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(57)【要約】
【課題】リグノフェノール系吸着媒体及びそれを用いた
有機物の処理方法を提供する。
【解決手段】リグノフェノール系吸着媒体は、リグノフ
ェノール２又はその誘導体を主成分とし、有機物を吸着
する。リグノフェノールのアセチル化、アシル化、ハイ
ドロキシメチル化、トロメチルシリル化、エポキシ化、
メチルカルボキシル化、カーボネート化、の何れかの処
理を行った化学修飾物や、二次や高次のフェノール導入
体を吸着媒体としてもよい。吸着媒体は、リグノフェノ
ール又はその誘導体と高分子とで構成された複合体でも
よい。さらには、リグノフェノール又はその誘導体と金
属化合物とで構成された錯体様複合体であってもよい。
【選択図】 図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
リグノフェノールを主成分とし、有機物に対する吸着能を有することを特徴とする、リ
グノフェノール系吸着媒体。
【請求項２】
前記リグノフェノールは、リグノセルロースとフェノール類とのフェノール置換体を、
濃酸との界面反応で得たものであることを特徴とする、請求項１に記載のリグノフェノー
ル系吸着媒体。
【請求項３】
前記フェノール類は、フェノール、ｐ（パラ）−クレゾール、ｍ（メタ）−クレゾール
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、o（オルト）−クレゾール、アニソール、２，４−ジメトキシフェノール、２，６−ジ
メトキシフェノール、２，４−ジメチルフェノール、２，６−ジメチルフェノール、プロ
ピルフェノール、i−プロピルフェノール、tert−ブチルフェノール、カテコール、レゾ
ルシノール、ピロガロール、フロログルシノール、ビスフェノール、バニリン、シリンゴ
ール、グアイアゴール、フェルラ酸、クマル酸の何れか、又は、これらの組み合わせでな
ることを特徴とする、請求項２に記載のリグノフェノール系吸着媒体。
【請求項４】
アセチル化、アシル化、ハイドロキシメチル化、シリル化、エポキシ化、アルキルカル
ボキシル化、カーボネート化の何れかにより化学修飾されたリグノフェノール化学修飾物
、又は、ハイドロキシメチル化を介して合成されたリグノフェノールの高次フェノール導
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入体からなり、有機物に対する吸着能を有することを特徴とする、リグノフェノール系吸
着媒体。
【請求項５】
水酸基が１個以上ある芳香族類で再反応して得られるリグノフェノールを主成分とし、
有機物に対する吸着能を有することを特徴とする、リグノフェノール系吸着媒体。
【請求項６】
リグノフェノール及びその誘導体を、アルカリ中で１００℃から２００℃の範囲で加熱
して得られるリグノフェノールを主成分とし、有機物に対する吸着能を有することを特徴
とする、リグノフェノール系吸着媒体。
【請求項７】
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リグノフェノール又はその誘導体と高分子とで構成された複合体からなり、有機物に対
する吸着能を有することを特徴とする、リグノフェノール系吸着媒体。
【請求項８】
前記高分子は、天然高分子、合成高分子、導電性高分子の何れか又はこれらの高分子の
組み合わせからなることを特徴とする、請求項７に記載のリグノフェノール系吸着媒体。
【請求項９】
リグノフェノール又はその誘導体と金属化合物とで構成された錯体様複合体からなり、
有機物に対する吸着能を有することを特徴とする、リグノフェノール系吸着媒体。
【請求項１０】
前記金属化合物が、酸化物又は硫化物であることを特徴とする、請求項９に記載のリグ
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ノフェノール系吸着媒体。
【請求項１１】
前記金属化合物の粒径が、５ｎｍ〜１０００ｎｍの範囲にあることを特徴とする、請求
項９に記載のリグノフェノール系吸着媒体。
【請求項１２】
前記酸化物が、酸化チタン又は磁鉄鉱であることを特徴とする、請求項１０に記載のリ
グノフェノール系吸着媒体。
【請求項１３】
前記酸化チタンが、フィルム状であることを特徴とする、請求項１２に記載のリグノフ
ェノール系吸着媒体。
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【請求項１４】
前記酸化チタンの結晶が、アナタース結晶からなることを特徴とする、請求項１２又は
１３に記載のリグノフェノール系吸着媒体。
【請求項１５】
請求項１〜１４の何れかに記載のリグノフェノール系吸着媒体を用いて、液体中の有機
物を吸着することを特徴とする、リグノフェノール系吸着媒体を用いた有機物の処理方法
。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
10

