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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
被測定ガス中に含まれる低濃度の検出対象ガスを検出する方法であって、
水晶振動子上に金属錯体内包ゼオライトを有する振動素子に、前記検出対象ガスの濃度
が５０ｐｐｍ以下である被測定ガスを供給し、前記検出対象ガスが前記金属錯体内包ゼオ
ライトに吸着することによる前記水晶振動子の共振周波数の変化を通じて該検出対象ガス
を検出し、
ここで、前記振動素子として、前記金属錯体内包ゼオライトの粉末が前記水晶振動子上
に、バインダを使用することなく保持されたものを使用する、低濃度ガスの検出方法。
【請求項２】
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前記振動素子として、前記金属錯体内包ゼオライトの粉末が前記水晶振動子の電極上の
みに保持されたものを使用する、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
前記金属錯体内包ゼオライトは、金属フタロシアニン錯体をユニットセルに内包したゼ
オライトである、請求項１または２に記載の方法。
【請求項４】
前記金属錯体内包ゼオライトは、コバルトフタロシアニン錯体をユニットセルに内包し
たＸ型ゼオライトである、請求項３に記載の方法。
【請求項５】
請求項１から４のいずれか一項に記載の方法に用いられるガスセンサであって：
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水晶振動子上に金属錯体内包ゼオライトを有する振動素子；
前記振動素子に前記被測定ガスを供給する被測定ガス供給部；および、
前記水晶振動子の共振周波数を測定する周波数カウンタ；
を備え、
ここで、前記振動素子は、前記金属錯体内包ゼオライトの粉末が前記水晶振動子上に、
バインダを使用することなく保持されたものである、ガスセンサ。
【請求項６】
請求項１から４のいずれか一項に記載のガス検出方法に用いられる振動素子を製造する
方法であって、該振動素子は、前記金属錯体内包ゼオライトの粉末が前記水晶振動子上に
、バインダを使用することなく保持された構成を有し、前記方法は：
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ゼオライトのユニットセルの入口よりも大きな金属錯体が該ユニットセルに内包された
金属錯体内包ゼオライトの粉末を用意すること；
前記金属錯体内包ゼオライト粉末を溶媒に投入し、該溶媒中において前記粉末を超音波
破砕して均質化すること；および、
前記均質化を経て調製された懸濁液であってバインダを実質的に含有しない懸濁液を、
水晶振動子の電極表面に付与して乾燥させること；
を包含する、振動素子製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
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【０００１】
本発明は、低濃度（具体的には５０ｐｐｍ以下）の検出対象ガス（例えば、揮発性有機
化合物）を検出する技術に関する。詳しくは、かかる低濃度のガスを検出する方法、該検
出方法に用いられるセンサおよびその構成要素に関する。
【背景技術】
【０００２】
水晶振動子マイクロバランス（Ｑｕａｒｔｚ

