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(57)【 特 許 請 求 の 範 囲 】
【請求項１】
下記一般式（１）又は（２）
【化１】
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（一般式（１）又は（２）中、Ｘ１及びＸ１´はそれぞれ独立に酸素原子、窒素原子又
は硫黄原子を示し、
Ｒ１及びＲ１´はそれぞれ独立に炭素数１〜８のアルキル基、炭素数１〜８のアルケニル
基、炭素数１〜８のアルキニル基、アリール基、アミノ基、保護基若しくは置換基を有し
ていてもよいアミド基、ハロゲン原子、又は水素原子を示し、上記アルキル基、上記アル
ケニル基、上記アルキニル基、及び上記アリール基は、ヘテロ原子として窒素原子、酸素
原子及び硫黄原子から選択される少なくとも１つの原子を含んでいてもよく、
Ｒ２、Ｒ２´、Ｒ７、及びＲ８はそれぞれ独立に炭素数１〜８のアルキル基、炭素数１〜
８のアルケニル基、炭素数１〜８のアルキニル基、アリール基、ハロゲン原子、ニトロ基
、カルボキシル基、アミノ基、又は水素原子を示し、上記アルキル基、上記アルケニル基
、上記アルキニル基、及び上記アリール基は、ヘテロ原子として窒素原子、酸素原子及び
硫黄原子から選択される少なくとも１つの原子を含んでいてもよく、
Ｒ３、Ｒ３´、Ｒ４及びＲ４´はそれぞれ独立に炭素数１〜８のアルキル基、炭素数１〜
８のアルケニル基、炭素数１〜８のアルキニル基、アリール基、又は水素原子を示し、上
記アルキル基、上記アルケニル基、上記アルキニル基、及び上記アリール基は、ヘテロ原
子として窒素原子、酸素原子及び硫黄原子から選択される少なくとも１つの原子を含んで
いてもよく、
Ｒ５、Ｒ５´、Ｒ６及びＲ６´はそれぞれ独立に炭素数１〜８のアルキル基、炭素数１〜
８のアルケニル基、炭素数１〜８のアルキニル基、アリール基、ハロゲン原子、又は水素
原子を示し、上記アルキル基、上記アルケニル基、上記アルキニル基、及び上記アリール
基は、ヘテロ原子として窒素原子、酸素原子及び硫黄原子から選択される少なくとも１つ
の原子を含んでいてもよく、
Ｒ３とＲ５との間、Ｒ３´とＲ５´との間、Ｒ４とＲ６との間、及び、Ｒ４´とＲ６´と
の間の少なくともいずれかは結合して環が形成されていてもよい。）
で表される化合物を含有する、ガス検知材。
【請求項２】
測定対象となるガスに接触することにより、接触したガスに応じた発色の変化、又は、
接触したガスに応じた発色及び発光の変化を示す、請求項１に記載のガス検知材。
【請求項３】
測定対象となるガスは、有機ハロゲン化物、炭化水素、アルコール、エーテル、ケトン
、エステル、有機リン化合物、カルボン酸、スルホン酸、アミン、アセトニトリル、Ｎ,
Ｎ−ジメチルホルムアミド、ジメチルスルホキシド、水、活性酸素種、一酸化炭素、二酸
化炭素、ニトロトルエン類、ピクリン酸、塩化水素、フッ化水素、臭化水素、ヨウ化水素
、硫化水素、有機硫黄化合物、窒素酸化物、又は硫黄酸化物である、請求項１又は２に記
載のガス検知材。
【請求項４】
下記一般式（１）又は（２）
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【化２】

（一般式（１）又は（２）中、Ｘ１及びＸ１´はそれぞれ独立に酸素原子、窒素原子又
は硫黄原子を示し、
Ｒ１及びＲ１´はそれぞれ独立に炭素数１〜８のアルキル基、炭素数１〜８のアルケニル
基、炭素数１〜８のアルキニル基、アリール基、アミノ基、保護基若しくは置換基を有し
ていてもよいアミド基、ハロゲン原子、又は水素原子を示し、上記アルキル基、上記アル
ケニル基、上記アルキニル基、及び上記アリール基は、ヘテロ原子として窒素原子、酸素
原子及び硫黄原子から選択される少なくとも１つの原子を含んでいてもよく、
Ｒ２、Ｒ２´、Ｒ７、及びＲ８はそれぞれ独立に炭素数１〜８のアルキル基、炭素数１〜
８のアルケニル基、炭素数１〜８のアルキニル基、アリール基、ハロゲン原子、ニトロ基
、カルボキシル基、アミノ基、又は水素原子を示し、上記アルキル基、上記アルケニル基
、上記アルキニル基、及び上記アリール基は、ヘテロ原子として窒素原子、酸素原子及び
硫黄原子から選択される少なくとも１つの原子を含んでいてもよく、
Ｒ３、Ｒ３´、Ｒ４及びＲ４´はそれぞれ独立に炭素数１〜８のアルキル基、炭素数１〜
８のアルケニル基、炭素数１〜８のアルキニル基、アリール基、又は水素原子を示し、上
記アルキル基、上記アルケニル基、上記アルキニル基、及び上記アリール基は、ヘテロ原
子として窒素原子、酸素原子及び硫黄原子から選択される少なくとも１つの原子を含んで
いてもよく、
Ｒ５、Ｒ５´、Ｒ６及びＲ６´はそれぞれ独立に炭素数１〜８のアルキル基、炭素数１〜
８のアルケニル基、炭素数１〜８のアルキニル基、アリール基、ハロゲン原子、又は水素
原子を示し、上記アルキル基、上記アルケニル基、上記アルキニル基、及び上記アリール
基は、ヘテロ原子として窒素原子、酸素原子及び硫黄原子から選択される少なくとも１つ
の原子を含んでいてもよく、
Ｒ３とＲ５との間、Ｒ３´とＲ５´との間、Ｒ４とＲ６との間、及び、Ｒ４´とＲ６´と
の間の少なくともいずれかは結合して環が形成されていてもよい。）
で表される化合物を担持する、ガス検知体。
【請求項５】
請求項４に記載のガス検知体を備えている、ガス検知器。
【請求項６】
携帯可能な形態である、請求項５に記載のガス検知器。
【請求項７】
バッジ式ガス検知器である、請求項５又は６に記載のガス検知器。
【請求項８】
請求項１〜３のいずれか１項に記載のガス検知材、請求項４に記載のガス検知体、又は
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、請求項５〜７のいずれか１項に記載のガス検知器を、測定対象となるガスを含む雰囲気
に置く工程、及び、発色性の変化及び発光性の変化の少なくともいずれかを検出する工程
を含む、ガス検知方法。
【請求項９】
請求項１〜３のいずれか１項に記載のガス検知材、又は、請求項４に記載のガス検知体
を、加熱乾燥、減圧乾燥、又は加熱減圧乾燥すること、或いは、上記ガス検知材又は上記
ガス検知体に機械的刺激を付与することにより、上記ガス検知材又は上記ガス検知体に含
まれる上記化合物に包接されるガスを脱離する工程を含む、ガス検知材又はガス検知体の
製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明はガス検知材及びその利用に関し、特に目的のガスが大気中又は閉空間に存在す
るか否かを、簡便にかつ高い精度や正確度で検知することができるガス検知材及びその利
用に関する。
【背景技術】
【０００２】
機能性色素を用いるケミカルセンサーは、機能性色素の分子と測定対象となる分子又は
イオンとの化学的反応により生じる発色の変化等を利用して対象物質の有無を検出するも
のであり、環境測定、医療診断等の幅広い分野で利用されている。
【０００３】
しかし、有機系の機能性色素は、高濃度の溶液中において色素分子が凝集して、発光効
率、発色性、光感受性及び光増感性が低下するため、ケミカルセンサーとして利用しづら
いという問題がある。
【０００４】
かかる問題を解決するために、本発明者らは、溶液中において凝集すると発光が増大す
る凝集誘起発光増強特性を有する機能性色素として、アミノベンゾピラノキサンテン系色
素を開発している（特許文献１参照）。
【０００５】
有機系の機能性色素を用いる従来のケミカルセンサーとして、主に溶液中において測定
対象を検出するものであるが、非特許文献１のものが知られている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】米国特許第８１３４０１７号明細書（２０１２年３月１３日公開）
【非特許文献】
【０００７】
【 非 特 許 文 献 １ 】 Chem. Eur. J 2010, 16, 4793-4802
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
しかしながら、目的のガスが大気中又は閉空間に存在するか否かを、有機系の機能性色
素を用いて検知する従来の技術は、識別性が低いという問題があった。すなわち、非特許
文献１に開示されている技術は、同系色や単一色の変化を検知するものであるため、目視
などによる識別能や濃度変化の判別能が低く、精度、正確度や選択性の高い検知を行うこ
とが困難であった。
【０００９】
本発明はかかる現状に鑑み、目的のガスが大気中又は閉空間に存在するか否かを、有機
系の機能性色素を用いて、複数種類のガス分子について、簡便にかつ高い精度や正確度で
検知することができる技術を提供することを目的とする。
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【課題を解決するための手段】
【００１０】
上記の課題を解決するために、本発明に係るガス検知材は、下記一般式（１）又は（２
）
【００１１】
【化１】