【０００１】
本発明は、水や有機溶媒に含まれる有機物を吸着により効率的に分離回収するためのリ
グノフェノールを活用した新規な吸着媒体及びそれを用いた有機物の処理方法に係り、さ
らに詳しくは、環境に優しいリグノフェノールを親水性や疎水性にしたり、さらに三次元
化や複合化することにより得られるリグノフェノール系吸着媒体及びそれを用いた有機物
の処理方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
一般に、有機物の吸着媒体としては、シリカやアルミナ等の無機化合物や、活性炭に代
表されるような多孔質炭素が使用されている。有機物の除去方法としては、さらに、酸化
チタン光触媒による酸化還元複合プロセスの活用や、オゾン、塩素、次亜塩素酸等を用い
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た酸化漂白等の処理が行われている。
【０００３】
ところで、近年、植物を利用する際に、従来廃棄されていたリグニンから誘導されたリ
グノフェノールの有効利用に関する研究開発が行われている。特許文献１には、植物由来
のリグノセルロースを相分離して、リグノフェノールを抽出する方法が開示されている。
リグノフェノールは有機溶媒に溶け、各種材料に塗布した後、乾燥して成形体とすること
ができる。成形体が不要となった場合には、有機溶媒に溶かして回収することで、再利用
が可能となる。
【０００４】
リグノフェノールの応用分野として吸着剤がある。特許文献２には、リグノフェノール
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をハイドロキシメチル化し高分子化した化合物による金の選択的吸着が開示されている。
特許文献３及び４には、鉛イオンの吸着が開示されている。非特許文献１には、本発明者
らにより、銀や遷移金属の吸着が報告されている。
【０００５】
非特許文献２には、本発明者らの一人により、リグノフェノール及びその誘導体に対し
て、牛血清アルブミン（ＢＳＡ）に代表される酵素タンパク質を、その活性を失うことな
く吸着させる技術が報告されている。
【０００６】
【特許文献１】特開平０２−２３３７０１号公報
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【特許文献２】特開２００５−３０５３２９号公報
【特許文献３】特開２００１−２０２９６３号公報
【特許文献４】特開２００１−２０２９８７号公報
【非特許文献１】増山