Ｃｒｙｓｔａｌ

Ｍｉｃｒｏｂａｌａｎ

ｃｅ；ＱＣＭ）法に基づくセンサが知られている。この種のセンサは、水晶振動子の表面
に物質が付着すると水晶振動子の共振周波数が変化し、その周波数の変化量と付着物の質
量との間に一定の関係があることを利用している。
【０００３】
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本発明者の先願に係る特許文献１には、金属錯体を内包するゼオライト（例えば、特許
文献２に記載されるようなゼオライト）の粉末を含有する組成物層を形成した水晶振動子
（錯体内包ゼオライト含有層付加水晶振動子）、該水晶振動子の製造方法、ならびに上記
水晶振動子を備えたセンサが記載されている。この文献１では、トルエンを０．１体積％
（１０００ｐｐｍ）の濃度で含む空気を、錯体内包ゼオライト含有層付加水晶振動子に供
給し、上記層が付加されていない水晶振動子（ブランク）との間で周波数の変化量を比較
することによってセンサ応答を評価している。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
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【特許文献１】特開２００９−６８９７４号公報
【特許文献２】特開２００６−７６８７５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
しかしながら、特許文献１では、水晶振動子に付加する材料として、金属錯体内包ゼオ
ライトを用いた場合と、通常のゼオライト（すなわち、金属錯体が内包されていないゼオ
ライト）を用いた場合とのセンサ応答の比較は行われていない。水晶振動子に付加する材
料として、通常のゼオライトではなく金属錯体内包ゼオライトを用いることによる効果を
よりよく発揮し得る技術が提供されれば有用である。
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【０００６】
本発明の一つの目的は、水晶振動子上に保持された金属錯体内包ゼオライトの特性をよ
り効果的に利用して低濃度ガスを検出する方法を提供することである。本発明の他の目的
は、該検出方法に用いられるセンサおよびその構成要素を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
本発明者は、水晶振動子に保持させる材料として通常のゼオライトを用いた場合と金属
錯体内包ゼオライトを用いた場合との差異につき詳細に検討し、特許文献１の構成におい
て使用した被測定ガス（トルエンを１０００ｐｐｍの濃度で含む空気）では上記差異が必
ずしも明確ではないことを見出した。そして、特定のガス検出条件下では、金属錯体内包
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ゼオライトを保持した水晶振動子において、通常のゼオライトを保持した水晶振動子とは
明らかに異なる特有のガス吸着挙動が発現することを見出して、本発明を完成した。
【０００８】
この明細書によると、被測定ガス中に含まれる低濃度の検出対象ガス（典型的には、有
機化合物のガス）を検出する方法が提供される。その検出方法は、水晶振動子上（典型的
には、該振動子の電極上）に金属錯体内包ゼオライトを有する振動素子に、被測定ガスを
供給することを含む。ここで、前記被測定ガスにおける前記検出対象ガスの濃度は５０ｐ
ｐｍ以下（典型的には０．１ｐｐｍ以上）とする。そして、上記被測定ガス中に含まれる
検出対象ガスが前記金属錯体内包ゼオライトに吸着することによる前記水晶振動子の共振
周波数の変化を通じて前記検出対象ガスを検出する。
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【０００９】
検出対象ガスを比較的高濃度で（典型的には５００ｐｐｍ以上、例えば１０００ｐｐｍ
程度）含む被測定ガスでは、水晶振動子上に保持された材料が金属錯体内包ゼオライトで
ある振動素子（ＱＣＭセンサ素子）と、通常の（すなわち、上記金属錯体を内包しない）
ゼオライトである振動素子との間で、該水晶振動子の周波数変化において明確な差異は生
じない。ところが、検出対象ガスの濃度が著しく低くなると（典型的には５０ｐｐｍ以下
、さらには３０ｐｐｍ以下、例えば２０ｐｐｍ以下になると）、水晶振動子上に保持され
た材料が金属錯体内包ゼオライトである場合と通常のゼオライトである場合とで、検出対
象ガスの吸着挙動に顕著な差異が現れる。すなわち、通常のゼオライトを保持した振動素
子では周波数低下が殆どあるいは全くみられないのに対して、金属錯体内包ゼオライトを
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保持した振動素子では大きな周波数低下が観測される。したがって、ここに開示されるガ
ス検出方法によると、金属錯体内包ゼオライトに特有のガス吸着挙動（例えば、金属錯体
を内包しないゼオライトとは異なる）を効果的に利用して、低濃度の検出対象ガスを感度
良く検出することができる。換言すれば、ゼオライトに金属錯体を内包させることによっ
て、ガスの検出感度を飛躍的に高めることができる。
【００１０】
なお、ここで「金属錯体内包ゼオライト」とは、ゼオライトを構成するユニットセル（
細孔）の少なくとも一部個数に金属錯体が収容されているゼオライト（該金属錯体が部分
的にユニットセルからはみ出していてもよい。）をいう。
【００１１】
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この明細書によると、また、水晶振動子（典型的には、該振動子の電極上）上に金属錯
体内包ゼオライトを有する振動素子を使用する方法が提供される。その方法は、当該振動
素子に、検出対象ガスの濃度が５０ｐｐｍ以下である被測定ガスを供給し、前記検出対象
ガスが前記金属錯体内包ゼオライトに吸着することによる前記水晶振動子の共振周波数の
変化を通じて該検出対象ガスを検出することを特徴とする。かかる方法によると、金属錯
体内包ゼオライトに特有のガス吸着挙動を効果的に利用して、低濃度の検出対象ガスを感
度良く検出することができる。換言すれば、上記振動素子は、低濃度（典型的には５０ｐ
ｐｍ以下）の検出対象ガスを検出するための素子として好適に使用され得る。
【００１２】
ここに開示される方法の好ましい一態様では、前記振動素子として、前記金属錯体内包
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ゼオライトの粉末が、前記水晶振動子上（典型的には、該振動子の電極上）に、バインダ
を使用することなく保持されたものを使用する。一般に、所定の部材に粉末材料を保持さ
せるにあたっては、該粉末材料を構成する粒子を相互に、あるいは該粒子を部材表面に結
着させる目的で、有機質（熱可塑性ポリマー等）および／または無機質（セラミック微粒
子等）のバインダが用いられることが多い。しかし、このようなバインダの使用は、水晶
振動子の振動（典型的には、厚みすべり振動）におけるノイズを増加させ得る。また、金
属錯体内包ゼオライト粉末にバインダ（特に、有機質のバインダ）が付着すると、該粉末
の表面積（ひいてはガス吸着挙動）が変動し得る。これらの事象は、ガスの検出感度を低
下させ、あるいは検出誤差を大きくする要因となり得る。したがって、ここに開示される
ような低濃度ガスの検出においては、少なくとも有機質のバインダを不使用とすることが
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好ましく、有機質および無機質のいずれのバインダについても不使用とすることが特に好
ましい。かかる構成の振動素子によると、低濃度の検出対象ガスをより精度よく検出する
ことができる。
【００１３】
なお、バインダを使用することなく金属錯体内包ゼオライトの粉末を水晶振動子に保持
させる方法としては、上記粉末が適当な溶媒（例えば、水と低沸点有機溶媒との混合溶媒
）に高度に分散された懸濁液を調製し、その懸濁液を水晶振動子の表面に付与して自然乾
燥させる方法が例示される。上記懸濁液の好ましい調製方法については後述する。
【００１４】
前記金属錯体内包ゼオライトとしては、金属フタロシアニン錯体（例えば、コバルトフ