【００１２】
（一般式（１）又は（２）中、Ｘ１及びＸ１´はそれぞれ独立に酸素原子、窒素原子又
は硫黄原子を示し、
Ｒ１及びＲ１´はそれぞれ独立に炭素数１〜８のアルキル基、炭素数１〜８のアルケニル
基、炭素数１〜８のアルキニル基、アリール基、アミノ基、保護基若しくは置換基を有し
ていてもよいアミド基、ハロゲン原子、又は水素原子を示し、上記アルキル基、上記アル
ケニル基、上記アルキニル基、及び上記アリール基は、ヘテロ原子として窒素原子、酸素
原子及び硫黄原子から選択される少なくとも１つの原子を含んでいてもよく、
Ｒ２、Ｒ２´、Ｒ７、及びＲ８はそれぞれ独立に炭素数１〜８のアルキル基、炭素数１〜
８のアルケニル基、炭素数１〜８のアルキニル基、アリール基、ハロゲン原子、ニトロ基
、カルボキシル基、アミノ基、又は水素原子を示し、上記アルキル基、上記アルケニル基
、上記アルキニル基、及び上記アリール基は、ヘテロ原子として窒素原子、酸素原子及び
硫黄原子から選択される少なくとも１つの原子を含んでいてもよく、
Ｒ３、Ｒ３´、Ｒ４及びＲ４´はそれぞれ独立に炭素数１〜８のアルキル基、炭素数１〜
８のアルケニル基、炭素数１〜８のアルキニル基、アリール基、又は水素原子を示し、上
記アルキル基、上記アルケニル基、上記アルキニル基、及び上記アリール基は、ヘテロ原
子として窒素原子、酸素原子及び硫黄原子から選択される少なくとも１つの原子を含んで
いてもよく、
Ｒ５、Ｒ５´、Ｒ６及びＲ６´はそれぞれ独立に炭素数１〜８のアルキル基、炭素数１〜
８のアルケニル基、炭素数１〜８のアルキニル基、アリール基、ハロゲン原子、又は水素
原子を示し、上記アルキル基、上記アルケニル基、上記アルキニル基、及び上記アリール
基は、ヘテロ原子として窒素原子、酸素原子及び硫黄原子から選択される少なくとも１つ
の原子を含んでいてもよく、
Ｒ３とＲ５との間、Ｒ３´とＲ５´との間、Ｒ４とＲ６との間、及び、Ｒ４´とＲ６´と
の間の少なくともいずれかは結合して環が形成されていてもよい。）
で表される化合物を含有する。
【００１３】
また、上記の課題を解決するために、本発明に係るガス検知体は、下記一般式（１）又
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は（２）
【００１４】
【化２】

【００１５】
（一般式（１）又は（２）中、Ｘ１及びＸ１´はそれぞれ独立に酸素原子、窒素原子又
は硫黄原子を示し、
Ｒ１及びＲ１´はそれぞれ独立に炭素数１〜８のアルキル基、炭素数１〜８のアルケニル
基、炭素数１〜８のアルキニル基、アリール基、アミノ基、保護基若しくは置換基を有し
ていてもよいアミド基、ハロゲン原子、又は水素原子を示し、上記アルキル基、上記アル
ケニル基、上記アルキニル基、及び上記アリール基は、ヘテロ原子として窒素原子、酸素
原子及び硫黄原子から選択される少なくとも１つの原子を含んでいてもよく、
Ｒ２、Ｒ２´、Ｒ７、及びＲ８はそれぞれ独立に炭素数１〜８のアルキル基、炭素数１〜
８のアルケニル基、炭素数１〜８のアルキニル基、アリール基、ハロゲン原子、ニトロ基
、カルボキシル基、アミノ基、又は水素原子を示し、上記アルキル基、上記アルケニル基
、上記アルキニル基、及び上記アリール基は、ヘテロ原子として窒素原子、酸素原子及び
硫黄原子から選択される少なくとも１つの原子を含んでいてもよく、
Ｒ３、Ｒ３´、Ｒ４及びＲ４´はそれぞれ独立に炭素数１〜８のアルキル基、炭素数１〜
８のアルケニル基、炭素数１〜８のアルキニル基、アリール基、又は水素原子を示し、上
記アルキル基、上記アルケニル基、上記アルキニル基、及び上記アリール基は、ヘテロ原
子として窒素原子、酸素原子及び硫黄原子から選択される少なくとも１つの原子を含んで
いてもよく、
Ｒ５、Ｒ５´、Ｒ６及びＲ６´はそれぞれ独立に炭素数１〜８のアルキル基、炭素数１〜
８のアルケニル基、炭素数１〜８のアルキニル基、アリール基、ハロゲン原子、又は水素
原子を示し、上記アルキル基、上記アルケニル基、上記アルキニル基、及び上記アリール
基は、ヘテロ原子として窒素原子、酸素原子及び硫黄原子から選択される少なくとも１つ
の原子を含んでいてもよく、
Ｒ３とＲ５との間、Ｒ３´とＲ５´との間、Ｒ４とＲ６との間、及び、Ｒ４´とＲ６´と
の間の少なくともいずれかは結合して環が形成されていてもよい。）
で表される化合物を担持している。
【００１６】
本発明に係るガス検知器は、上記ガス検知体を備えている。
【００１７】
本発明に係るガス検知方法は、上記ガス検知材、上記ガス検知体又は上記ガス検知器を
、測定対象となるガスを含む雰囲気に置く工程、及び、発色の変化性及び発光性の変化の

20

30

40

50

(7)

JP 6345543 B2 2018.6.20

少なくともいずれかを検出する工程を含む。
【００１８】
本発明に係るガス検知材又はガス検知体の製造方法は、上記ガス検知材又は上記ガス検
知体を、加熱乾燥、減圧乾燥、又は加熱減圧乾燥すること、或いは、上記ガス検知材又は
上記ガス検知体に機械的刺激を付与することにより、上記ガス検知材又は上記ガス検知体
に含まれる上記化合物に包接されるガスを脱離する工程を含む。
【発明の効果】
【００１９】
本発明のガス検知材、ガス検知体、ガス検知器、及び、ガス検知方法によれば、目的の
ガスが大気中又は閉空間に存在するか否かを、簡便にかつ高い精度や正確度で検知するこ
とができるという効果を奏する。
【図面の簡単な説明】
【００２０】
【図１】本発明のガス検知材に用いられる化合物の一例である３´，３´´−ビス（オキ
ソスピロイソベンゾフラン）−３，７−ビス（ジエチルアミノ）ベンゾピラノキサンチン
（以下、本明細書においてＡＢＰＸ０１と称することがある。）の化学構造を示す図であ
り、（ａ）はｃｉｓ−ＡＢＰＸ０１の化学構造を、（ｂ）は、ｔｒａｎｓ−ＡＢＰＸ０１
の化学構造を示す図である。
【図２】実施例３において、本発明のガス検知材として、結晶性のｃｉｓ−ＡＢＰＸ０１
及びアモルファス性のｃｉｓ−ＡＢＰＸ０１を用いてガス状のジクロロメタンを検知した
結果を示す図であり、分子内にジクロロメタンを包接した粉末状のｃｉｓ−ＡＢＰＸ０１
の結晶、当該結晶を乳鉢上ですり潰すことによって得られたアモルファス性のＡＢＰＸ０
１粉末、及び、当該アモルファス性のＡＢＰＸ０１粉末にジクロロメタン蒸気を噴霧して
得られた結晶性の粉末のそれぞれについて、（ａ）は発光スペクトルの測定結果を示し、
（ｂ）は粉末Ｘ線回折パターンの測定結果を示し、（ｃ）は目視による発光の検出結果を
示す。
【図３】実施例１において、本発明のガス検知材として、ｃｉｓ−ＡＢＰＸ０１及びｔｒ
ａｎｓ−ＡＢＰＸ０１を用いてガス状のジクロロメタンを検知した結果を示す図であり、
（ａ）はガス状のジクロロメタンと接触させたｔｒａｎｓ−ＡＢＰＸ０１の発光スペクト
ルを示す図及び目視による発光の検出結果を示す図であり、（ｂ）はガス状のジクロロメ
タンと接触させたｃｉｓ−ＡＢＰＸ０１の発光スペクトルを示す図及び目視による発光の
検出結果を示す図である。
【図４】実施例２において、本発明のガス検知材を再生し、ガス状のジクロロメタンを再
度検知した結果を示す図であり、ガス状のジクロロメタンの脱離及び再包接に伴う発光強
度の変化を示す図である。
【図５】実施例４において、本発明のガス検知材として、ｃｉｓ−ＡＢＰＸ０１及びｔｒ
ａｎｓ−ＡＢＰＸ０１を用いてガス状のクロロホルムを検知した結果を示す図であり、（
ａ）はガス状のクロロホルムと接触させたｃｉｓ−ＡＢＰＸ０１の、目視による発色及び
発光の検出結果を示す図であり、（ｂ）はガス状のクロロホルムと接触させたｔｒａｎｓ
−ＡＢＰＸ０１の、目視による発色及び発光の検出結果を示す図である。
【図６】実施例５において、本発明のガス検知材を再生し、ガス状のクロロホルムを再度
検知した結果を示す図であり、ガス状のクロロホルムの脱離及び再包接に伴う発光強度の
変化を示す図である。
【図７】実施例６において、本発明のガス検知材として、ＡＢＰＸ０１を用いてガスを検
知した結果を示す図であり、ガス状の塩化水素と接触させたＡＢＰＸ０１の、目視による
発色及び発光の検出結果、及び、その後さらにガス状のアンモニアと接触させたＡＢＰＸ
０１の、目視による発色及び発光の検出結果を示す図である。
【図８】実施例６において、本発明のガス検知材として、ＡＢＰＸ０１を用いてガスを検
知した結果を示す図であり、ガス状の塩化水素と接触させたＡＢＰＸ０１の発光スペクト
ル、及び、その後さらにガス状のアンモニアと接触させたＡＢＰＸ０１の発光スペクトル
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を示す図である。
【図９】実施例６において、本発明のガス検知材として、ＡＢＰＸ０１を用いてガスを検
知した結果を示す図であり、ガス状のアセトンと接触させたＡＢＰＸ０１の、目視による
発色及び発光の検出結果、及び、その後さらにガス状の塩化水素と接触させたＡＢＰＸ０
１の、目視による発色及び発光の検出結果を示す図である。
【図１０】実施例６において、本発明のガス検知材として、ＡＢＰＸ０１を用いてガスを
検知した結果を示す図であり、ガス状のアセトンと接触させたＡＢＰＸ０１の発光スペク
トル、及び、その後さらにガス状の塩化水素と接触させたＡＢＰＸ０１の発光スペクトル
を示す図である。
【図１１】実施例７において、本発明のガス検知材として、ｃｉｓ−ＡＢＰＸ０１及びｔ
ｒａｎｓ−ＡＢＰＸ０１を用いて種々のガスを検知した結果と、ガスと接触させたｃｉｓ
−ＡＢＰＸ０１及びｔｒａｎｓ−ＡＢＰＸ０１のキサンテン環部位の分子内の歪みを示す
図である。
【図１２】本発明に係るバッジ式ガス検知器の一例を示す図であり、（ａ）はバッジ式ガ
ス検知器の正面図を、（ｂ）はバッジ式ガス検知器を開いた内部の構造を示す。
【図１３】ＡＢＰＸ０１のスピロ環型分子種、双性イオン型分子種及びイオン型分子種の
構造を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００２１】
以下、本発明の実施形態について説明する。なお、本明細書中に記載された学術文献及
び特許文献の全てが、本明細書中において参考として援用される。本明細書において特記
しない限り、数値範囲を表す「Ａ〜Ｂ」は、「Ａ以上、Ｂ以下」を意味する。また、用語
「蛍光」又は「りん光」と「発光」とは特記しない限り同義として使用する。
【００２２】
（Ｉ）ガス検知材
本発明に係るガス検知材は、下記一般式（１）又は（２）で表される化合物を主成分と
して含有する。
【００２３】
【化３】