和晃、松井

吸着特性」、平成１４年度

未来生、舩岡

正光、「リグノクレゾールの重金属

三重県科学技術振興センター工業研究部研究報告、Ｎｏ．２

７、ｐｐ．９８−１０２、２００３年
【非特許文献２】M. Funaoka,

A New Type of Phenolic Lignin‑Based Network Polymer

with the Structure‑variable Function Composed of 1,1‑Diarylpropane Units

， Po

lymer International, Vol.47, pp.277‑290, 1998
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
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【０００７】
従来の活性炭は大きな表面積を有する吸着媒体として知られているが、吸着後の再生が
難しい。活性炭の場合には、土壌における植物資源が生分解の結果生じるフミン質のよう
な極性有機化合物の吸着量が少ない。また、シリカやアルミナのような吸着剤はマイクロ
ポアを有するため、吸着サイトは豊富に存在していると考えられるが、固体表面の高い親
水性と酸性の影響などにより有機物の吸着効率は低いものであった。
【０００８】
オゾンや塩素等による有機物の酸化分解では、副生成物として塩素などが導入された有
害物質が生じる可能性があり、複雑な化合物の混合系では適用が困難であった。
【０００９】
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一方、リグノフェノールを主体とした吸着技術は、低分子の有機化合物、例えばメチレ
ンブルーのようなイオン性平面色素分子やメチルオレンジのようなアゾ染料の吸着や分解
に関する検討は、これまで行われていなかった。
【００１０】
本発明は上記課題に鑑み、リグノフェノール系吸着媒体及びそれを用いた有機物の処理
方法を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
発明者等は、鋭意研究を重ねたところ、リグノフェノール単体やその誘導体、さらに、
リグノフェノールに熱処理や薬剤による三次元化処理を施したり、リグノフェノールとセ
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ルロースやある程度の極性のある高分子や金属化合物との複合化などにより形成される複
合体を、自由に親水性あるいは疎水性としたり、高機能化することで、これらのリグノフ
ェノール由来の材料が吸着媒体としての働きがあり、水や有機溶媒の溶液中に含まれてい
る有機化合物を効率よく除去できることを見出し、本発明に至った。
【００１２】
上記目的を達成するため、本発明のリグノフェノール系吸着媒体は、リグノフェノール
を主成分とし、有機物に対する吸着能を有することを特徴とする。
上記構成において、リグノフェノールは、好ましくは、リグノセルロースとフェノール
類とのフェノール置換体を、濃酸との界面反応で得られる。
フェノール類は、好ましくは、フェノール、ｐ（パラ）−クレゾール、ｍ（メタ）−ク
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レゾール、ｏ（オルト）−クレゾール、アニソール、２，４−ジメトキシフェノール、２
，６−ジメトキシフェノール、２，４−ジメチルフェノール、２，６−ジメチルフェノー
ル、プロピルフェノール、i−プロピルフェノール、tert−ブチルフェノール、カテコー
ル、レゾルシノール、ピロガロール、フロログルシノール、ビスフェノール、バニリン、
シリンゴール、グアイアゴール、フェルラ酸、クマル酸の何れか、又は、これらの組み合
わせである。
【００１３】
本発明の他の構成によるリグノフェノール系吸着媒体は、アセチル化、アシル化、ハイ
ドロキシメチル化、シリル化、エポキシ化、アルキルカルボキシル化、カーボネート化の
何れかにより化学修飾されたリグノフェノール化学修飾物、又は、ハイドロキシメチル化
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を介して合成されたリグノフェノールの高次フェノール導入体からなり、有機物に対する
吸着能を有することを特徴とする。
【００１４】
本発明の他の構成によるリグノフェノール系吸着媒体は、水酸基が１個以上ある芳香族
類で再反応して得られるリグノフェノールを主成分とし、有機物に対する吸着能を有する
ことを特徴とする。
【００１５】
本発明の他の構成でなるリグノフェノール系吸着媒体は、リグノフェノール及びその誘
導体を、アルカリ中で１００℃から２００℃の範囲で加熱して得られるリグノフェノール
を主成分とし、有機物に対する吸着能を有することを特徴とする。
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【００１６】
本発明のさらに他の構成でなるリグノフェノール系吸着媒体は、リグノフェノール又は
その誘導体と高分子とで構成された複合体からなり、有機物に対する吸着能を有すること
を特徴とする。
上記構成において、高分子は、好ましくは、天然高分子、合成高分子、導電性高分子の
何れか又はこれらの高分子の組み合わせからなる。
【００１７】
本発明の別の構成でなるリグノフェノール系吸着媒体は、リグノフェノール又はその誘
導体と金属化合物とで構成された錯体様複合体からなり、有機物に対する吸着能を有する
ことを特徴とする。
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上記構成において、金属化合物は、好ましくは酸化物又は硫化物でなり、金属化合物の
粒径は、好ましくは、５ｎｍ〜１０００ｎｍの範囲にある。酸化物は、好ましくは、酸化
チタン又は磁鉄鉱であり、酸化チタンはフィルム状であってもよい。酸化チタンの結晶は
、好ましくはアナタース結晶からなる。
【００１８】
上記何れかに記載のリグノフェノール系吸着媒体を用い、液体中の有機物を吸着処理す
ることができる。
【発明の効果】
【００１９】
本発明のリグノフェノール系吸着媒体によれば、活性炭と異なり有機物に対する吸着能
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が高く、有機物を効率よく除去できる。この吸着媒体の原料となるリグノフェノールは、
たとえば廃材、間伐材、製材の際に発生する木粉等の豊富な廃棄物を原料としているので
、安価である。本発明のリグノフェノール系吸着媒体を使用した後は、アルカリ処理など
により元のリグノフェノールに戻し、再使用が可能であるので、環境にやさしい吸着媒体
を得られる。
【００２０】
本発明のリグノフェノール系吸着媒体は、親水性や疎水性、その分子量分布を自由に制
御することにより、処理対象の化合物などの用途に応じ、最適な吸着媒体を設計でき、さ
らに、これまで困難であった有機溶媒中に含まれる有機物の吸着分離回収することができ
る。
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【発明を実施するための最良の形態】
【００２１】
以下、図面を参照しながら本発明を実施するための最良の形態について説明する。
本発明のリグノフェノール系吸着媒体は、何れも植物などを原料とし、この原料から抽
出したリグノフェノールを用いており、このリグノフェノール系吸着媒体は、有機物に対
する優れた吸着能を有している。リグノフェノール系吸着媒体は、リグノフェノール単体
でもよいし、リグノフェノールをさらに熱などの物理処理により得たリグノフェノール、
リグノフェノールとセルロースとの複合体、リグノフェノールと合成高分子との複合体、
リグノフェノールの二次誘導体、リグノフェノールの高次フェノール導入体、リグノフェ
ノールと金属化合物との安定な錯体様複合体、を用いてもよい。
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【００２２】
本発明のリグノフェノールの原料となるリグノセルロースについて説明する。
リグノセルロース自体は植物の主成分であり、植物としては針葉樹や広葉樹のような木
本類、草本類の何れも使用できる。木本類では廃材、間伐材、木粉など、ケナフやバガス
、アブラヤシ空房といった草本系農産排廃棄物、草本植物、新聞紙、コーヒーガラ等の産
業廃棄物も使用可能である。リグノセルロースは、約７０％の糖質と約３０％の硬い部位
であるリグニンからなる。従来は、有用な糖質のみが抽出され、反応性が高いため抽出が
困難なリグニンは廃棄されていた。これらの原料のひとつである木本類を用いた場合の特
徴を以下に示す。
針葉樹はフェニルプロパン構造のフェニル部の２位にアリールメチルエーテル（メトキ
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シル基）を有するグアイアシル型がすべてを占める。広葉樹ではグアイアシル型と同時に
フェニル部２位、５位に共にメトキシル基があるシリンギル型を５０：５０で有する。さ
らに草本では広葉樹型の基本骨格に加え、メトキシル基がないフェニルプロパン骨格を有
する。このような基本骨格以外は得られるリグノフェノールの構造はいずれの樹種を用い
てもほぼ同様となる。針葉樹リグノフェノールではグアイアシル基のフェニル部の５位か
ら単位間結合が形成されるため比較的分子量が高くなる。針葉樹では重量平均分子量であ
るＭｗが１００００から２００００程度、広葉樹や草本では、Ｍｗ＝６０００から８００
０程度となる。
【００２３】
この分子量の差と構造の相違はたとえば熱機械分析（ＴＭＡ）で測定した熱流動点に反
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映し、針葉樹では１７０℃程度で流動し始めるのに対し、広葉樹では１４０℃程度となる
。ＮＭＲやＦＴ−ＩＲによる構造解析ではほぼ同じ数値を示す。さらに、アルカリ下、分
子スイッチを作動させると樹種に関係なく低分子化することから、高分子の基本骨格であ
るＣ２−Ｏ−アリール構造も同様に存在すると考えることができる。このように分子構造
や分子量分布も用途に応じ自由に設計できる。
【００２４】
本発明のリグノフェノール系吸着媒体として、基本となるリグノフェノールは、原料と
なるリグノセルロースをフェノール類などによりフェノール置換体とし、このフェノール
置換体を濃酸との界面反応でフェノール化する相分離系変換システムで抽出することがで
きる（特許文献１参照）。