20

タロシアニン錯体）をユニットセルに内包したゼオライトを好ましく採用し得る。金属フ
タロシアニン錯体は、上記ユニットセルに内包されていない状態において概ね平面状の形
状を有するため、複数の錯体分子がスタック（積層）した状態となりやすい。かかる金属
フタロシアニン錯体をゼオライトのユニットセルに内包させる（典型的には、該錯体を一
分子毎に異なるユニットセルに内包させる）ことにより、上記錯体のスタックを回避して
、検出対象ガスをより効果的に吸着することができる。また、金属フタロシアニン錯体は
、いくつかの典型的な検出対象ガス（例えば、トルエン、ピリジン、アセトアルデヒド等
）に対して良好な親和性を示すので好ましい。なお、ここに開示される技術における金属
錯体として採用可能であって、ゼオライトのユニットセル外ではスタックし易い（したが
ってユニットセルに内包させる意義が大きい）金属錯体の他の例として、金属サロフェン
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錯体が挙げられる。
【００１５】
ここに開示される技術にとり好適なゼオライトとして、Ｘ型ゼオライトおよびＹ型ゼオ
ライトが例示される。例えば、コバルトフタロシアニン錯体をユニットセルに内包したＸ
型ゼオライトを好ましく採用し得る。
【００１６】
この明細書によると、また、被測定ガス中に含まれる低濃度（典型的には５０ｐｐｍ以
下、さらには３０ｐｐｍ以下、例えば２０ｐｐｍ以下）の検出対象ガスを検出するための
ガスセンサが提供される。そのガスセンサは、水晶振動子上に金属錯体内包ゼオライトを
有する振動素子を備える。上記センサは、また、前記振動素子に前記被測定ガスを供給す
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る被測定ガス供給部（被測定ガス供給手段としても把握され得る。）を備えることができ
る。また、前記水晶振動子の共振周波数を測定する周波数カウンタ（周波数計測手段とし
ても把握され得る。）を備えることができる。
【００１７】
かかる構成のガスセンサは、ここに開示されるいずれかの低濃度ガス検出方法を実施す
るためのセンサとして好適である。換言すれば、ここに開示されるいずれかの低濃度ガス
検出方法は、上記構成のガスセンサを用いて好ましく実施され得る。
【００１８】
この明細書によると、また、水晶振動子上（典型的には、該振動子の電極上）に金属錯
体内包ゼオライトを有する振動素子を製造する方法が提供される。その製造方法は、ゼオ
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ライトのユニットセルに金属錯体（典型的には、該セルの入口よりも大きな金属錯体）が
内包された金属錯体内包ゼオライトの粉末を用意することを包含する。また、前記金属錯
体内包ゼオライト粉末を溶媒に投入し、該溶媒中において前記粉末を超音波破砕して均質
化（homogenization）することを包含し得る。また、前記均質化を経て調製された懸濁液
を水晶振動子の電極表面に付与して乾燥（例えば自然乾燥）させることを包含し得る。こ
こで、上記電極表面に付与される懸濁液は、バインダを実質的に含有しない（有機質およ
び／または無機質のバインダを少なくとも意図的には配合していないことをいう。）こと
が好ましい。例えば、不揮発分が実質的に前記金属錯体内包ゼオライト粉末のみである懸
濁液を上記電極表面に付与することが好ましい。
【００１９】

10

かかる方法で製造された振動素子は、ここに開示されるいずれかのガス検出方法に用い
られる振動素子として好適である。また、かかる方法で製造された振動素子は、ここに開
示されるいずれかのガスセンサ（典型的には、５０ｐｐｍ以下の低濃度ガス専用のガスセ
ンサ）の構成要素として好適である。
【図面の簡単な説明】
【００２０】
【図１】一実施形態に係るガスセンサの概略構成を示す模式図である。
【図２】金属錯体内包ゼオライトを水晶振動子上に有する振動素子Ｅ−１と、金属錯体を
内包しないゼオライトを水晶振動子上に有する振動素子Ｆ−１とに、１１ｐｐｍのトルエ
ンを含む被測定ガスＧ−１をそれぞれ供給したときの周波数変化を示すチャートである。
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【図３】金属錯体内包ゼオライトを水晶振動子上に有する振動素子Ｅ−２と、金属錯体を
内包しないゼオライトを水晶振動子上に有する振動素子Ｆ−２とに、１２ｐｐｍのピリジ
ンを含む被測定ガスＧ−２をそれぞれ供給したときの周波数変化を示すチャートである。
【図４】金属錯体内包ゼオライトを水晶振動子上に有する振動素子Ｅ−３と、金属錯体を
内包しないゼオライトを水晶振動子上に有する振動素子Ｆ−３とに、２ｐｐｍのアセトア
ルデヒドを含む被測定ガスＧ−３をそれぞれ供給したときの周波数変化を示すチャートで
ある。
【発明を実施するための形態】
【００２１】
以下、本発明の好適な実施形態を説明する。なお、本明細書において特に言及している
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事項以外の事柄であって本発明の実施に必要な事柄は、当該分野における従来技術に基づ
く当業者の設計事項として把握され得る。本発明は、本明細書に開示されている内容と当
該分野における技術常識とに基づいて実施することができる。
【００２２】
ここに開示される技術における金属錯体内包ゼオライトは、ゼオライトと、該ゼオライ