【００２４】
一般式（１）又は（２）中、Ｘ１及びＸ１´はそれぞれ独立に酸素原子、窒素原子又は
硫黄原子を示し、Ｒ１及びＲ１´はそれぞれ独立に炭素数１〜８のアルキル基、炭素数１
〜８のアルケニル基、炭素数１〜８のアルキニル基、アリール基、アミノ基、保護基若し
くは置換基を有していてもよいアミド基、ハロゲン原子、又は水素原子を示し、上記アル
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キル基、上記アルケニル基、上記アルキニル基、及び上記アリール基は、ヘテロ原子とし
て窒素原子、酸素原子及び硫黄原子から選択される少なくとも１つの原子を含んでいても
よく、Ｒ２、Ｒ２´、Ｒ７、及びＲ８はそれぞれ独立に炭素数１〜８のアルキル基、炭素
数１〜８のアルケニル基、炭素数１〜８のアルキニル基、アリール基、ハロゲン原子、ニ
トロ基、カルボキシル基、アミノ基、又は水素原子を示し、上記アルキル基、上記アルケ
ニル基、上記アルキニル基、及び上記アリール基は、ヘテロ原子として窒素原子、酸素原
子及び硫黄原子から選択される少なくとも１つの原子を含んでいてもよく、Ｒ３、Ｒ３´
、Ｒ４及びＲ４´はそれぞれ独立に炭素数１〜８のアルキル基、炭素数１〜８のアルケニ
ル基、炭素数１〜８のアルキニル基、アリール基、又は水素原子を示し、上記アルキル基
、上記アルケニル基、上記アルキニル基、及び上記アリール基は、ヘテロ原子として窒素
原子、酸素原子及び硫黄原子から選択される少なくとも１つの原子を含んでいてもよく、
Ｒ５、Ｒ５´、Ｒ６及びＲ６´はそれぞれ独立に炭素数１〜８のアルキル基、炭素数１〜
８のアルケニル基、炭素数１〜８のアルキニル基、アリール基、ハロゲン原子、又は水素
原子を示し、上記アルキル基、上記アルケニル基、上記アルキニル基、及び上記アリール
基は、ヘテロ原子として窒素原子、酸素原子及び硫黄原子から選択される少なくとも１つ
の原子を含んでいてもよく、Ｒ３とＲ５との間、Ｒ３´とＲ５´との間、Ｒ４とＲ６との
間、及び、Ｒ４´とＲ６´との間の少なくともいずれかは結合して環が形成されていても
よい。なお、Ｘ１が酸素原子又は硫黄原子である場合は、Ｒ１はない。また、Ｘ１´が酸
素原子又は硫黄原子である場合は、Ｒ１´はない。
【００２５】
前記式において、炭素数１〜８のアルキル基としては、直鎖又は分岐鎖のいずれでもよ
く、環状であっても構わない。例えば、メチル基、エチル基、プロピル基、イソプロピル
基、ブチル基、イソブチル基、ｓ−ブチル基、ｔ−ブチル基、ペンチル基、イソペンチル
基、ネオペンチル基、ヘプチル基、オクチル基、２−メチルブチル基、ｎ−ヘキシル基、
１−メチルペンチル基、２−メチルペンチル基、３−メチルペンチル基、４−メチルペン
チル基、１−エチルブチル基、２−エチルブチル基、１，１−ジメチルブチル基、２，２
−ジメチルブチル基、３，３−ジメチルブチル基、１−エチル−１−メチルプロピル基、
シクロペンタン基、シクロヘキサン基、シクロヘプタン基、シクロオクタン基等を挙げる
ことができる。また、前記アルキル基の主鎖はヘテロ原子として、窒素原子、酸素原子及
び硫黄原子から選択される少なくとも１つの原子を含んでいてもよい。また、アミド基は
、 保 護 基 若 し く は 置 換 基 を 有 し て い て も よ い 。 保 護 基 と し て 、 t-ブ ト キ シ カ ル ボ ニ ル 基 な
どのウレタン系保護基、ベンゾイル基などのアシル系保護基、トリチル基などのアルキル
系保護基、ジメチルアセタールなどのイミン系保護基などが挙げられる。置換基としては
、例えば、ピリジル基、ハロゲン原子などを挙げることができる。また置換基とアミド基
は連結基（例えば、メチレン基などのアルキレン基）を介して結合していてもよい。
【００２６】
前記式において、炭素数１〜８のアルケニル基としては、直鎖又は分岐鎖のいずれでも
よく、環状であっても構わない。例えば、ビニル基、アリル基、１−プロペニル基、２−
プロペニル基、イソプロペニル基、ブテニル基、イソブテニル基、ペンテニル基、イソペ
ンテニル基、ヘキセニル基、イソヘキセニル基、ヘプテニル基、イソヘプテニル基、オク
テニル基、イソオクテニル基等を挙げることができる。また、前記アルケニル基の主鎖は
ヘテロ原子として、窒素原子、酸素原子及び硫黄原子から選択される少なくとも１つの原
子を含んでいてもよい。
【００２７】
前記式において、炭素数１〜８のアルキニル基としては、直鎖又は分岐鎖のいずれでも
よく、環状であっても構わない。例えば、エチニル基、１−プロピニル基、２−プロピニ
ル基、ブチニル基、ペンチニル基、ヘキシニル基、ヘプチニル基、オクチニル基、シクロ
ヘキシニル基、シクロヘプチニル基、シクロオクチニル基等を挙げることができる。また
、前記アルキル基の主鎖はヘテロ原子として、窒素原子、酸素原子及び硫黄原子から選択
される少なくとも１つの原子を含んでいてもよい。
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【００２８】
また、前記式において、アリール基としては、一価の単環系芳香族炭化水素基又は一価
の多環系芳香族炭化水素基であれば特に限定されるものではなく、ヘテロ原子として窒素
原子、酸素原子及び硫黄原子から選択される少なくとも１つの原子を含んでいてもよい。
上記アリール基としては、例えば、フェニル基、トリル基、キシリル基、ビフェニル基、
ナフチル基、ピリジル基、チエニル基、ピレン基、アントラセン基等を挙げることができ
る。
【００２９】
ハロゲン原子としては、フッ素原子、塩素原子、臭素原子、又はヨウ素原子を挙げるこ
とができる。
【００３０】
上記化合物は、一般式（１）又は（２）で表される化合物であれば本発明のガス検知材
に好適に用いることができるが、より好ましい例としては、例えば、米国特許第８１３４
０１７号明細書に記載の式（３）〜（２２）のいずれかで示される構造のものを挙げるこ
とができる。
【００３１】
上記一般式（１）又は（２）で表される化合物は、アミノベンゾピラノキサンテン系色
素とも称され、溶液中において色素分子が凝集すると発光が増大する凝集誘起発光増強特
性を有する機能性色素として、本発明者らが報告しているものである。かかる凝集誘起発
光増強特性は、溶液中における特性である。目的のガスが大気中又は閉空間に存在するか
否かを、有機系の機能性色素を用いて検知する従来の技術は、識別性が低いという問題が
あった。すなわち、同系色や単一色の変化を検知するものであるため、目視などによる識
別能や濃度変化の判別能が低く、精度、正確度や選択性の高い検知を行うことが困難であ
った。
【００３２】
本発明者らは、固体状態の上記化合物を、ガスに直接的に接触させたところ、接触した
ガスに応じて、異なる発色性（吸光度の大小、吸収波長の変化、新たな吸収ピークの出現
、吸収スペクトルの形状やパターンの変化、色彩の変化）及び／又は発光性（発光強度の
大小、発光波長の変化、新たな発光ピークの出現、発光スペクトルの形状やパターンの変
化、発光色の変化）を示すことを見出した。本発明者らは、かかる知見に基づき、上記化
合物を用いれば、目的のガスが大気中又は閉空間に存在するか否かを簡便に検知すること
ができることを見出し、本発明を完成させるに至った。
【００３３】
「発色」とは、共役二重結合、発色団や助色団官能基を有する分子が光エネルギー等を
吸収した際に、呈色する現象をいい、目視、吸光光度法や色彩色差計等を用いて検知・検
出することができる。「発光」とは、光エネルギー等の刺激により、分子が励起状態に遷
移され、熱放射などの無放射失活と競争して、光を放出しながら、基底状態にもどる際に
放出される光のことをいい、目視や発光光度法等を用いて検知・検出することができる。
ここで述べる発光とは、蛍光及びリン光を含む。
【００３４】
本発明において、ガス検知材は、主成分としての上記化合物を固体状態にて含有する固
体材料であることが好ましい。本発明のガス検知材の形態は特に限定されるものではない
が、例えば、粉末状である。またその形状も特に限定されるものではないが、略球状、板
状、柱状等を挙げることができる。ガス検知材は、ゲル状、又はゾル状であってもよい。
【００３５】
ここで、「主成分として」とは、５０重量％以上をいい、より好ましくは７０重量％以
上をいい、さらに好ましくは８０重量％以上をいい、特に好ましくは９０重量％以上をい
い、最も好ましくは９５重量％以上をいう。本発明のガス検知材は、上記化合物を主成分
として含有することにより、上記ガス検知材が、大気中又は閉空間に存在するガスと接触
し、その結果、接触したガスに応じた発色性及び／又は発光性を示すので、目的のガスが
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大気中又は閉空間に存在するか否かを検知することができる。本発明に係るガス検知材は
、上記化合物の他に、界面活性剤、フィルム等の高分子ポリマーの作製時に必要なアニオ
ン重合剤又はカチオン重合剤、樹脂等の添加剤を含み得る。
【００３６】
なお、本発明に係るガス検知材は、ガス検知材の含有成分を備えたキットの形態で提供
されてもよい。すなわち、本発明は、上記化合物を備えたガス検知用キットをまた提供す
る。本発明に係るキットは、上記化合物を内包した容器を備えていればよく、上記化合物
を使用するための指示書をさらに備えていてもよい。この場合、指示書には呈示された色
調と比較されるべき参照が記載されていてもよい。また、本発明に係るキットは、ガスの