20

図１は、リグニンからｐ−クレゾール型のリグノフェノールに変換する化学反応式を示
す図である。図１の反応においては、リグニン１をｐ（パラ）−クレゾールを用いてフェ
ノール置換体とし、硫酸（Ｈ2ＳＯ4）と反応させ、ｐ−クレゾール型のリグノフェノール
２と水溶性炭水化物（糖類）とに分離している。
【００２５】
上記ｐ−クレゾール以外のフェノール類としては、フェノール、ｍ（メタ）−クレゾー
ル、o（オルト）−クレゾール、アニソール、２，４−ジメトキシフェノール、２，６−
ジメトキシフェノール、２，４−ジメチルフェノール、２，６−ジメチルフェノール、プ
ロピルフェノール、i−プロピルフェノール、tert−ブチルフェノール、カテコール、レ
ゾルシノール、ピロガロール、フロログルシノール、ビスフェノール、バニリン、シリン
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ゴール、グアイアゴール、フェルラ酸、クマル酸の何れか、又は、これらの組み合わせを
使用することができる。
【００２６】
本発明に係るリグノフェノールの構造特性を示す。
リグノフェノールは、以下のような構造特性を有する不定形ポリマーである。植物中２
０〜３０％含まれるフェノール系物質でフェニルプロパン骨格（Ｃ６Ｃ３）を有するリグ
ニンに酸触媒下、過剰のフェノール類（例えばｐ−クレゾールなど）との界面反応によっ
てフェノール化処理を施すと、主にフェニルプロパン骨格のＣ１位にフェノールが、水酸
基がＣ１に対しオルト位になるように求核的に導入され、ほぼ定量的にフェノール性リグ
ニン系構造可変ポリマー（リグノフェノール）が得られる（図１の１−１，ビス（アリー
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ル）プロパン−２−Ｏ−アリールエーテル型構造参照）。
【００２７】
得られたリグノフェノールのフェノール性は、主に導入したフェノールの種類に依存す
る。同時にＣ１位に存在したリグニンの三次元構造を形成する単位間結合が切断され、比
較的リニア構造を有する高分子化合物に誘導される。リニア型の構造は天然のリグニンの
基本骨格であるＣ２−Ｏ−アリールエーテル骨格を有する。このアリールエーテルはフェ
ニルプロパン鎖のフェニル部、４位と結合している。プロパン鎖の末端Ｃ３位置には脂肪
族性水酸基が存在しており、フェノール性水酸基と共に豊富な水素結合を形成する。
【００２８】
上記フェノール類の内、ｐ−クレゾール、ｍ−クレゾール、o−クレゾール、２，４−
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ジメチルフェノール、２，６−ジメチルフェノール、プロピルフェノールなどのフェノー
ルを選択することにより、リグノフェノール自体を疎水化できる。これら疎水性リグノフ
ェノール、例えばｐ−クレゾールタイプのリグノフェノールは水中の有機物を吸着分離す
るのに適している。
【００２９】
他方、カテコール、レゾルシノール、ピロガロール、フロログルシノール、ハイドロキ
ノンなどから得られるリグノフェノールは親水性が高い。また、ハイドロキシメチル化リ
グノフェノール等の誘導体も水素結合が豊富なため親水性となる。これらのリグノフェノ
ール系吸着媒体は、疎水性溶媒中から比較的極性の高い有機物を吸着分離するのに適して
いる。

10

【００３０】
さらに、リグノフェノール系吸着媒体としては高次リグノフェノールを用いることがで
きる。この高次リグノフェノールは、ハイドロキシメチル化されたリグノフェノールに対
して、水酸基が少なくとも１個以上ある芳香族類を導入することにより得られる。このよ
うな芳香族類としては、フェノール、クレゾール、カテコール、レゾルシノール、カテキ
ン、タンニン、ポリフェノールなどが挙げられる。
【００３１】
例えば、リグノフェノール（ｐ−クレゾールタイプ）をハイドロキシメチル化し、次い
でカテコールを反応させると、原料比の収率が向上するだけでなく、p−クレゾールによ
る二次誘導体への変換性能を保持したまま、親水性リグノフェノール（カテコールタイプ