トのユニットセルに収容（内包）されている金属錯体とを含む。かかる金属錯体内包ゼオ
ライトを構成するゼオライトは、従来より知られている多孔質結晶性アルミノケイ酸塩に
限定されず、同様の結晶構造（骨格構造）を有する多孔質結晶性メタロケイ酸塩、リン酸
塩系多孔質結晶等の無機材料であり得る。これら多孔質結晶性アルミノケイ酸塩と類似結
晶構造（以下、「ゼオライト型の結晶構造」ということもある。）を有する無機材料につ
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いては、２０００年７月発行の書籍「ゼオライトの科学と工学」（小野嘉夫、八嶋建明著
、講談社刊）に詳細な説明がされている。ここでいう「ゼオライト」の概念には、これら
ゼオライト型の結晶構造を有する種々の無機材料が包含され得る。また、ここに開示され
る技術において、ゼオライトの「ユニットセル」とは、該ゼオライトの結晶構造（骨格構
造）における構造単位をいう。この「ユニットセル」は、また、該ゼオライトにおいて一
つの細孔を構成する単位ともなっている。
【００２３】
上記ゼオライトの具体的な構造としては、Ｘ型ゼオライト、Ｙ型ゼオライト、グメリナ
イト、β型ゼオライト、モルデナイト、オフレタイト、ＥＭＴ、ＳＡＰＯ−３７、ベリロ
リン酸塩Ｘ等のように細孔の入口部が１２個の原子により形成されている大細孔のもの；
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クローバライト等のように細孔の入口部が１４個以上の原子により形成されている超大細
孔のもの；フェリエライト、ヒューランダイト、ウェイネベアイト等のように細孔の入口
部が１０個の原子により形成されている中細孔のもの；アナルシム、チャバサイト、エリ
オナイト、Ａ型ゼオライト等のように細孔の入口部が８個以下の原子により形成されてい
る小細孔のもの；等を例示することができる。これらのうち好ましいゼオライトとして、
例えば、Ｘ型ゼオライト、Ｙ型ゼオライト、ＥＭＴ、ＳＡＰＯ−３７およびベリロリン酸
塩Ｘが挙げられる。これらのゼオライトは、細孔の内部のサイズが概ね直径１．３ｎｍで
あり、該細孔の入口部のサイズが概ね直径０．７ｎｍであって、一つのユニットセルに一
分子の金属錯体（例えば、金属フタロシアニン錯体）が内包された構成の金属錯体内包ゼ
オライトを構築するのに適している。Ｘ型ゼオライトおよび／またはＹ型ゼオライトの使
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用が特に好ましい。
【００２４】
一般にゼオライトは、その骨格構造（典型的には、ケイ素とアルミニウムとが酸素を介
して結合した骨格構造）の有する電荷を中和する陽イオンを含有する。該陽イオン（カチ
オン）は、例えば、リチウム、ナトリウム、カリウム等のアルカリ金属；マグネシウム、
カルシウム、バリウム等のアルカリ土類金属；等から選択される一種または二種以上であ
り得る。また、銀、銅、亜鉛、白金、パラジウム、アルミニウム、インジウム、スズ、チ
タン、バナジウム、クロム、マンガン、鉄、コバルト、ニッケル、ルテニウム、オスミウ
ム、ロジウム、イリジウム、金、モリブデン、タングステン等の、周期表４〜１３族に属
する金属；ランタン、セリウム等の希土類金属（例えばランタノイド）；等から選択され
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る一種または二種以上の金属の陽イオンであり得る。このような陽イオンは、例えばイオ
ン交換によって、その一部または実質的に全部を他の陽イオン（二次イオン）に置き換え
ることができる。
【００２５】
このようなゼオライトに内包される金属錯体は、検出対象ガスの種類に応じて、少なく
ともゼオライトに内包された状態において上記検出対象ガスに対して親和性を示す種々の
金属錯体であり得る。例えば、代表的な揮発性有機化合物（ＶＯＣ）であるトルエン、ピ
リジンおよびアセトアルデヒドの検出に適した金属錯体として、金属フタロシアニン錯体
を例示することができる。なお、ゼオライトに内包される金属錯体は、単独（ゼオライト
に内包されていない状態）では検出対象ガスの吸着性を示さない金属錯体であってもよい
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。例えば、検出対象ガスがトルエン、ピリジンまたはアセトアルデヒドである場合、コバ
ルトフタロシアニン錯体は、単独ではこれらの検出対象ガスを吸着しないが、Ｘ型ゼオラ
イトのユニットセルに内包されたコバルトフタロシアニン錯体は上記検出対象ガスを吸着
可能である。
【００２６】
なお、ここでいう「金属フタロシアニン錯体」は、該金属錯体を構成する配位子が置換
基を有しない（すなわち、無置換の）ものに加えて、該配位子が置換基を有するものをも
包含する概念であり、他の錯体についても同様である。ここに開示される金属錯体内包ゼ
オライトの一好適例として、下記式（Ａ）で表わされる無置換の金属フタロシアニン錯体
を内包するゼオライトが挙げられる（式中のＭは中心金属を表す。）。このような金属フ
タロシアニン錯体は、比較的安価な原料を用いたship‑in‑bottle法により、ユニットセル
内で容易に合成し得るので好ましい。
【００２７】
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【化１】