検知および判定を実行するために必要な器具および試薬をさらに備えていてもよい。一実
施形態において、本発明に係るキットは、上述した構成を１つに梱包した包装体であり得
る。
【００３７】
本発明において、上記化合物が、測定対象となるガスと接触した結果、接触したガスに
応じた発色性及び発光性を示す理由としては、種々の機構が考えられる。第一の機構とし
ては、上記ガスの分子が、上記化合物の結晶格子内に包接されることにより、上記化合物
の集積構造が変化し、単量体や多量体構造を基本とした分子パッキング構造となる。その
結果、特異的な励起錯体や吸収錯体を形成することで、発色性及び／又は発光性が、接触
したガスに応じて変化することが考えられる。
【００３８】
スピロ環型分子種、双性イオン型分子種、モノカチオン型分子種、ジカチオン型分子種
は、電子の共役様式が異なるために、発色や発光色がそれぞれの分子種において異なる。
従って、第二の機構として、スピロ環型の上記化合物が、測定対象となるガスと化学的に
結合し、双性イオン型分子種や、イオン型分子種のモノカチオン型又はジカチオン型への
構造変化が起こる結果、発色性及び発光性が、接触したガスに応じて変化することが考え
られる。本機構による発色性及び発光性の変化は、上記化合物が結晶性であっても、アモ
ルファス性であっても起こる。なお、上記化合物の双性イオン型分子種及びイオン型分子
種は、上記化合物が構造変化したものであることから、本発明において上記化合物に含ま
れる。上記化合物の双性イオン型、モノカチオン型及びジカチオン型とは、上記化合物の
一例として、例えばＡＢＰＸ０１を例に挙げれば、図１３に示す構造を有する分子種であ
る。上記化合物は、双性イオン型、モノカチオン型及びジカチオン型との対比において、
本発明において、スピロ環型と称されることがある。
【００３９】
あるいは、上記化合物の結晶格子内に包接されるガスの種類により、キサンテン環部位
に構造的な歪みの違いが生じる。キサンテン環部位の歪みが大きいほど、コンフォメーシ
ョン構造が安定化し、スピロ環が開きにくいため、スピロ環型分子種に由来する無色とな
り、歪みが小さいほど、双性イオン型分子種を形成しやすくなるため発色する。従って、
第三の機構として、発色性が、接触したガスの種類に応じて変化するため、ガス分子との
反応選択性が向上することが考えられる。また、かかるキサンテン環部位の構造的な歪み
の違いは、上記化合物が結晶性であっても、アモルファス性であっても起こる。
【００４０】
本発明によれば、上述した第一の機構、第二の機構、及び第三の機構から選ばれる２種
類以上の機構を組み合わせて利用することが可能であるので、目的のガスの識別性、選択
性、及び正確性の向上を図ることができる。また、複数種類のガス分子の分析を同時にか
つ簡易に行うことが可能となる。
【００４１】
上記化合物は結晶性であってもよいし、アモルファス性であってもよい。上記化合物が
結晶性である場合は、測定対象となるガスと接触させることにより、ガス分子が上記化合
物の結晶内に包接される。その結果、上述したように、化合物の集積構造の変化やキサン
テン環部位の構造的な歪みの違い等により、発色性及び／又は発光性が、接触したガスに
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応じて変化すると考えられる。ガス分子が上記化合物の結晶内に包接されない場合は、分
子形態はアモルファス性であると考えられることから、ガス検知材が結晶性の場合と、ア
モルファス性である場合とでは、同じガスに接触させたときにも、発色性及び／又は発光
性が異なる場合がある。したがって、かかる場合は、結晶性のガス検知材と、アモルファ
ス性のガス検知材とを用いて、それぞれ、独立してガスの検知を行えば、その結果の組合
せにより、同じガスの検知をより高い精度や正確度で行うことができる。
【００４２】
また、上記化合物は、一般式（１）又は（２）中、Ｘ１を含むスピロ環と、Ｘ１´を含
むスピロ環とが、キサンテン環に対して、同方向を向いたシス体であってもよいし、逆方
向を向いたトランス体であってもよいし、シス体とトランス体との混合物であってもよい
。また、トランス体は、光学分割用カラムなどを利用して分割できるため、トランス体の
光学異性体の各々もまた上記化合物の範疇に含まれる。ガス検知材がシス体である場合と
、トランス体である場合と、シス体とトランス体との混合物である場合とで、同じガスに
接触させたときにも、発色性及び／又は発光性が異なる場合がある。したがって、シス体
のガス検知材と、トランス体のガス検知材と、シス体とトランス体との混合物であるガス
検知材との任意の組合せを用いて、それぞれ、独立してガスの検知を行えば、その結果の
組合せにより、同じガスの検知をより高い精度で行うことができる。
【００４３】
また、上記化合物はスピロ環型であってもよいし、双性イオン型であってもよいし、モ
ノカチオン型であってもよいし、ジカチオン型であってもよいし、スピロ環型、双性イオ
ン型、モノカチオン型及びジカチオン型から選ばれる少なくとも２種の分子種の混合物で
あってもよい。上記化合物として、スピロ環型を用いる場合と、双性イオン型を用いる場
合と、モノカチオン型を用いる場合と、ジカチオン型を用いる場合と、スピロ環型、双性
イオン型、モノカチオン型及びジカチオン型から選ばれる少なくとも２種の分子種の混合
物を用いる場合とでは、同じガスに接触させたときにも、発色性及び／又は発光性が異な
る場合がある。また、上記非特許文献１に記載の技術では、同系色の変化であるのに対し
、上記化合物によれば、発光色及び発色の色調が大きく変化するため、目視などによる判
別の精度や正確度が飛躍的に向上する。さらに、スピロ環型、双性イオン型、モノカチオ
ン型と、ジカチオン型と、スピロ環型、双性イオン型、モノカチオン型及びジカチオン型
から選ばれる少なくとも２種の分子種の混合物の任意の組合せを用いて、それぞれ、独立
してガスの検知を行えば、その結果の組合せにより、ガスの検知をより高い精度で行うこ
とができる。また、用いる上記化合物の分子種によって、異なる種類のガスを検知するこ
とができるので、スピロ環型と、双性イオン型と、モノカチオン型と、ジカチオン型と、
スピロ環型、双性イオン型、モノカチオン型及びジカチオン型から選ばれる少なくとも２
種の分子種の混合物との任意の組合せを、同時に複数種類のガスを含む雰囲気に接触させ
れば、同時に複数種類のガスを検知することができる。
【００４４】
本発明に係るガス検知材により検知されるガスとしては、特に限定されるものではない
が、例えば、クロロホルム、ジクロロメタン、パーフルオロカーボン、トリフルオロ酢酸
、トリフルオロメタンスルホン酸、フロン類等の有機ハロゲン化物；シクロヘキサン、メ
タン、エタン等の炭化水素；エタノール、プロパノール、イソプロピルアルコール等のア
ルコール；テトラヒドロフラン、ジエチルエーテル、ノニルフェニルエーテル、グリコー
ルエーテル類等のエーテル；アセトン、メチルエチルケトン、ジエチルケトン、シクロヘ
キサノン、メチルプロピルケトン、メチルイソブチルケトン、イソホロン等のケトン；酢
酸エチル、サリチル酸メチル、ギ酸エチル、カプロン酸エチル、酢酸ペンチル、酢酸イソ
ペンチル、吉草酸ペンチル、酪酸ペンチル、フタル酸エステル等のエステル；エコチオフ
ェート、ジイソプロピルフルオロリン酸、シクロサリン、タブン、ソマン、ＶＸガス、Ｖ
Ｇガス、ＶＥガス、ＶＭガス、ジアジノン、マラチオン、パラチオン等の有機リン化合物
；ギ酸、酢酸、プロピオン酸、酪酸、吉草酸、カプロン酸、エナント酸、カプリル酸、ラ
ウリル酸、ミリスチン酸、パルミチン酸、マルガリン酸、ステアリン酸等のカルボン酸；
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ベ ン ゼ ン ス ル ホ ン 酸 、 p-ト ル エ ン ス ル ホ ン 酸 、 カ ン フ ァ ー ス ル ホ ン 酸 、 タ ウ リ ン 等 の ス ル
ホン酸；メチルアミン、エーテルアミン、エチルアミン、トリメチルアミン、トリエチル
アミン、トリエタノールアミン、ピペリジン、ピペラジン、モルホリン等のアミン類；ア
セ ト ニ ト リ ル ； Ｎ ,Ｎ − ジ メ チ ル ホ ル ム ア ミ ド ； ジ メ チ ル ス ル ホ キ シ ド ； 水 ； 活 性 酸 素 種
；一酸化炭素；二酸化炭素；トリニトロトルエン、ジニトロトルエン等のニトロトルエン
類；ピクリン酸；塩化水素、フッ化水素、臭化水素、ヨウ化水素等のハロゲン化水素；硫
化水素；メチルメルカプタン、ジメチルサルファイド、硫化水素等の有機硫黄化合物；一
酸化二窒素、一酸化窒素、二酸化窒素、亜酸化窒素、三酸化二窒素、四酸化二窒素、五酸
化二窒素等の窒素酸化物；一酸化硫黄、二酸化硫黄、三酸化硫黄等の硫黄酸化物等を挙げ
ることができる。
【００４５】
上記一般式（１）で表される化合物の製造方法は、特に限定されるものではないが、例
えば、米国特許第８１３４０１７号明細書に記載の方法により製造することができる。ま
た、上記一般式（２）で表される化合物の製造方法も、特に限定されるものではないが、
例えば、一般式（１）で表される化合物を水素化アルミニウムリチウムなどで還元するこ
とにより製造することができる。
【００４６】
本発明に係るガス検知材は、測定対象となるガスに接触することにより、接触したガス
に応じた発色を示す。発色は、目視、吸光光度法や色彩色差計等により検出することがで
きる。測定対象となるガスに応じた発色が検出された場合は、目視のみにより当該ガスが