20

）としての活用が可能となる。リグノフェノールにおいて、一次、二次又は高次フェノー
ル導入体を組み合わせることで、様々な機能を有するリグノフェノール系吸着媒体とする
ことができる。
【００３２】
本発明のリグノフェノール系吸着媒体は、単体のリグノフェノールだけではなく、熱な
どの物理的処理により得られたリグノフェノール、リグノフェノールとセルロースとの複
合体、合成高分子との複合体、リグノフェノール二次誘導体、高次フェノール導入体、リ
グノフェノール化学修飾物、金属化合物と安定な錯体様複合体を用いてもよく、以下に詳
細に説明する。
【００３３】
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（リグノフェノール−セルロース複合体）
相分離系変換システムで使用する酸の強度を抑制し、成分中の炭水化物繊維を保持した
状態でリグニンのみをリグノフェノールに変換することもできる。条件設定によりヘミセ
ルロースを優先的に抽出することができる。このようにして得られた炭水化物繊維が骨格
をなすリグノフェノールとセルロースとからなるリグノフェノール−セルロース複合体は
、１３０℃から１８０℃で流動開始し、熱圧成型により吸着媒体を形成できる。
【００３４】
（リグノフェノールの物理的処理）
リグノフェノールは一般に熱、圧力、光照射等の物理エネルギーを作用することにより
構造の一部を条件に応じて高分子化又は低分子化できる。例えば、リグノフェノールを窒
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素雰囲気下で単純に加熱し、構造の一部を一旦高分子化し、さらにエネルギーを与えると
低分子化すると同時に熱に対して安定な素材に誘導される。このような素材は溶媒への溶
解性を失わないことから、耐熱性のあるリグノフェノール吸着媒体とすることができる。
【００３５】
（リグノフェノール複合体−1）
リグノフェノールは、溶液中においてセルロースなどの炭水化物と水素結合に代表され
る安定な複合体を形成できる。複合体と溶媒の界面は主に芳香族化合物の影響で疎水性に
なることを見出した。この複合体がセルロースと水素結合ならびに水酸基を介した結合形
成されているため疎水性になると考えられる。これらのリグノフェノールとセルロースと
の複合体を吸着媒体として用いることによって、疎水性リグノフェノールと同様に水中の
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有機物をさらに短時間で吸着分離することができる。
【００３６】
（リグノフェノール複合体−２）
リグノフェノール又はその誘導体と高分子とで構成された複合体からなるリグノフェノ
ール系吸着媒体も、有機物を吸着する。高分子としては、天然高分子、合成高分子、導電
性高分子の何れか、又はこれらの高分子の組み合わせとすることができる。リグノフェノ
ール又はその誘導体は、天然高分子としては、一般にセルロースやスターチ、木材、絹、
カゼインといった天然高分子と脱着が容易な複合体を形成する。また、ポリエステル、ポ
リアミド、ナイロンなどの極性のある合成高分子やポリアニリン、ポリチオフェンなどの
導電性高分子等とも安定な複合体を形成し構造材や導電材料として利用できる。これら複
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合体は水系や有機溶媒系などの媒体中で安定に存在することができる。例えば、疎水性で
あるｐ−クレゾールタイプのリグノフェノールを複合化したセルロース成型体は、著しい
疎水性を示す。このような複合体によれば、これまで例示してきたリグノフェノール類と
同等以上の特性を有する吸着媒体として使用することができる。
【００３７】
（リグノフェノール二次誘導体）
フェニルプロパン骨格Ｃ１位に対しオルト位に水酸基を有するリグノフェノールはアル
カリ条件下において加熱することで分子鎖を求核的に開裂し、分子量を低下させることが
できる。この分子制御を分子スイッチと呼ぶ。分子スイッチが作動するには、
（１）導入フェノールの水酸基がオルト位、

