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誘導体を含有する液性媒体をろ過することにより、容易にリグニン誘導体を分離し回収で
きる。こうしたフィルターは、単体として利用できるほか、適当なケーシングに充填して
フィルター装置としても用いることができる。
【０１１０】
（金属酸化物を備えるリグニン誘導体の合成用担体）
上記した各種形態の分離用担体は、そのままリグニン誘導体の合成用担体として用いる
ことができる。リグニン誘導体を保持させた金属酸化物に対して各種の修飾反応工程を実
施することができるからである。
【０１１１】
以上説明したように、本発明の各種形態によれば、リグニン誘導体を従来分離回収困難
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であった混合系からも容易に分離することができる。したがって、リグノセルロース系材
料に含まれるリグニン由来資源を効率的に利用できるとともに、セルロース（ヘミセルロ
ースを含む）由来資源の効率的利用も可能となる。また、溶媒の使用、熱エネルギーの使
用、有機溶媒の拡散等を抑制して、リグニン由来資源を利用及び循環利用できる。
【実施例】
【０１１２】
以下、本発明を具体例を挙げて説明するが、この具体例は本発明を具体的に説明するも
のであって、本発明を拘束するものではない。
（実施例１：リグノフェノール誘導体のアセトン溶液からの分離）
アセトンで脱脂した乾燥ベイツガ木粉をリグノセルロース系材料として用い、このリグ
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ノセルロース系材料中のリグニンに対して、フェノール化合物としてｐ−クレゾールを導
入したベイツガ−リグノ−ｐ−クレゾールのアセトン溶液（２．５ｇ／Ｌ））５０ｍｌに
酸化チタン粒子（石原産業株式会社製ST‑01（平均粒子径７ｎｍ（エックス線による測定
））０．２ｇを常温で磁気攪拌下で加えた。酸化チタン粒子の添加直後に、黄色の沈殿が
生成し、上澄みは無色透明になった。この液を５℃下、３０００ｒｐｍで遠心分離して沈
殿と上澄みとに分離した。上澄みを紫外・可視分光分析により定量したところ、残留して
いるリグノ−ｐ−クレゾールの量は初期濃度である２．５ｇ／Ｌの１％以下（０．０２５
ｇ／Ｌ以下）であった。すなわち、リグノフェノール誘導体のアセトン溶液中のリグノフ
ェノール誘導体の９９％以上を酸化チタン粒子とともに分離回収することができた。
【０１１３】
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（実施例２：リグノフェノール誘導体の酸性の水性媒体からの分離）
アセトンで脱脂した乾燥ベイツガ木粉であるリグノセルロース系材料１０００ｇに、ｐ
−クレゾール５００ｇを含有するアセトン溶液５０００ｍｌを加えて攪拌し、密閉して１
夜放置した。放置後、ガラス棒で攪拌しながら、アセトンを留去し、ｐ−クレゾールを収
着させた木粉を得た。この収着木粉の全量に対して７２％硫酸２Ｌを加えて素早く攪拌し
、粘度が低下した後、空気中室温にて１時間磁気攪拌を行った。次いで、２０Ｌのイオン
交換水に攪拌しながら投入してベイツガ−リグノ−ｐ−クレゾール粒子が分散した薄いベ
ージュがかったｐＨの異なる２種類の酸性反応液（イオン交換水２０Ｌによる洗浄工程に
おける異なる段階の反応液を採取したものである。）を得た。この酸性反応液各２００ｍ
ｌに実施例１で用いたのと同じ酸化チタン粒子５ｇを室温で添加した。酸化チタン粒子の
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添加直後に、それぞれの反応液において黄色の沈殿が生成し、上澄みは透明になった。得
られた各沈殿を５℃下、３５００ｒｐｍで遠心分離することにより回収した。回収した各
沈殿に１Ｎ水酸化ナトリウム水溶液１００ｍｌを加えて攪拌すると、いずれの場合におい
ても溶液が褐色に着色し、沈殿の着色が消失した。着色が沈殿（酸化チタン粒子）から溶
液へと移行したことは、リグノフェノール誘導体が酸化チタン粒子から開放されて１Ｎ水
酸化ナトリウム水溶液へ開放されたことを意味していた。
【０１１４】
さらに、酸化チタン粒子を含むこの２種類の１Ｎ水酸化ナトリウム水溶液を遠心分離し
て、それぞれ酸化チタン粒子と褐色の上澄みとに分離した。それぞれの褐色の上澄みに２
Ｎ塩酸５０ｍｌを加えて中和して得られたベージュの沈殿を水洗して乾燥させることによ