10

【００２８】
ここに開示される技術において好ましく採用し得る金属錯体の他の例として、ビス（サ
リチリデン）−オルト−フェニレンジアミナト金属錯体（以下、「金属サロフェン錯体」
ということもある。）、環状テトラピロール化合物（例えば、ポルフィリン、ポルフィセ
ン）を配位子とする金属錯体、ポリピリジル化合物（例えば，ピリジン，ターピリジン）
を配位子とする金属錯体、等が挙げられる。
【００２９】
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かかる金属錯体を構成する中心金属は、例えば、コバルト（Ｃｏ）、鉄（Ｆｅ）、マン
ガン（Ｍｎ）、銅（Ｃｕ）、ニッケル（Ｎｉ）、チタン（Ｔｉ）、ルテニウム（Ｒｕ）、
亜鉛（Ｚｎ）、クロム（Ｃｒ）、白金（Ｐｔ）、パラジウム（Ｐｄ）、バナジウム（Ｖ）
およびセリウム（Ｃｅ）等であり得る。これらのうち、錯体合成の容易性（特に、ship‑i
n‑bottle法による合成に適していること）、ゼオライトに内包された状態において上記代
表的なＶＯＣを吸着する性能、原料コスト等の観点から、好ましい中心金属として、コバ
ルト、鉄、マンガン、銅、ニッケル、チタンおよびルテニウムが挙げられる。
【００３０】
好ましい一態様では、ゼオライトを構成するユニットセルの細孔入口部のサイズ（例え
ば、Ｘ型およびＹ型のゼオライトでは約０．７ｎｍ）に対し、該入口部のサイズよりも大
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きなサイズの金属錯体が内包された金属錯体内包ゼオライトを使用する。すなわち、前記
入口部を実質的に通過できない（該入口部を経由してユニットセルの細孔に出入りするこ
とができない）サイズの金属錯体が内包されていることが好ましい。このようなサイズの
関係を満たすゼオライトと金属錯体との組み合わせは、該金属錯体がユニットセルの内部
（細孔内）に保持された状態を安定して維持するのに適している。例えば、該金属錯体内
包ゼオライトに施され得る種々の処理および／または該ゼオライト材料の種々の使用状況
において、ユニットセルに内包された金属錯体が該ユニットセルの細孔から抜け出す（ユ
ニットセルから失われる）事象が起こり難い。例えば超音波破砕による均質化等を行って
もその組成が損なわれにくいので、該金属錯体内包ゼオライトの粉末が溶媒中に高度に分
散された懸濁液を調製するのに適している。したがって、このような金属錯体内包ゼオラ
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イト粉末は、該粉末が実質的にバインダを使用することなく水晶振動子上に保持された振
動素子を形成するのに適している。
【００３１】
ゼオライトのユニットセル内に金属錯体を内包させる方法としては、ゼオライトと金属
錯体形成用原料（該錯体を構成する配位子の前駆体等）とを含む混合物を封管中で加熱す
る方法、該混合物を加熱還流する方法等を適宜採用することができる。上記混合物として
は、目的とする（すなわち、ユニットセルに内包させようとする）金属錯体の中心金属た
る金属元素が担持されているゼオライトと、その金属元素に配位して上記金属錯体を構築
し得る配位子前駆体とを含む混合物を好ましく使用することができる。かかる配位子前駆
体としては、ユニットセルの入口部よりもサイズの小さな化合物を好ましく使用すること
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ができる。上記ユニットセルへの金属錯体の内包は、このような配位子前駆体がユニット
セル内において金属元素に配位することによって該ユニットセル内で金属錯体が合成（構
築）されるように行われることが好ましい。ユニットセルの入口部のサイズよりも分子サ
イズの大きな金属錯体を該ユニットセルに内包させる場合には、二分子以上の配位子前駆
体（一種類の化合物であってもよく、二種以上の化合物であってもよい。）から一分子の
錯体が合成されるように、該錯体およびそれに対応する配位子前駆体（好ましくは、さら
に該錯体の中心金属たる金属元素）を選定することが好ましい。このようにユニットセル
内で金属錯体を合成する手法（特に、該ユニットセルの入口部よりもサイズの大きな錯体
を合成する手法）は、いわゆるship‑in‑bottle法として把握され得る。かかる合成法によ
ると、ユニットセルの入口部よりも大きな金属錯体であっても、該錯体を該ユニットセル
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に効率よく内包させることができる。なお、かかる合成法は、ユニットセルの入口部より
も小さなサイズの金属錯体の合成にも好ましく適用され得る。
【００３２】
ここに開示される技術における水晶振動子としては、一般的なＱＣＭ法における水晶振
動子と同様のものを使用することができる。通常は、ＡＴカットの水晶振動子が好ましく
用いられる。例えば、基本振動周波数Ｆ０が概ね９ＭＨｚ以上（典型的には９ＭＨｚ〜３
０ＭＨｚ程度）であって、電極面積Ａが０．１ｃｍ２〜０．５ｃｍ２程度の水晶振動子を
好ましく用いることができる。
【００３３】
かかる水晶振動子に金属錯体内包ゼオライト（典型的には粉末状。例えば、平均粒径が
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０．１μｍ〜０．５μｍの金属錯体内包ゼオライト粉末）を保持させて振動素子を作製す
る操作は、例えば以下のようにして行うことができる。すなわち、金属錯体内包ゼオライ
トの粉末が適当な溶媒に分散した懸濁液を調製する。この懸濁液は、上記溶媒（揮発成分
）および金属錯体内包ゼオライト以外に有機質および／または無機質のバインダを含有し
てもよく、かかるバインダを実質的に含有しなくてもよい。その懸濁液を水晶振動子の電
極面上に付与（例えば滴下）して上記溶媒を除去する（乾燥させる）ことにより、水晶振
動子上に金属錯体内包ゼオライトが保持された振動素子を得ることができる。上記溶媒の
除去は、自然乾燥により行ってもよく、乾燥を促進するために加熱してもよい。
【００３４】
好ましい一態様では、実質的にバインダを含有しない懸濁液を水晶振動子に付与する。
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かかる態様によると、特に高精度なガスセンサを構築し得る振動素子が作製され得る。こ
のようにバインダを使用することなく水晶振動子に金属錯体内包ゼオライト粉末を保持さ
せるにあたっては、上記懸濁液において金属錯体内包ゼオライト粉末を高度に分散させて
おくことが有利である。かかる高度な分散を実現する方法として、金属錯体内包ゼオライ
ト粉末を溶媒に投入し、該溶媒中において上記粉末に超音波破砕処理を施すことによって
系を均質化する（粉末を微細化する）ことを含む方法を好ましく採用することができる。
この超音波破砕処理には、市販の超音波発生機（例えば、トミー精工の超音波発生機、商
品名「ＴＯＭＹ