20

（２）Ｃ２−Ｏ−アリール構造を有することであり、
ハイドロキシメチル化（−ＣＨ2−ＯＨ）やその重合体、アセチル化（ＯＣＯＣＨ3）のよ
うな可逆な化学修飾を施した誘導体でも発現する。
【００３８】
リグノフェノール分子中にオルト位以外の水酸基を任意で導入することで分子量の制御
が可能である。処理温度により分子切断に伴う構造に差が生じる。例えば、１４０℃では
アリールクマラン型構造、１７０℃ではスチルベン型構造を形成することができる。同時
に、リグノフェノールの分子量はＭｗ＝１００００程度のものが、Ｍｗ＝１０００〜２０
００程度にまで減少する。このようにリグノフェノールは、構造と分子量が制御可能であ
る。本発明のリグノフェノール系吸着媒体において、特に主鎖の切断などの循環性に関与
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する構造変化を伴って生じたリグノフェノールの誘導体を、リグノフェノール二次誘導体
と呼ぶ。
【００３９】
（高次フェノール導入体）
リグノフェノールのハイドロキシメチル化物は、クレゾール型フェノール樹脂の原料と
して用いることができる。ハイドロキシメチル基のメチレン炭素はベンジル位に相当し、
相分離系変換システムにおけるフェノール導入箇所に該当する。この性質を利用し、二次
あるいはそれ以上の高次フェノール導入が可能である。
【００４０】
（リグノフェノール化学修飾物）
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リグノフェノール系吸着媒体としては、リグノフェノールへ化学修飾を施した誘導体で
あってもよい。化学修飾としては、アシル化（ＯＣＯＲ）、シリル化（−Ｏ−ＳｉＲ3）
、エポキシ化（−Ｏ−ＣＨ2−ＣＨ（ＯＨ）−ＣＨ2−Ｏ−Ｒ）、アルキルカルボキシル化
（Ｒ−ＣＯＯＨ）、カーボネート化（フェノール−Ｏ−ＣＯ−Ｏ−Ｒ）が挙げられる。上
記化学式において、Ｒは、アルキル基である。
【００４１】
（リグノフェノールと金属化合物との錯体様複合体）
リグノフェノール及びその誘導体は、金属化合物と安定な錯体様複合体を形成するので
、金属化合物と強固な複合体を形成する。金属化合物としては金属酸化物、金属硫化物な
どが挙げられる。金属としては遷移金属を用いることができる。酸化チタンや磁鉄鉱など
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はこれらの中でも特に有用である。酸化チタンは単体として、さらには、後述する酸化チ
タンナノ多孔質フィルム状物質を用いることができる。
【００４２】
特に、アナタース型の酸化チタン結晶は、リグノフェノール系吸着媒体の強度を向上さ
せるだけでなく、吸着特性をも向上させることができる。生成する錯体様複合化合物の強
度の点からは、用いる金属化合物の一次粒子の粒径は小さいほうが好ましいが、ｎｍオー
ダーより小さいナノ粒子の調整は極めて難しくなる。酸化チタンや後述する酸化チタンナ
ノ多孔質フィルム状物質を用いる場合、一次粒子の粒径は１ｎｍから１０μｍの範囲にあ
るナノ粒子であることが望ましい。一次粒子の粒径は１ｎｍより小さいと、ナノ粒子その
ものの調整が難しくなり好ましくない。逆に、一次粒子の粒径が１０μｍを超えると、錯
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体様複合化合物の強度は低下する傾向にあるので好ましくない。ここで、一次粒子とは、
結晶態を有している最小の連続体単位を意味している。
【００４３】
リグノフェノールと酸化チタンとの錯体様複合体は、アナターゼ形の結晶構造を有する
酸化チタンを用いる場合には光触媒作用を示す。このため、遮光した状態でないと色素な
どの有機物の分離回収ができないが、系内からの有害物質の除去を目的とする場合は光触
媒として作用するので分解除去がさらに容易となり極めて有用な吸着媒体となる。
【００４４】
エタノールやアセトンなどの有機溶媒に有機物が溶解している系から特定の有機物を吸
着させることは、一般に困難である。しかしながら、本発明のリグノフェノールと酸化チ
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タンとの錯体様複合体からなるリグノフェノール系吸着媒体を用いると、水系の溶液から
有機物を吸着する場合よりも吸着速度は低下するものの、有機溶媒に含有した有機物の吸
着分離や回収除去が可能になる。つまり、リグノフェノールと酸化チタンとの錯体様複合
体からなるリグノフェノール系吸着媒体は有機溶媒に溶解しない、所謂不均一系となる。
したがって、リグノフェノール単体はエタノールやアセトンなどの一部の有機溶媒に溶解
するので（均一系）、リグノフェノールと酸化チタンとの錯体様複合体からなるリグノフ
ェノール系吸着媒体のほうが利用範囲は広い。
【００４５】
リグノフェノールと酸化チタンとの錯体様複合体からなるリグノフェノール系吸着媒体
が水系及び有機溶媒に含有した有機物を吸着する理由は、下記のように考えられる。錯体
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様複合体において、リグノフェノール内に高頻度で存在する脂肪族性及びフェノール性水
酸基が中心となり、これらが酸化チタンと相互作用し、錯体様複合体の疎水性の高い芳香
環が、錯体様複合体の外面方向に配列し、有機物がπ−π相互作用により吸着されると推
察できる。
【００４６】
リグノフェノール及びその誘導体と金属化合物との錯体様複合体による吸着媒体によれ
ば、例えばエタノールに可溶であったリグノフェノールを不溶化し、有機溶媒中の有機物
の吸着媒体としてさらに好適な特性を得ることができる。酸化チタンナノ多孔質フィルム
も同様に、リグノフェノールと錯体様複合体を形成し有用な吸着媒体となり、酸化チタン
単体とのリグノフェノール複合体と比べ、吸着媒体の物理的強度を向上させることができ
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る。さらに、リグノフェノール及びその誘導体と酸化チタンナノ多孔質フィルムとの錯体
様複合体による吸着媒体を、充填塔に使用して流通系の有機物処理を行う場合、メチレン
ブルーなどに対する吸着特性を向上させることができる。
【００４７】
本発明のリグノフェノール系吸着媒体は有機物に対する吸着能を有し、用途によりその
まま粉末状で用いることも可能である。さらに、この粉末状のリグノフェノール系吸着媒
体を、プレス成型や有機物や無機化合物系のバインダー等を混合して成型加工して用いる
ことができる。上記したリグノフェノール単体やその誘導体、リグノフェノール複合体等
は用途に応じそれぞれ単独で又は混合して用いることも可能である。
【００４８】
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本発明のリグノフェノール系吸着媒体を用いた有機物の処理方法について説明する。
処理対象となる系内に、本発明のリグノフェノール系吸着媒体を投入し、このリグノフ
ェノール系吸着媒体に有機物を吸着させることで、有機物の処理をすることができる。特
に、高価な有機物の回収の場合にはカラム充填方式の処理装置を用いることがより望まし
い。このような高価な有機物としては、フェノール、クレゾールなどのフェノール類、キ
ノンなどの平面分子、炭化水素類が挙げられる。
【００４９】
本発明のリグノフェノール系吸着媒体を用いて有機物処理を行った後の回収方法につい
て説明する。
リグノフェノール系吸着媒体に有機物を吸着した後で沈殿物を回収し、洗浄して乾燥す
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る。この乾燥した沈殿物中のリグノフェノール系吸着媒体は、有機溶媒又はアルカリ溶液
等へ浸漬することによって分離、回収することができる。アルカリ溶液に溶解したリグノ
フェノールは、酸性化することによって元の状態に回復させることができる。
【００５０】
本発明のリグノフェノール系吸着媒体で吸着できる有機物としては、天然物又は合成し
た有機物であって、色素、ポルフィリン類、ポリフェノール類、タンニン類、フミン類、
タンパク質、ＤＮＡなどが挙げられる。合成色素としては、イオン性色素、アゾ染料、シ
アニン系色素、メロシアニン系色素、ポリエン系色素等が挙げられる。天然色素としては
、アントシアニン類、カロテン類等が挙げられる。
20