存在する可能性があると判定することができ、測定対象となるガスに応じた発色が検出さ
れない場合は、目視のみにより当該ガスが存在しないと判定できる。
【００４７】
また、本発明に係るガス検知材は、さらに、測定対象となるガスに接触することにより
、接触したガスに応じた発光を示すことが好ましい。発光は、例えば光エネルギー等の刺
激により、ガスに接触したガス検知材中の上記化合物を励起し、励起された上記化合物か
ら放出される光を、目視又は発光スペクトルの測定により検出することができる。上記化
合物を励起するための光としては、２００ｎｍ〜７００ｎｍの光を用いることができる。
発光は、放出される光の波長が７００ｎｍ未満であれば、目視又は発光スペクトルで検出
することができる。また、放出される光の波長が７００ｎｍ以上であれば、発光スペクト
ルの測定により検出することができる。測定対象となるガスに応じた発光が検出された場
合は当該ガスが存在する可能性があると判定でき、測定対象となるガスに応じた発光が検
出されない場合は当該ガスが存在しないと判定できる。
【００４８】
なお、本発明で用いられる上記化合物は、固体状態で二波長の発光が変化するため、二
波長を同時に検出することにより、分解能（Ｓ／Ｎ比）や判定の精度、正確度をさらに向
上させることができる。
【００４９】
測定対象となるガスに接触したガス検知材の発色と発光とを併せて検出することにより
、ガスの検知をより高い精度で行うことができる。
【００５０】
本発明に係るガス検知材は、上記化合物の結晶格子内に包接された上記ガスの分子を、
加熱乾燥、減圧乾燥、又は加熱減圧乾燥することにより、脱離、すなわち、分子外へ放出
することができる。加熱乾燥時の温度は例えば室温（例えば１５℃）〜１５０℃であり、
減圧乾燥時の圧力は例えば大気圧〜２００Ｐａである。また、加熱減圧乾燥の温度は例え
ば室温（例えば１５℃）〜１５０℃であり、圧力は例えば大気圧〜２００Ｐａである。ま
た、加熱乾燥、減圧乾燥、又は加熱減圧乾燥の時間も特に限定されるものではないが、通
常５分間〜１２時間である。
【００５１】
また、本発明に係るガス検知材は、上記化合物の結晶格子内に包接された上記ガスの分
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子を、押し潰すこと、又は、すり潰すことなどにより、機械的刺激を与えることにより、
脱離、すなわち、分子外へ放出することができる。
【００５２】
上記のようにして、上記ガスの分子を脱離させた後のガス検知材は、再び測定対象とな
るガスと接触させれば、ガス分子を再包接することができる。すなわち、本発明に係るガ
ス検知材は、加熱乾燥、減圧乾燥、又は加熱減圧乾燥、或いは、機械的刺激の付与により
、再生することが可能である。
【００５３】
このように、本発明に係るガス検知材は、簡便な方法で、再生を行うことができ、繰り
返し使用することができる。
【００５４】
（ＩＩ）ガス検知器
本発明に係るガス検知器は、上記化合物を担持するガス検知体を備え、測定対象となる
ガス分子との接触を可能にするように構成されていれば、その構成は特に限定されるもの
ではない。これにより、測定対象となるガスの存在の有無を、上記化合物の発色及び発光
の少なくともいずれかにより知ることができる。
【００５５】
上記ガス検知体は、上記化合物を、測定対象となるガスとの接触を可能にするように担
持する部材であれば、その形態は特に限定されるものではない。
【００５６】
例えば、上記ガス検知体は、上記化合物を、粉末の状態で、通気可能な保持体に保持し
たものであってもよい。ここで、通気可能な保持体とは、上記化合物の粉末が外部に流出
しないように保持する部材であって、少なくとも一部において上記化合物と測定対象とな
るガスとの接触が可能となっていればよい。かかる保持体としては、上記化合物の粉末は
通さないが、気体を通すフィルム、フィルター等を挙げることができる。
【００５７】
また、上記ガス検知体は、例えば、基材とその表面に設けた上記化合物の層を含む部材
であってもよい。上記基材としては、特に限定されるものではないが、例えば、プラスチ
ック材料、ガラス、セラミック、金属、紙、不織布等を好適に用いることができる。上記
化合物の層は、例えば、上記化合物を含む分散液又は溶液を、上記基材に塗布し、乾燥す
ることにより形成することができる。
【００５８】
或いは、上記ガス検知体は、例えば、固相中に上記化合物を担持させたものであっても
よい。ここで、上記化合物を担持させる固相としても、上記化合物と測定対象となるガス
との接触が可能となっていれば特に限定されるものではなく、例えば、プラスチック材料
、ガラス、セラミック、金属、紙、不織布等を好適に用いることができる。中でも、上記
ガス検知材を担持させる固相は、通気性に優れるという観点から多孔質材料であることが
より好ましい。
【００５９】
また、上記ガス検知体は、例えば、繊維、樹脂等の高分子中に上記化合物を単分散させ
たものであってもよい。
【００６０】
本発明に係るガス検知器は、目的のガスが大気中又は閉空間に存在するか否かを検知す
ることを目的とするものであるので、ガスを検知しようとする場所に備えておき、その発
色及び発光の少なくともいずれかにより、測定対象となるガスの存在の有無が示されるよ
うになっていればよい。
【００６１】
より好ましくは、本発明に係るガス検知器は携帯可能な形態である。これにより、ガス
検知器を、ガスを検知しようとする任意の場所に運んで備えることができる。また、本発
明に係るガス検知器を携行している人の行動範囲内における測定対象となるガスの存在を
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モニターすることが可能となる。
【００６２】
また、本発明に係るガス検知器は、バッジ式ガス検知器としてもよい。かかるバッジ式
ガス検知器としては、例えば、衣類に取り付けるもの、紐等により身体に取り付けるもの
、壁や窓等に取り付けるもの、机や床の上に水平に置くもの等を挙げることができる。
【００６３】
図１２に、バッジ式ガス検知器の一例を模式的に示す。図１２の（ａ）はバッジ式ガス
検知器の正面図を示し、（ｂ）はバッジ式ガス検知器を開いた状態での内部の構造を示す
。バッジ式ガス検知器１には、発光検知部２と発色検知部３とが設けられている。発光検
知部２は、例えばブラックライト等を照射する等して励起した上記化合物の発光を目視で
検出しやすいように、背景が黒色となっている。また、発色検知部３は、例えば室内灯下
等で、上記化合物の色又は色調の変化を検出しやすいように、背景が白色となっている。
発光検知部２と発色検知部３とには、それぞれ、ガス検知体４が複数備えられている。
【００６４】
また、（ｂ）に示すように、閉じたときに、それぞれのガス検知体４に重なる部分に、
外部から塵がバッジ式ガス検知器１内に入り込むのを防ぐために、フィルター５が設けら
れている。例えば複数のガス検知体４として、スピロ環型の上記化合物を含有するガス検
知体と、双性イオン型の上記化合物を含有するガス検知体と、モノカチオン型の上記化合
物を含有するガス検知体と、ジカチオン型の上記化合物を含有するガス検知体と、スピロ
環型、双性イオン型、モノカチオン型及びジカチオン型から選ばれる上記化合物の少なく
とも２種以上の分子種の混合物を含有するガス検知体との任意の組合せを用い、同時に複
数種類のガスを検知することができる。また、例えば複数のガス検知体４として、シス型
及びトランス型、並びに／又は、結晶性及びアモルファス性の異なる上記化合物を用いる
ことにより、同じガスに対しても、複数の測定結果が得られるので、第一、第二、第三の
機構に基づいた測定結果の組合せから精度や正確度の高いガスの検知が可能となる。なお
、図１２に示すバッジ式ガス検知器１は、６個のガス検知体が備えられているが、ガス検
知体の数や配置はこれに限定されるものではない。また、バッジ式ガス検知器の形状等も
特に限定されるものではない。
【００６５】
本発明に係るガス検知器によれば、目視のみで、発色及び発光の検出を行うことにより
、種々のガスの検知が可能であることから、目的のガスが大気中又は閉空間に存在するか
否かを、簡便にかつ高い精度や正確度で検知することができる。
【００６６】
また、より詳しい検知を行うために、目視による発色及び発光の検出後、測定対象であ
るガスが存在する可能性がある場合には、ガス検知器から上記化合物を取り出して、発光
スペクトルの測定、又は種々の機器分析を行うことができる。
【００６７】
（ＩＩＩ）ガス検知方法
本発明に係るガス検知方法は、上記ガス検知材、上記ガス検知体、又は、上記ガス検知
器を、測定対象となるガスを含む雰囲気に置く工程、及び、発色性の変化及び発光性の変
化の少なくともいずれかを検出する工程を含んでいればよい。本発明に係るガス検知方法
によれば、上記測定対象となるガスの存在の有無を検知することができる。
【００６８】
本発明に係るガス検知方法では、発色及び発光の少なくともいずれかを目視により検出
してもよい。本発明では、発色及び発光の少なくともいずれかを目視により検出すること
により、種々のガスの検知が可能であることから、目的のガスが大気中又は閉空間に存在
するか否かを、簡便にかつ高い精度や正確度で検知することができる。
【００６９】
また、本発明に係るガス検知方法では、さらに、発光の検出を発光スペクトルの測定に
より行ってもよい。これにより、目視による発色及び発光の検出後、測定対象であるガス