20

り、ベイツガ−リグノ−ｐ−クレゾールを得た。一方、１Ｎ水酸化ナトリウム水溶液から
ペレットとして回収した酸化チタン粒子の２種類の白色沈殿をそれぞれ常温で乾燥させた
後、再びベイツガ−リグノ−ｐ−クレゾールのアセトン溶液（２．５ｇ／Ｌ）に加えたと
ころ、鮮やかな黄色の沈殿を生成した。この沈殿は、ベイツガ−リグノ−ｐ−クレゾール
を保持した酸化チタン粒子であった。以上のことから、ベイツガ−リグノ−ｐ−クレゾー
ルを１Ｎ水酸化ナトリウム溶液に回収した上、当該溶液を中和することでベイツガ−リグ
ノ−ｐ−クレゾールを得られることがわかった。また、一旦、リグニン誘導体を保持した
酸化チタン粒子は、リグニン誘導体を開放後は、再利用できることがわかった。
【０１１５】
（実施例３：リグノフェノール誘導体の精製溶媒からの分離）
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アセトンで脱脂した乾燥ヒノキ木粉及び乾燥ブナ木粉に由来するヒノキ／ブナ−リグノ
−ｐ−クレゾール１ｇをアセトン４０ｍｌに溶解させ、２００ｍｌのジエチルエーテルに
磁気攪拌下滴下した。得られたベージュの沈殿を除去した黄色の上澄み（アセトン／ジエ
チルエーテル混液）に実施例１で用いたのと同様の酸化チタン粒子５ｇを室温で添加した
。添加直後に黄色の沈殿が生じ、上澄みは透明になった。得られた沈殿は、５℃下、３５
００ｒｐｍで遠心分離して回収した。この沈殿に１Ｎ水酸化ナトリウム水溶液１００ｍｌ
を加えて攪拌すると、速やかに褐色の溶液が生成し、沈殿の着色が消失した。このことか
ら、ヒノキ／ブナ−リグノ−ｐ−クレゾールのアセトン・ジエチルエーテル可溶区分が酸
化チタン粒子に保持されて分離され、水酸化ナトリウム水溶液として回収されたことがわ
かった。