【００５１】
本発明のリグノフェノール系吸着媒体の基本的な原料となるリグノフェノールの製造方
法について説明する。
相分離系変換システム、すなわちリグノセルロースとフェノール類とを用いてリグノフ
ェノールを製造する方法の一例を示す（特許文献１参照）。
ｐ−クレゾールをアセトンに溶解し、このｐ−クレゾールアセトン溶液を気乾ヒノキ（
Chamaecyparis obtusa）等の木粉に加え、該溶液が木粉に十分に浸透するまで放置する。
アセトンを除去し、このｐ−クレゾールが付着した木粉に硫酸を加え、室温で所定時間激
しく攪拌する。水洗にて酸を除去した後で乾燥させ、適量のアセトンを加えて、この抽出
液を濃縮する。得られた濃縮アセトン抽出液を、ジエチルエーテルに拌下滴下し、その沈
殿物としてリグノフェノールを得ることができる。
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【００５２】
上記した酸化チタンフィルムは、例えば、以下のようにして調製することができる。
酸化チタンナノ粒子ペースト（触媒化成株式会社製、ＰＡＳＯＬ−ＨＰＡ−１５Ｒ）１
０重量部と、酸化チタン（日本アエロジル株式会社製、Ｐ２５）１重量部と、ポリエチレ
ングリコール（和光純薬工業株式会社製、特級、分子量２００００）４重量部とを瑪瑙乳
鉢でよく攪拌した。このペーストを、フッ素ドープした酸化スズで被覆された導電性ガラ
ス（ＦＴＯ）上に厚さ６３μｍのメンディングテープ（スリーエム株式会社製）で厚み規
正し、バーコーティング法でペーストを塗布した。乾燥後４５０℃のマッフル炉に６０分
入れて焼結した。得られた酸化チタン膜の厚みは、１０μｍ〜４５μｍであった。走査電
子顕微鏡（ＳＥＭ）で観察した結果、１μｍ以下の粒子が確認された。
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【実施例１】
【００５３】
以下、実施例により本発明の実施の形態をさらに詳細に説明するが、本発明はこれら実
施例に制限されるものではない。
ヒノキを原料として用い、実施例１のリグノフェノール系吸着媒体を製造した。
ｐ−クレゾール５００ｇをアセトン１７リットルに溶解させ、抽出物を除去した気乾ヒ
ノキ（Ｃｈａｍａｅｃｙｐａｒｉｓ

ｏｂｔｕｓａ）木粉１０００ｇに加え数時間放置し

た。アセトンを除去し、木粉に残留したｐ−クレゾールのリグニン１ユニット（フェニル
プロパン構造Ｃ６Ｃ３）は、１モルあたり３モル倍であった。このｐ−クレゾールが付着
した木粉に硫酸（７２％）５リットルを加え室温下１時間激しく攪拌した。水洗にて酸を
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除去した後乾燥させ、アセトン７リットルを加えて抽出し、この抽出液を３リットル程度
まで濃縮した。このようにして得た濃縮アセトン抽出液(５４．２ｍｇ／ｃｍ3）３リット
ルを、ジエチルエーテル２０リットルに磁気攪拌しながら滴下した。沈殿物として得られ
たリグノフェノール１４０ｇの物性をＧＰＣ分析で評価すると、重量平均分子量（Ｍｗ）
は１３４３６であった。熱機械分析法（ＴＭＡ）による測定では、熱流動開始点が１６５
．８℃であり、終了点が１８１．１℃であった。
【実施例２】
【００５４】
実施例１で得たリグノフェノール１０．０ｇを１リットルのアセトンに溶解し、このア
セトン溶液に酸化チタンナノ粒子（石原産業株式会社製、ＳＴ０１）を５０ｇ混合し、ア
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セトンを留去し、リグノフェノールと酸化チタンナノ粒子との錯体様複合体からなるリグ
ノフェノール系吸着媒体を製造した。
【００５５】
実施例１及び２に対する比較例を説明する。
（比較例１）
酸化チタンナノ粒子（石原産業株式会社製、ＳＴ０１）を比較例１とした。
【実施例３】
【００５６】
次に、実施例１及び２と比較例１の有機物の吸着特性について調べた。
１５ｃｍ3の試験管４本に有機物として、メチレンブルー水溶液（３０ｍｇ／ｃｍ3）を
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3