10

20

30

40

50

(16)

JP 6345543 B2 2018.6.20

が存在する可能性がある場合には、より詳しい検知を行うことができる。かかる場合は、
発光スペクトルの測定に加えて、種々の機器分析を行ってもよい。
【００７０】
上述したように、上記化合物の結晶格子内に包接された上記ガスの分子は、加熱乾燥、
減圧乾燥、又は加熱減圧乾燥、或いは、機械的刺激の付与により、脱離、すなわち、分子
外へ放出されうる。したがって、上記化合物を担持する上記ガス検知体も、加熱乾燥、減
圧乾燥、又は加熱減圧乾燥、或いは、機械的刺激の付与により、再生することが可能であ
る。
【００７１】
したがって、本発明に係るガス検知方法は、上記ガス検知材又は上記ガス検知体を測定
対象となるガスを含む雰囲気に接触させた後、上記ガス検知材又は上記ガス検知体を、加
熱乾燥、減圧乾燥、又は加熱減圧乾燥することにより、上記ガス検知材又は上記ガス検知
体に含まれる上記化合物に包接されるガスを脱離する、上記ガス検知材又は上記ガス検知
体の再生工程をさらに含んでいてもよい。
【００７２】
また、本発明に係るガス検知方法は、上記ガス検知材又は上記ガス検知体を測定対象と
なるガスを含む雰囲気に接触させた後、上記ガス検知材又は上記ガス検知体に機械的刺激
を与えることにより、上記ガス検知材又は上記ガス検知体に含まれる上記化合物に包接さ
れるガスを脱離する、上記ガス検知材又は上記ガス検知体の再生工程をさらに含んでいて
もよい。
【００７３】
また、上記再生工程は、上記ガス検知材又は上記ガス検知体の製造方法であるともいえ
る。すなわち、本発明に係るガス検知材又はガス検知体の製造方法は、上記ガス検知材又
は上記ガス検知体を、加熱乾燥、減圧乾燥、又は加熱減圧乾燥すること、或いは、上記ガ
ス検知材又は上記ガス検知体に機械的刺激を付与することにより、上記ガス検知材又は上
記ガス検知体に含まれる上記化合物に包接されるガスを脱離する工程を含む。
【００７４】
（ＩＶ）ガス吸蔵放出材
上記一般式（１）又は（２）で表される化合物を主成分として含有するガス検知材は、
上記（Ｉ）で説明したように、上記化合物が、測定対象となるガスと接触した結果、上記
ガスの分子が、上記化合物の結晶格子内に包接される。そして、包接された上記ガス分子
は、加熱乾燥、減圧乾燥、又は加熱減圧乾燥、或いは、機械的刺激の付与により、脱離、
すなわち、分子外へ放出することができる。さらに、上記ガス分子が分子外へ放出された
後の上記ガス検知材は、再度ガスと接触させることにより、ガスを再包接する。このよう
に、上記ガス検知材は、ガスの吸蔵と放出とを可逆的に行うことができる材料である。
【００７５】
したがって、本発明に係るガス検知材は、ガス吸蔵放出材として好適に用いることがで
きる。それゆえ、本発明には、下記（１）又は（２）で表される化合物を主成分として含
有する、ガス吸蔵放出材も含まれる。
【００７６】
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【化４】