ＵＤ−２０１」）を使用することができる。上記超音波破砕処理に加え

て、系に超音波振動を付与する処理（超音波処理）を施してもよい。この超音波処理によ
って、金属錯体内包ゼオライト粉末を溶媒中に均一に分散（懸濁）させることができる。
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かかる超音波処理は、例えば、一般的な超音波洗浄器を使用して好適に実施することがで
きる。上記超音波処理は、超音波破砕処理と同時に行ってもよく、その前に行ってもよく
、後に行ってもよく、これらのうち二以上の時期に行ってもよい。
【００３５】
より具体的には、例えば以下のようにして金属錯体内包ゼオライトを水晶振動子に好適
に保持させることができる。すなわち、平均粒径０．１μｍ〜０．５μｍの金属錯体内包
ゼオライト粉末を用意（合成、購入など）する。その金属錯体内包ゼオライト粉末５０ｍ
ｇ〜２００ｍｇを水（超純水またはイオン交換水の使用が好ましい。）１００ｍＬに投入
し、まず超音波振動を付与して分散させ（超音波処理）、さらに超音波発生機を用いて均
質化する（超音波破砕処理）。この超音波破砕処理は、金属錯体内包ゼオライト粉末の平
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均粒径が処理前よりも小さくなるように（換言すれば、粒子をより細かく砕くために）行
われ得る。
【００３６】
このようにして得られた金属錯体内包ゼオライト粉末の水懸濁液に、水と均一に混合可
能な揮発性有機溶媒を添加して混合する。好ましくは、上記揮発性有機溶媒を添加した後
に超音波処理を施す。上記揮発性有機溶媒としては、テトラヒドロフラン（ＴＨＦ）、ア
セトン、メタノール等を用いることができ、例えばＴＨＦを好ましく使用することができ
る。水と揮発性有機溶媒との体積比は、通常、１：０．２〜１：５（例えば１：０．５〜
１：２）程度とすることが適当である。このようにして、水と揮発性有機溶媒との混合溶
媒に金属錯体内包ゼオライト粉末が分散した懸濁液を調製する。この懸濁液を水晶振動子
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に付与して自然乾燥させるとよい。
【００３７】
ここに開示される技術を適用してなるガスセンサの一実施形態を図１に模式的に示す。
このガスセンサ１０は、水晶振動子１４上に金属錯体内包ゼオライトが保持された振動素
子１２と、その振動素子１２を収容するセル（ガス検出部）２０と、振動素子１２に電気
的に接続されて水晶振動子１４の周波数を計測する周波数カウンタ３０とを備える。符号
３２はオシレータである。セル２０の上端からは二つのチューブ２２，２４が引き出され
ている。それらのうち一方のチューブ２２は、検出対象ガスの濃度が５０ｐｐｍの被測定
ガスＧを被測定ガス供給部３４からセル２０に案内する被測定ガス導入管として用いられ
る。他方のチューブ２４は排気管として用いられる。セル２０は恒温槽４０の内部に配置
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されており、これによりセル２０の温度を一定に保ち得るようになっている。ガス検出の
際には、セル２０を一定温度（例えば、２０℃〜８０℃の範囲から選択される温度）に保
つことが好ましい。被測定ガスＧに含まれる検出対象ガスが振動素子１２の金属錯体内包
ゼオライトに吸着されると、水晶振動子１４の振動数が低下する。その振動数の変化ΔＦ
を周波数カウンタ３０を通じて把握することにより、検出対象ガスの存在を検知すること
ができる。
【００３８】
なお、ここに開示されるガスセンサは、任意の構成要素として、周波数カウンタ３０に
よる計測値および必要なパラメータをＱＣＭの分野において一般的なＳａｕｅｒｂｒｅｙ
の式に代入することにより具体的な質量増加量を算出する機能を備えた演算装置、検出対
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象ガスの存在を検知したことを知らせる機能を備えた表示装置等を含み得る。
【００３９】
ここに開示される技術は、５０ｐｐｍ以下（好ましくは３０ｐｐｍ以下、例えば２０ｐ
ｐｍ以下）の低濃度ガスの検出に好ましく適用され得る。検出可能な濃度の下限は、検出
対象ガスと金属錯体との組み合わせや水晶振動子の形状等によっても異なり得るが、典型
的には０．１ｐｐｍ以上（例えば０．５ｐｐｍ以上）である。ここに開示される技術は、
低濃度の有機化合物ガスを検出する技術として特に有用である。例えば、トルエン、ピリ
ジン、アセトアルデヒド、ベンゼン、キシレン等の揮発性有機化合物の検出に好ましく適
用され得る。
【００４０】
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以下、本発明に関するいくつかの実施例を説明するが、本発明をかかる具体例に示すも
のに限定することを意図したものではない。なお、以下の説明中の「部」および「％」は
、特に断りがない限り質量基準である。
【００４１】
＜コバルトフタロシアニン錯体内包ゼオライトの調製＞
以下の手順により、Ｃｏ２＋フタロシアニン錯体（ＣｏＰｃ）を内包したＸ型ゼオライ
ト粉末を調製した。すなわち、ナトリウムイオンを含むＸ型ゼオライト（ＮａＸ）の粉末
（東ソー株式会社製品）を用意し、該ゼオライトに含まれるナトリウムイオン（Ｎａ＋）
の一部をコバルトイオン（Ｃｏ２＋）とイオン交換することにより、０．９５ｗｔ％のＣ
ｏ２＋イオンを含むＮａＸ（Ｃｏ−ＮａＸ）を得た。このＣｏ−ＮａＸ１０８．９６ｇ（
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１８ｍｍｏｌのＣｏ２＋を含む。）と、ｏ−フタロニトリル０．１２７ｍｏｌとをアセト
ン中で１時間攪拌した後、反応混合物から揮発物を除去し、これをエチレングリコール２
５０ｍＬに懸濁させた。ここにトリ−ｎ−ブチルアミン（（ｎ−Ｂｕ）３Ｎ）１５ｍＬを
添加した後、混合物を２１０℃で５時間攪拌した。得られた固体に含まれる未反応の配位
子やゼオライト粒の外部に生成したフタロシアニン等を除去するため、ソックスレー抽出
器を用いて該固体をメタノール、アセトン、およびピリジンで抽出して精製した。その精
製物を飽和硝酸ナトリウム水溶液４００ｍＬに懸濁させて２４時間攪拌することにより、
未反応の（錯体を構成しない）コバルトイオンをナトリウムイオンと交換して除去した。
結果物を水洗して６０℃で乾燥させ、薄青色の粉末を得た。エネルギー分散型蛍光Ｘ線分
光分析（ＥＤＸ）、紫外線／可視光（ＵＶ／ｖｉｓ）吸収スペクトルおよび拡散反射スペ

10

クトルから、ＮａＸのユニットセルにコバルトフタロシアニンが内包された目的物（Ｃｏ
Ｐｃ＠ＮａＸ）が得られたことを確認した。
【００４２】
＜ＱＣＭチップの前処理＞
明電舎製のＱＣＭチップ（ＡＴカット、１０ＭＨｚ、電極面積０．１５９ｃｍ２）を用
意し、その電極部を濃硝酸に数時間浸漬した後、水で超音波洗浄した。次いで、金電極を
ピランハ溶液（Ｈ２ＳＯ４：Ｈ２Ｏ＝７：３）に３０分間浸漬した。その後、ＱＣＭチッ
プを取り出して水洗し、直ちに実験に使用した。
【００４３】
20

＜ＣｏＰｃ＠ＮａＸ担持ＱＣＭチップの作製＞
ＱＣＭチップにＣｏＰｃ＠ＮａＸが担持された構成の振動素子（ＣｏＰｃ＠ＮａＸ／Ｑ
ＣＭ）を作製した。すなわち、１００ｍｇのＣｏＰｃ＠ＮａＸを１００ｍＬの超純水（ミ
リＱ水）に投入し、東京理化器械株式会社の超音波洗浄器、商品名「ＥＹＥＬＡ