各５ｃｍ 入れた。各試験管に、実施例１のリグノフェノール系吸着媒体、実施例２のリ
グノフェノールと酸化チタンフィルムとの複合体からなるリグノフェノール系吸着媒体、
比較例１の酸化チタンナノ粒子をそれぞれ５０ｍｇ入れて、遮光下で室温５分間攪拌し、
遠心分離した後の上澄みに残存しているメチレンブルーを紫外線可視光（ＵＶ−ｖｉｓ）
分析で定量した。なお、メチレンブルー溶液のみを、上記実施例と同じ条件で保持したも
のを紫外線可視光分析における参照とした。
【００５７】
図２は、実施例１及び２と比較例１によるメチレンブルーの吸収を示す図である。図に
おいて、横軸は波長（ｎｍ）であり、縦軸は吸収率（任意目盛）である。参照における紫
外線可視光の吸収を元に、実施例１及び２と比較例１のメチレンブルー水溶液がリグノフ
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ェノール系吸着媒体に吸着される割合、つまり、除去率を算出した結果を表１に示す。
表１に示すように、メチレンブルー水溶液の除去率は、実施例１及び２の場合には９９
％であり、比較例１の場合が５３．１％であった。参照のメチレンブルー水溶液の除去率
は、６．５％以下であった。
【表１】
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【実施例４】
【００５８】
有機物をブリリアントグリーン水溶液（１．０Ｍ）とした以外は、実施例３と同様にし
て、吸着特性について調べた。
表２に示すように、ブリリアントグリーン水溶液の除去率は、実施例１及び２の場合に
は９９％であり、比較例１の場合が６５％であった。比較例１をさらに７０時間撹拌して
も、除去率は５０％であった。

50

(12)

JP 2008‑194656 A 2008.8.28

【表２】

【実施例５】
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【００５９】
有機物をクリスタルバイオレット水溶液（０．１Ｍ）とした以外は、実施例３と同様に
して、吸着特性について調べた。
表３に示すように、クリスタルバイオレット水溶液の除去率は、実施例１及び２の場合
には９９％であり、比較例１の場合が６０％であった。比較例１をさらに７０時間撹拌し
ても、除去率は５５％であった。
【表３】
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【実施例６】
【００６０】
有機物をクリスタルバイオレットのエタノール溶液（０．１Ｍ）とした以外は、実施例
３と同様にして、吸着特性について調べた。
表４に示すように、実施例１ではリグノフェノール系吸着媒体がエタノールに溶解して
クリスタルバイオレットの吸着ができなかった。実施例２及び比較例１のクリスタルバイ
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オレットエタノール溶液の除去率は、それぞれ、３０％、５％であった。比較例１をさら
に７０時間撹拌しても、除去率は７％であった。
【表４】
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【実施例７】
【００６１】
有機物をメチルオレンジのエタノール溶液（０．１Ｍ）とした以外は、実施例３と同様
にして、吸着特性について調べた。
表５に示すように、実施例１ではリグノフェノール系吸着媒体がエタノールに溶解して
クリスタルバイオレットの吸着ができなかった。実施例２及び比較例１のクリスタルバイ
オレットエタノール溶液の除去率は、それぞれ、１２％、８％であった。比較例１をさら
に７０時間撹拌しても、除去率は１０％であった。
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【表５】

【００６２】
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上記実施例１のｐ−クレゾール型のリグノフェノールからなるリグノフェノール系吸着
媒体によれば、水系において有機物を除去できることが分かった。
【００６３】
上記実施例２のｐ−クレゾール型のリグノフェノールと酸化チタンナノ粒子との錯体様
複合体からなるリグノフェノール系吸着媒体によれば、水系に加え有機溶媒系において有
機物を除去できることが分かった。
【００６４】
本発明は、上記実施例に限定されることなく、特許請求の範囲に記載した発明の範囲内
で種々の変形が可能であり、それらも本発明の範囲内に含まれる。例えば、リグノフェノ
ールの原料やその抽出方法は、適宜に設計できることはいうまでもない。
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【産業上の利用可能性】
【００６５】
本発明のリグノフェノール系吸着媒体は、たとえば廃材、間伐材、製材の際に発生する
木粉等の豊富にある廃棄物を原料とし、その製造も簡単であるので安価である。活性炭と
異なり有機物の吸着性が高いだけでなく、吸着させた有機物の回収が可能である。さらに
、使用後はアルカリ処理などにより元のリグノフェノールに戻し再使用することができ、
環境にやさしい材料である。親水性、疎水性、分子量分布を自由に制御することにより対
象系の状態や吸着分離回収すべき目的化合物などの用途に応じ最適の吸着媒体を設計でき
、さらにこれまで困難であった有機溶媒中からの有機物の吸着分離回収できることは産業
上きわめて有用であり応用範囲は広い。
【図面の簡単な説明】
【００６６】
【図１】リグニンからｐ−クレゾール型のリグノフェノールに変換する化学反応式を示す
図である。
【図２】実施例１及び２と比較例１によるメチレンブルーの吸収を示す図である。
【符号の説明】
【００６７】
１：リグニン
２：リグノフェノール
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【図２】

JP 2008‑194656 A 2008.8.28