【００７７】
一般式（１）又は（２）中の、Ｘ１及びＸ１´、Ｒ１及びＲ１´、Ｒ２、Ｒ２´、Ｒ７
、及びＲ８、Ｒ３、Ｒ３´、Ｒ４及びＲ４´、Ｒ５、Ｒ５´、Ｒ６及びＲ６´、並びに、
Ｒ３とＲ５との間、Ｒ３´とＲ５´との間、Ｒ４とＲ６との間、及び、Ｒ４´とＲ６´と
の間の少なくともいずれかは結合して環が形成されていてもよいことについては、上記（
Ｉ）で説明したとおりである。
【００７８】
本発明は上述した各実施形態に限定されるものではなく、特許請求の範囲に示した範囲
で種々の変更が可能であり、異なる実施形態にそれぞれ開示された技術的手段を適宜組み
合わせて得られる実施形態についても本発明の技術的範囲に含まれる。さらに、各実施形
態にそれぞれ開示された技術的手段を組み合わせることにより、新しい技術的特徴を形成
することができる。
【００７９】
〔実施例〕
本発明について、以下の実施例に基づいてより具体的に説明するが、本発明はこれに限
定されるものではない。
【００８０】
本実施例においては、発光スペクトルは、日立ハイテクサイエンス社製Ｆ−４５００分
光蛍光光度計によって測定した。正確なスペクトルを得るため、高濃度のローダミンＢ及
び副標準光源を用いてスペクトル補正を行った。全てのサンプルの発光スペクトルは、粉
末状の結晶を石英製のセルに挟み込み、３６５ｎｍの励起波長により、表面測光法を用い
て行った。表面測光法においては、カットフィルターを利用して、光散乱の影響による、
二次光のような多重光を除去した。なお、カットフィルターで除去できない散乱光がみら
れた発光スペクトルは、その散乱光を除去可能なカットフィルターを利用して、任意の測
定波長における発光強度を測定し、得られた発光強度で、補正した。
【００８１】
〔実施例１：ジクロロメタンの検知〕
米国特許第８１３４０１７号明細書に記載の方法により、３´，３´´−ビス（オキソ
スピロイソベンゾフラン）−３，７−ビス（ジエチルアミノ）ベンゾピラノキサンチン（
ＡＢＰＸ０１）を製造した。得られたＡＢＰＸ０１は、図１の（ａ）に示すｃｉｓ−ＡＢ
ＰＸ０１と、図１の（ｂ）に示すｔｒａｎｓ−ＡＢＰＸ０１とを１：１の割合で含むもの
であった。
【００８２】
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得られたシス体とトランス体との上記混合物を、シリカゲルクロマトグラフィーにより
分離することにより、ｃｉｓ−ＡＢＰＸ０１と、ｔｒａｎｓ−ＡＢＰＸ０１とを得た。得
られたｃｉｓ−ＡＢＰＸ０１及びｔｒａｎｓ−ＡＢＰＸ０１は粉末状の結晶であった。こ
のｃｉｓ−ＡＢＰＸ０１ １００ｍｇ及びｔｒａｎｓ−ＡＢＰＸ０１ １００ｍｇに、そ
れぞれ、溶媒蒸気拡散によりジクロロメタンをｃｉｓ−ＡＢＰＸ０１及びｔｒａｎｓ−Ａ
ＢＰＸ０１の分子内へそれぞれ包接させた。得られたジクロロメタン分子を包接した粉末
状の結晶の発光スペクトルを測定した。
【００８３】
また、得られたジクロロメタン分子を包接した粉末状の結晶の発光を目視により検出し
た。具体的には、当該粉末状の結晶に３６５ｎｍのブラックライトを照射し、暗室にて写
真を撮影した。
【００８４】
結果を図３に示す。図３の（ａ）は、ガス状のジクロロメタンと接触させた結果得られ
た、ジクロロメタン分子を包接したｔｒａｎｓ−ＡＢＰＸ０１の発光スペクトルを示す。
また、（ａ）中の挿入図は、ジクロロメタン分子を包接したｔｒａｎｓ−ＡＢＰＸ０１の
発光を目視により検出した結果を示す。図３の（ｂ）は、ガス状のジクロロメタンと接触
させた結果得られた、ジクロロメタン分子を包接したｃｉｓ−ＡＢＰＸ０１の発光スペク
トルを示す。また、（ｂ）中の挿入図は、ジクロロメタン分子を包接したｃｉｓ−ＡＢＰ
Ｘ０１の発光を目視により検出した結果を示す。
【００８５】
図３の（ａ）に示すように、ジクロロメタン分子を包接したｔｒａｎｓ−ＡＢＰＸ０１
は、４３０ｎｍ付近に極大発光波長を有し、目視により青色の発光が検出された。一方、
図３の（ｂ）に示すように、ジクロロメタン分子を包接したｃｉｓ−ＡＢＰＸ０１は、目
視によりｔｒａｎｓ−ＡＢＰＸ０１と同様に青色の発光が検出された。しかし、発光スペ
クトル測定の結果より、４３０ｎｍ付近の青色発光に加え、７６０ｎｍ付近の近赤外域に
極大発光波長を有することが判った。
【００８６】
上記の結果より、ＡＢＰＸ０１がシス体である場合と、トランス体である場合とで、発
光が異なることが確認された。したがって、シス体のガス検知材と、トランス体のガス検
知材とを用いて、それぞれ、独立してガスの検知を行えば、その結果の組合せにより、ガ
スの検知をより高い精度や正確度で行うことができると考えられる。
【００８７】
〔実施例２：ガス検知材の再生〕
上記実施例１で得られた、分子内にジクロロメタンを包接した粉末状のｃｉｓ−ＡＢＰ
Ｘ０１の結晶を、１００℃、２００Ｐａで１２時間減圧乾燥させることにより、ジクロロ
メタン分子を取り除いた。その後、得られた乾燥粉末に、ジクロロメタン蒸気を１時間噴
霧した。
【００８８】
図４に、ガス状のジクロロメタンの脱離及び再包接に伴う発光強度の変化を示す。図４
中、破線は分子内にジクロロメタンを包接した粉末状の上記ｃｉｓ−ＡＢＰＸ０１の結晶
の発光スペクトルを、一点鎖線は１００℃、２００Ｐａで１２時間減圧乾燥させた後の乾
燥粉末の発光スペクトルを、実線は乾燥粉末にジクロロメタン蒸気を１時間噴霧した後の
粉末状の結晶の発光スペクトルを示す。
【００８９】
図４に示すように、ジクロロメタンを包接した上記ｃｉｓ−ＡＢＰＸ０１の結晶を、１
００℃、２００Ｐａで１２時間減圧乾燥させると、近赤外域の発光強度が減少した。さら
に得られた乾燥粉末をガス状のジクロロメタンに接触させることにより、近赤外域の発光
強度が回復した。
【００９０】
上記の結果より、ジクロロメタンを包接した上記ｃｉｓ−ＡＢＰＸ０１の結晶を減圧乾
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燥することにより、包接したジクロロメタンが脱離し、さらに得られた乾燥粉末をガス状
のジクロロメタンに接触させることにより、再度ジクロロメタンが包接されたことが確認
された。
【００９１】
すなわち、本発明に係るガス検知材は、ガスを検知した後も、減圧乾燥することにより
、再生して繰り返しガスの検知に用いることができることが示された。
【００９２】
〔実施例３：ジクロロメタンの検知〕
本発明のガス検知材として、結晶性及びアモルファス性のｃｉｓ−ＡＢＰＸ０１を用い
てガス状のジクロロメタンを検知した。
【００９３】
上記実施例１と同様にして得られた、分子内にジクロロメタンを包接した粉末状のｃｉ
ｓ−ＡＢＰＸ０１の結晶を、乳鉢上ですり潰し、アモルファス性のｃｉｓ−ＡＢＰＸ０１
粉末を得た。続いて、得られたアモルファス性のｃｉｓ−ＡＢＰＸ０１に、ジクロロメタ
ン蒸気を３時間噴霧し、結晶性の粉末を得た。
【００９４】
分子内にジクロロメタンを包接した粉末状のｃｉｓ−ＡＢＰＸ０１の結晶、当該結晶を
乳鉢上ですり潰すことによって得られたアモルファス性のｃｉｓ−ＡＢＰＸ０１粉末、及
び、当該アモルファス性のｃｉｓ−ＡＢＰＸ０１粉末にジクロロメタン蒸気を噴霧して得
られた結晶性の粉末のそれぞれについて、発光スペクトル及び粉末Ｘ線回折パターンの測
定を行うとともに、実施例１と同様にして目視による発光の検出を行った。結果を図２に
示す。
【００９５】
図２の（ａ）中、実線は実施例１と同様にして得られた、分子内にジクロロメタンを包
接した粉末状のｃｉｓ−ＡＢＰＸ０１の結晶の発光スペクトルを、一点鎖線は当該結晶を
乳鉢上ですり潰すことによって得られたアモルファス性のｃｉｓ−ＡＢＰＸ０１粉末の発
光スペクトルを、破線は当該アモルファス性のｃｉｓ−ＡＢＰＸ０１粉末にジクロロメタ
ン蒸気を噴霧して得られた結晶性の粉末の発光スペクトルを示す。
【００９６】
図２の（ｂ）中、（ｂ−１）は実施例１と同様にして得られた、分子内にジクロロメタ
ンを包接した粉末状のｃｉｓ−ＡＢＰＸ０１の結晶の粉末Ｘ線回折パターンを、（ｂ−２
）は当該結晶を乳鉢上ですり潰すことによって得られたアモルファス性のｃｉｓ−ＡＢＰ
Ｘ０１粉末の粉末Ｘ線回折パターンを、（ｂ−３）はアモルファス性のｃｉｓ−ＡＢＰＸ
０１粉末にジクロロメタン蒸気を噴霧して得られた結晶性の粉末の粉末Ｘ線回折パターン
を示す。
【００９７】
また、図２の（ｃ）は、左から順に、実施例１と同様にして得られた、分子内にジクロ
ロメタンを包接した粉末状のｃｉｓ−ＡＢＰＸ０１の結晶の発光を目視で検出した結果、
当該結晶を乳鉢上ですり潰すことによって得られたアモルファス性のｃｉｓ−ＡＢＰＸ０
１粉末の発光を目視で検出した結果、及び、当該アモルファス性のｃｉｓ−ＡＢＰＸ０１
粉末にジクロロメタン蒸気を噴霧して得られた結晶性の粉末の発光を目視で検出した結果
を示す。
【００９８】
図２の（ｂ−２）に示すように、ジクロロメタンを包接した上記ｃｉｓ−ＡＢＰＸ０１
の結晶は、乳鉢上ですり潰し、機械的刺激を与えることにより、結晶からアモルファス性
のｃｉｓ−ＡＢＰＸ０１粉末に変化した。また、ジクロロメタンを包接した上記ｃｉｓ−
ＡＢＰＸ０１の結晶と比べて、７６０ｎｍ付近の近赤外域の発光強度が減少し、４７０ｎ