ＭＵＳ

＝２０Ｄ」（３８ｋＨｚ、２５０Ｗ）を用いて２時間の超音波処理を行った。さらに、株
式会社トミー精工の超音波発生機、商品名「ＴＯＭＹ

ＵＤ−２０１」（２０ｋＨｚ、２

００Ｗ）を用いて３０分間の均質化処理を行った。このようにして、１ｍｇ／ｍＬのＣｏ
Ｐｃ＠ＮａＸが水に分散した懸濁液Ａ−１を得た。この懸濁液１ｍＬにテトラヒドロフラ
ン（ＴＨＦ）１ｍＬを加え、上記超音波洗浄器により１０分間の超音波処理を行った。こ
のようにして、Ｈ２ＯとＴＨＦとの１：１（体積比）混合溶媒にＣｏＰｃ＠ＮａＸが分散
した懸濁液Ａ−２を調製した。

30

【００４４】
上記前処理が施されたＱＣＭチップの電極面に、２０μＬの懸濁液Ａ−２を滴下して自
然乾燥させた。この操作を１回もしくは複数回繰り返して行うことにより、ＱＣＭチップ
の電極上に４０．２８μｇのＣｏＰｃ＠ＮａＸが保持された振動素子サンプルを２個（Ｅ
−１，Ｅ−２）、１３．３３μｇのＣｏＰｃ＠ＮａＸが保持された振動素子サンプルを１
個（Ｅ−３）作製した。なお、上記懸濁液Ａ−２は、上記混合溶媒およびＣｏＰｃ＠Ｎａ
Ｘのみを含有し、バインダを含有しない。すなわち、これらの振動素子サンプルにおいて
、ＣｏＰｃ＠ＮａＸは、バインダを用いることなくＱＣＭに保持されている。また、懸濁
液Ａ−２の滴下量とＣｏＰｃ＠ＮａＸの保持量との間には良好な直線性が認められた。
【００４５】

40

上記超音波処理および均質化処理を行う前と後とで、ＣｏＰｃ＠ＮａＸのＵＶ／ｖｉｓ
吸収スペクトル（Ｈ２ＳＯ４中）および拡散反射スペクトルを比較したところ、いずれの
スペクトルおいても処理の前後で目立った差異は認められなかった。この結果は、上記超
音波処理および均質化処理後にも、ＣｏＰｃがＮａＸに内包された構造が適切に保たれて
いることを支持している。
【００４６】
＜ＮａＸ担持ＱＣＭチップの作製＞
対照として、ＱＣＭにＮａＸが担持された構成の振動素子（ＮａＸ／ＱＣＭ）を作製し
た。このＮａＸ／ＱＣＭの作製は、ＣｏＰｃ＠ＮａＸの代わりにＮａＸを使用した点以外
はＣｏＰｃ＠ＮａＸ／ＱＣＭの作製と同様の手順により行った。すなわち、Ｈ２ＯとＴＨ
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Ｆとの１：１（体積比）混合溶媒にＮａＸが分散した懸濁液Ｂ−２を調製し、これをＱＣ
Ｍチップの電極面に滴下して自然乾燥させる操作を１回もしくは複数回繰り返して行うこ
とにより、ＱＣＭチップの電極上に２３．１４μｇのＮａＸが保持された振動素子サンプ
ルを２個（Ｆ−１，Ｆ−２）、１０．６４μｇのＮａＸが保持された振動素子サンプルを
１個（Ｆ−３）作製した。
【００４７】
＜ガス検出試験＞
振動素子としてＣｏＰｃ＠ＮａＸ／ＱＣＭを備えるガスセンサ、および、振動素子とし
てＮａＸ／ＱＣＭを備えるガスセンサを用いて、被測定ガス中に５０ｐｐｍ以下（ここで
は１ｐｐｍ〜２０ｐｐｍ、具体的には２ｐｐｍ〜１２ｐｐｍ）の濃度で含まれる検出対象

10

ガスを検出する試験を行った。この試験には、図１に示す概略構成のガスセンサ１０を使
用した。このガスセンサ１０は、上記で作製した振動素子１２を収容するセル２０（ここ
ではガラス製）と、振動素子１２に電気的に接続されて水晶振動子１４の周波数を計測す
る周波数カウンタ３０（Ａｇｉｌｅｎｔ社製、分解能０．１Ｈｚのユニバーサルカウンタ
、型式５３１３Ａを使用した。）とを備える。符号３２はオシレータである。セル２０の
上端からは二つのチューブ２２，２４が引き出されている。それらのうち一方のチューブ
２２は被測定ガス導入管として用いられる。本実験例においては、振動素子１２のガス組
成に対する応答を評価するために、所定の組成に調製された被測定ガスＧを送り出すガス
発生器３４（ガステック社製のパーミエータ、商品名「ＧＡＳＴＥＣ

ＰＤ−１Ｂ−２」

）が被測定ガス導入管２２に接続されている。他方のチューブ２４は排気管として用いら

20

れる。セル２０は、恒温槽４０（日本ブロアー株式会社の型式ＬＳ−５を使用した。）の
内部に配置されている。
【００４８】
振動素子１２に吸着した湿気の影響を除くため、測定開始直前に振動素子１２を１００
℃で真空乾燥した。恒温槽４０内を６０℃に保ち、ガス発生器３４から４０℃の被測定ガ
スＧを所定のフローレートでセル２０内に供給した。被測定ガスとしては、検出対象ガス
としてのトルエンを乾燥空気（キャリアガス）中に１１ｐｐｍの濃度で含むガス（Ｇ−１
）、検出対象ガスとしてのピリジンを乾燥空気中に１２ｐｐｍの濃度で含むガス（Ｇ−２
）、および、検出対象ガスとしてのアセトアルデヒドを乾燥空気中に２ｐｐｍの濃度で含
むガス（Ｇ−３）、の３種類を使用した。被測定ガスＧ−１の検出試験には、振動素子サ
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ンプルＥ−１，Ｆ−１を使用し、Ｇ−１のフローレートは０．５リットル／分とした。被
測定ガスＧ−２の検出試験には振動素子サンプルＥ−２，Ｆ−２を使用し、Ｇ−２のフロ
ーレートは０．５リットル／分とした。被測定ガスＧ−３の検出試験には振動素子サンプ
ルＥ−３，Ｆ−３を使用し、Ｇ−３のフローレートは０．８リットル／分とした。各振動
素子サンプルを備えたガスセンサに、各被測定ガスを１時間供給し、その間の周波数変化
を記録した。得られた結果を図２〜４に示す。図の縦軸は、各振動素子の測定開始時にお
ける周波数を基準（ゼロ点）として、その周波数に対する変化量を表している。
【００４９】
図２〜４に示されるように、ＣｏＰｃ＠ＮａＸ／ＱＣＭを用いた振動素子サンプルＥ−
１〜Ｅ−３では、いずれも、被測定ガスの供給開始から２分以内に周波数が大きく（１０