40

【０１１６】
（実施例４：リグノフェノール誘導体のアセトン溶液からの分離）
アセトンで脱脂した乾燥ブナ木粉をリグノセルロース系材料として用い、このリグノセ
ルロース系材料中のリグニンに対して、フェノール化合物としてｐ−クレゾールを導入し
たブナ−リグノ−ｐ−クレゾールのアセトン溶液（５．０ｇ／Ｌ））５０ｍｌに実施例１
と同様の酸化チタン粒子１ｇを常温で磁気攪拌下加えた。酸化チタン粒子の添加直後に、
黄色の沈殿が生成し、上澄みは淡い褐色となった。この液を５℃下、４０００ｒｐｍで遠
心分離して沈殿と上澄みとに分離した。上澄みを紫外・可視分光分析により定量したとこ
ろ、残留しているリグノ−ｐ−クレゾールの量は１．５ｇ／Ｌであった。得られた沈殿は
、５℃下、３５００ｒｐｍで遠心分離して回収した（回収率約７０％）。さらに、この沈
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殿に、１Ｎ水酸化ナトリウム水溶液１００ｍｌを加えて攪拌すると、速やかに褐色の溶液
が生成し、沈殿の着色が消失した。以上のことから、ブナ−リグノ−ｐ−クレゾールは、
水酸化ナトリウム水溶液として回収されたことがわかった。
【０１１７】
（実施例５：アルカリ処理二次誘導体のアセトン溶液からの分離）
アセトンで脱脂した乾燥ヒノキ木粉をリグノセルロース系材料として用い、このリグノ
セルロース系材料中のリグニンに対して、フェノール化合物としてｐ−クレゾールを導入
したヒノキ−リグノ−ｐ−クレゾールを、１ＮＮａＯＨ中、１４０℃で1時間アルカリ処
理してヒノキ−リグノ−ｐ−クレゾールアルカリ処理二次誘導体を得た。この二次誘導体
のアセトン溶液（２．５ｇ／Ｌ））１００ｍｌに、ＨＰＡ−１５Ｒ／ポリエチレングリコ
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ール（分子量約２００００）／酸化チタン粒子（日本アエロジル株式会社P25、平均粒子
径２５ｎｍ（TEM観察下での粒子径測定(個数基準)による））の混合ペースト（１００：
１０：４）を、４５０℃で焼成させて得られた酸化チタン電極（１平方センチメートルの
導電性ガラス上に０．２５平方センチメートルの面積で作製）２０枚を浸した。この結果
、各電極表面が黄色に変化した。電極浸漬処理終了後のアセトン溶液における二次誘導体
の濃度を紫外・可視分光分析で評価したところ、２０枚の異なる電極の浸漬によりアセト
ン溶液中に含まれていたアルカリ処理誘導体の約１０％が減少していた。すなわち、電極
１平方センチメートルあたり約２％のヒノキ−ｐ−クレゾールが保持されて、アセトン溶
液から分離された。
【０１１８】
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（実施例６：アセチル基導入二次誘導体のアセトン溶液からの分離）
アセトンで脱脂した乾燥ブナ木粉をリグノセルロース系材料として用い、このリグノセ
ルロース系材料中のリグニンに対して、フェノール化合物としてｐ−クレゾールを導入し
たブナ−リグノ−ｐ−クレゾールをアセチル基導入二次誘導体を以下のとおり調製した。
すなわち、１．０ｍｌのピリジンにブナ−リグノ−ｐ−クレゾールを溶解させ、そこに室
温で１．０ｍｌの無水酢酸を加えて攪拌後、４８時間静置し、４０ｍｌの冷水に攪拌下滴
下して得られた沈殿を乾燥してアセチル化二次誘導体とした。
【０１１９】
この二次誘導体のアセトン溶液（４．０ｇ／Ｌ）５．０ｍｌに実施例１で用いたのと同
様の酸化チタン粒子１００．０ｍｇを添加した。この結果、溶液の着色が減少し、黄白色
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の沈殿が生じた。このことから、アセトン溶液から二次誘導体のアセトン溶液（５．０ｇ
／Ｌ））５０ｍｌに実施例１と同様の酸化チタン粒子１ｇを常温で磁気攪拌下加えた。酸
化チタン粒子の添加直後に、黄色の沈殿が生成し、上澄みは淡い褐色となった。この液を
５℃下、４０００ｒｐｍで遠心分離して沈殿と上澄みとに分離した。上澄みを紫外・可視
分光分析により定量したところ、残留しているリグノ−ｐ−クレゾールの量は１．５ｇ／
Ｌであった。得られた沈殿は、５℃下、３５００ｒｐｍで遠心分離して回収した（回収率
約７０％）。さらに、この沈殿に、１Ｎ水酸化ナトリウム水溶液１００ｍｌを加えて攪拌
すると、速やかに褐色の溶液が生成し、沈殿の着色が消失した。以上のことから、ブナ−
リグノ−ｐ−クレゾールは、水酸化ナトリウム水溶液として回収されたことがわかった。
【０１２０】
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（実施例７：金属酸化物上での二次誘導体化）
実施例１で得られた沈殿物０．１ｇを、１．０ｍｌのピリジン中に分散させて攪拌し、
そこに室温で１．０ｍｌの無水酢酸を加えて４８時間静置し、その後４０ｍｌの冷水に攪
拌下滴下して得られた沈殿を乾燥させた。得られた０．５５ｇの固体の赤外分光分析の結
果、１７４０ｃｍ−１に吸収が観察されるとともに、３３００ｃｍ−１〜３４００ｃｍ−
１

に水素結合の吸収が観察された。すなわち、リグノフェノールが酸化チタンに保持され

ながら（水素結合を推測される）、リグノフェノールへのアセチル基の導入反応が進行し
たことが確認できた。なお、アセチル化反応中におけるリグノフェノールのピリジンへの
溶出は認められなかった。また、得られた固体をアセトンへ溶解して攪拌してもアセトン
へのアセチル化誘導体の溶出も認められなかった。
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【図面の簡単な説明】
【０１２１】
【図１】フェニルプロパンユニットを有する天然リグニンを含むリグノセルロース系材料
に対してフェノール化合物を用いる相分離処理による構造変換例である。なお、本図に示
されるのは、フェノール化合物としてｐ−クレゾールを用いた構造変換例である。
【図２】天然リグニンにおけるフェニルプロパンユニットの各種態様を示す図である。
【図３】リグノフェノール誘導体中に形成されうる、オルト位結合ユニットとパラ位結合
ユニットとをそれぞれ示す図である。
【図４】フェニルプロパンユニットを有する天然リグニンを含むリグノセルロース系材料
に対してフェノール化合物を用いる相分離処理により構造変換してリグノフェノール誘導
体が得られることを示す図である。
【図５】オルト位結合ユニットを有するリグノフェノール誘導体をアルカリ処理した場合
の構造変換例を示す図である。なお、本図に示されるのは、フェノール化合物としてｐ−
クレゾールを用いた構造変換例である。

【図１】

【図２】

【図３】
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