40

０Ｈｚ以上）低下した。したがって、この周波数変化を通じて、被測定ガス中に検出対象
ガスが含まれることを容易かつ確実に把握することができる。すなわち、これら振動素子
サンプルＥ−１〜Ｅ−３は、低濃度（５０ｐｐｍ以下）用のガスセンサとして十分に実用
的な応答性能を示すことが確認された。
【００５０】
一方、ＮａＸ／ＱＣＭを用いた振動素子サンプルＦ−１〜Ｆ−３では、被測定ガスの供
給開始から１時間経過後に至るまで、周波数の低下は殆ど観測されなかった。この結果は
、金属錯体を内包しないゼオライトには、ここで使用したような低濃度（２〜１２ｐｐｍ
）の検出対象ガスが殆ど吸着されないことを示している。
【００５１】
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なお、より高濃度（１０００ｐｐｍ、１００００ｐｐｍ）の検出対象ガスを含む被測定
ガスでは、金属錯体を内包しないゼオライトにおいてもガスの吸着が起こり、むしろ単位
質量当たりのガス吸着量は金属錯体内包ゼオライトよりも多いことが認められた。この結
果は、金属錯体内包ゼオライトでは、ゼオライトの細孔の一部が金属錯体で埋まっている
ことにより、金属錯体を内包しないゼオライトよりも比表面積が低いことに関連するもの
と考えられる。すなわち、ガスの濃度によって、金属錯体内包ゼオライトと金属錯体を内
包しないゼオライトとのガス吸着挙動が逆転した。
【００５２】
以上のように、金属錯体内包ゼオライトを水晶振動子に保持した振動素子によると、検
出対象ガスの濃度が低い（５０ｐｐｍ以下）条件下において特異的に、金属錯体を内包し

10

ないゼオライトでは実現し得ない高感度なガス検出能が発揮されることが確認された。
【００５３】
さらに、一般的なＳａｕｅｒｂｒｅｙの式（下記式（１））を適用して検出対象ガスの
合計吸収量を求めた。
【００５４】
【数１】

20
【００５５】
上記式（１）において、ΔＦは周波数の変化量、Ｆ０は水晶振動子の基本振動周波数、
Ａは電極面積、μｑは水晶の剪断応力、ρｑは水晶の密度、Δｍは質量変化量（ガス吸着
量）を示す。ここで使用したＱＣＭチップでは、Ｆ０＝１０ＭＨｚ、Ａ＝０．１５９ｃｍ
２

、μｑ＝２．９４７×１０１０ｋｇｍ−１ｓ−２、ρｑ＝２６４８ｋｇｍ−３である。

これらの値を上記式（１）に代入すると、下記式（２）が得られる。
【００５６】
【数２】
30

【００５７】
この式（２）を用いて、被測定ガスの供給開始から１時間後における周波数変化を、各
振動素子サンプルの質量変化量（ｗｔ％）に換算した。さらに、その換算値と各検出対象
ガスの分子量から、各振動素子サンプルにおける検出対象ガス分子の吸着モル数（ｎｍｏ
ｌ）を算出した。それらの結果を表１に示す。
【００５８】
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【表１】
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【００５９】
表１に示されるように、低濃度（２０ｐｐｍ以下、具体的には２ｐｐｍ〜１２ｐｐｍ）
では、ＣｏＰｃ＠ＮａＸ／ＱＣＭとＮａＸ／ＱＣＭとで各検出対象ガスに対する吸着挙動
が著しく異なることが具体的数値からも確認された。すなわち、ここで実験した検出対象
ガス濃度においては、ＣｏＰｃ＠ＮａＸ／ＱＣＭによると、ＮａＸ／ＱＣＭの概ね１０倍
以上（１０〜７００倍）のモル数の検出対象ガスが吸着された。
【００６０】

20

なお、ＣｏＰｃ＠ＮａＸ／ＱＣＭを用いた振動素子サンプルについて、上記吸着モル数
をＣｏＰｃ１分子当たりに吸着された分子数に換算した。その結果、サンプルＥ−１（Ｃ
ｏＰｃの保持量＝２．６８×１０−９）ではＣｏＰｃ１分子当たり０．５７分子のトルエ
ンが吸着され、サンプルＥ−２（ＣｏＰｃの保持量＝０．８９×１０−９）ではＣｏＰｃ
１分子当たり２．５９分子のピリジンが吸着され、サンプルＥ−３（ＣｏＰｃの保持量＝
２．６８×１０−９）ではＣｏＰｃ１分子当たり２．７０分子のアセトアルデヒドが吸着
されたことがわかった。このように、ここに開示される技術によると、水晶振動子上の金
属錯体内包ゼオライトが低濃度（２０ｐｐｍ以下、具体的には２ｐｐｍ〜１２ｐｐｍ）に
おいても検出対象ガスを効果的に吸着し得ることを利用して、上記検出対象ガスを感度良
く検出し、さらにその吸着量を分子単位で求めることができた。
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【符号の説明】
【００６１】
１０

ガスセンサ

１２

振動素子

１４

水晶振動子

２０

セル

２２

被測定ガス導入管

２４

排気管

３０

周波数カウンタ

３２

オシレータ

３４

ガス発生器（被測定ガス供給部）

４０

恒温槽
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【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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