ｍ付近の青色の発光強度が増加し、目視で検出された。
【００９９】
さらに、得られたアモルファス性のｃｉｓ−ＡＢＰＸ０１粉末に、ジクロロメタン蒸気
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を３時間噴霧した結果、図２の（ｂ−３）に示すように結晶性が回復するとともに、図２
の（ａ）に示すように、７６０ｎｍ付近の近赤外域の発光強度が増加し、４７０ｎｍ付近
の青色の発光強度が減少した。アモルファス性のｃｉｓ−ＡＢＰＸ０１粉末にジクロロメ
タン蒸気を噴霧して得られた結晶性の粉末の発光スペクトルは、実施例１と同様にして得
られた、分子内にジクロロメタンを包接した粉末状のｃｉｓ−ＡＢＰＸ０１の結晶と略同
じであった。
【０１００】
上記の結果より、ガス検知材が結晶性の場合と、アモルファス性である場合とで、発光
性が異なることが確認された。したがって、結晶性のガス検知材と、アモルファス性のガ
ス検知材とを用いて、それぞれ、独立してガスの検知を行えば、その結果の組合せにより
、ガスの検知をより高い精度で行うことができると考えられる。
【０１０１】
また、ジクロロメタンを包接した上記ｃｉｓ−ＡＢＰＸ０１の結晶に対して、乳鉢上で
すり潰すというような、機械的刺激を与えることにより、上記ｃｉｓ−ＡＢＰＸ０１の結
晶内に包接されていたジクロロメタンが、上記ｃｉｓ−ＡＢＰＸ０１の分子外へ放出され
ると考えられる。このアモルファス性のｃｉｓ−ＡＢＰＸ０１粉末を、さらにガス状のジ
クロロメタンに接触させることにより、再度ジクロロメタンが包接されたことが確認され
た。
【０１０２】
すなわち、本発明に係るガス検知材は、ガスを検知した後も、機械的刺激を与えること
により、再生して繰り返しガスの検知に用いることができることが示された。
【０１０３】
〔実施例４：クロロホルムの検知〕
ガス化したジクロロメタンの代わりにガス化したクロロホルムを接触させた以外は、実
施例１と同様にして、クロロホルムをｃｉｓ−ＡＢＰＸ０１及びｔｒａｎｓ−ＡＢＰＸ０
１の分子内へそれぞれ包接させた。得られたクロロホルム分子を包接した粉末状の結晶の
発光スペクトルを測定した。
【０１０４】
また、得られたクロロホルム分子を包接した粉末状の結晶の発光を目視により検出した
。具体的には、当該粉末状の結晶に３６５ｎｍのブラックライトを照射し、暗室にて写真
を撮影した。さらに、得られたクロロホルム分子を包接した粉末状の結晶の発色を室内灯
下（目視）にて写真を撮影した。
【０１０５】
結果を図５及び図６に示す。図５の（ａ）は、ガス状のクロロホルムと接触させたｃｉ
ｓ−ＡＢＰＸ０１の発色及び発光を目視で検出した結果を示す。図５の（ｂ）は、ガス状
のクロロホルムと接触させたｔｒａｎｓ−ＡＢＰＸ０１の発色及び発光を目視で検出した
結果を示す。図５の（ａ）及び（ｂ）において、それぞれ、左側の図が発色を目視で検出
した結果であり、いずれも薄いピンク色であった。また、図５の（ａ）及び（ｂ）におい
て、それぞれ、右側の図が、発光を目視により検出した結果である。クロロホルム分子を
包接したｔｒａｎｓ−ＡＢＰＸ０１は、４３０ｎｍ付近に極大発光波長を有し、青色の発
光を示した。一方、クロロホルム分子を包接したｃｉｓ−ＡＢＰＸ０１は、４３０ｎｍ付
近の青色発光に加え、７６０ｎｍ付近の近赤外域に極大発光波長を有し（図６の「加熱乾
燥前」と表示された発光スペクトル参照）、目視ではｔｒａｎｓ−ＡＢＰＸ０１に比べて
やや赤みがかった青色の発光を示した。
【０１０６】
〔実施例５：ガス検知材の再生〕
上記実施例４で得られた、分子内にクロロホルム分子を包接した粉末状のｃｉｓ−ＡＢ
ＰＸ０１の結晶を、１００℃、２００Ｐａで１８時間減圧乾燥させることにより、クロロ
ホルム分子を取り除いた。その後、得られた乾燥粉末に、クロロホルム蒸気を６時間噴霧
した。
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【０１０７】
図６に、ガス状のクロロホルムの脱離及び再包接に伴う発光強度の変化を示す。図６中
、破線は分子内にクロロホルムを包接した粉末状の上記ｃｉｓ−ＡＢＰＸ０１の結晶の発
光スペクトルを、一点鎖線は１００℃、２００Ｐａで１８時間減圧乾燥させた後の乾燥粉
末の発光スペクトルを、実線は乾燥粉末にクロロホルム蒸気を６時間噴霧した後の粉末状
の結晶の発光スペクトルを示す。
【０１０８】
図６に示すように、クロロホルムを包接した上記ｃｉｓ−ＡＢＰＸ０１の結晶を、１０
０℃、２００Ｐａで１８時間減圧乾燥させると、近赤外域の発光強度が増加した。さらに
得られた乾燥粉末をガス状のクロロホルムに接触させることにより、近赤外域の発光強度
が減圧乾燥前の水準に減少した。
【０１０９】
上記の結果より、クロロホルムを包接した上記ｃｉｓ−ＡＢＰＸ０１の結晶を減圧乾燥
することにより、包接したクロロホルムが脱離し、さらに得られた乾燥粉末をガス状のク
ロロホルムに接触させることにより、再度クロロホルムが包接されたことが確認された。
【０１１０】
すなわち、本発明に係るガス検知材は、ガスを検知した後も、減圧乾燥することにより
、再生して繰り返しガスの検知に用いることができることが示された。
【０１１１】
上記実施例１〜５は、ガスをＡＢＰＸ０１の結晶格子内に包接することで、色素分子の
集積構造が変化した結果、発色性や発光性が変化することを原理としてガスを検知するも
のである。また、ＡＢＰＸ０１の分子内に包接されたガス分子は、加熱や減圧乾燥などの
操作により分子外へ放出できるため、ＡＢＰＸ０１の分子内外へのガスの吸蔵と放出を可
逆的に行うことができることが示された。
【０１１２】
〔実施例６：塩化水素ガス、アンモニアガス及びアセトンガスの検知〕
実施例１と同様にして粉末状のＡＢＰＸ０１の結晶を製造した。得られたＡＢＰＸ０１
は、ｃｉｓ−ＡＢＰＸ０１とｔｒａｎｓ−ＡＢＰＸ０１とを１：１の割合で含むものであ
った。
【０１１３】
得られた、発色が無色で、青色発光を示す、粉末状のＡＢＰＸ０１の結晶１００ｍｇに
、１．０Ｍの塩化水素含有ジエチルエーテル溶液を１０分間噴霧することによって、ＡＢ
ＰＸ０１の結晶を塩化水素ガスに１０分間接触させたところ、粉末状のＡＢＰＸ０１の結
晶は、無色から深紫色に変化した。得られた深紫色の粉末状のＡＢＰＸ０１結晶に、３０
％のアンモニア水を１０分間噴霧することによって、ＡＢＰＸ０１の結晶をアンモニアガ
スに１０分間接触させたところ、深紫色の粉末状のＡＢＰＸ０１結晶は、橙色に変化した
。
【０１１４】
続いて、アンモニアガスを噴霧して得られた橙色の粉末状のＡＢＰＸ０１結晶粉末に、
アセトン蒸気を１０分間噴霧することによって、ＡＢＰＸ０１の結晶をアセトンガスに１
０分間接触させたところ、橙色の粉末状のＡＢＰＸ０１結晶は、ピンク色に変化した。得
られたピンク色の粉末状のＡＢＰＸ０１結晶に、１．０Ｍの塩化水素含有ジエチルエーテ
ル溶液を１０分間噴霧することによって、ＡＢＰＸ０１の結晶を塩化水素ガスに１０分間
接触させたところ、粉末状のＡＢＰＸ０１の結晶は、ピンク色から再び深紫色に変化した
。
【０１１５】
ガスの噴霧後に得られた、それぞれの粉末状のＡＢＰＸ０１結晶の発光スペクトルを測
定した。また、それぞれの粉末状のＡＢＰＸ０１結晶の発光を目視により検出した。具体
的には、当該粉末状の結晶に３６５ｎｍのブラックライトを照射し、暗室にて写真を撮影
した。さらに、それぞれの粉末状のＡＢＰＸ０１結晶の発色を室内灯下（目視）にて写真
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を撮影した。
【０１１６】
図７に、ガス状の塩化水素と接触させたＡＢＰＸ０１の発色及び発光を目視で検出した
結果、及び、その後さらにガス状のアンモニアと接触させたＡＢＰＸ０１の発色及び発光
を目視で検出した結果を示す。
【０１１７】
また、図８に、ガス状の塩化水素と接触させたＡＢＰＸ０１の発光スペクトル、及び、
その後さらにガス状のアンモニアと接触させたＡＢＰＸ０１の発光スペクトルを示す。
【０１１８】
図９に、ガス状のアセトンと接触させたＡＢＰＸ０１の発色及び発光を目視で検出した
結果、及び、その後さらにガス状の塩化水素と接触させたＡＢＰＸ０１の発色及び発光を
目視で検出した結果を示す。
【０１１９】
また、図１０に、ガス状のアセトンと接触させたＡＢＰＸ０１の発光スペクトル、及び
、その後さらにガス状の塩化水素と接触させたＡＢＰＸ０１の発光スペクトルを示す。
【０１２０】
本実施例は、ＡＢＰＸ０１が、塩化水素ガス等と化学的に結合し、双性イオン型分子種
、 又 は イ オ ン 型 分 子 種 (モ ノ カ チ オ ン 型 、 ジ カ チ オ ン 型 )へ 構 造 変 換 が 起 こ っ た 結 果 、 発 色
性及び発光性が変化することにより、ガスを検知するものである。
【０１２１】
図７〜１０に示されるように、本実施例では、発色性と発光性とがともに、ガスの種類
によって、大きく変化するため、その結果の組合せにより、ガスの検知をより高い精度で
行うことができると考えられる。
【０１２２】
本実施例では、ＡＢＰＸ０１の結晶を塩化水素ガスに接触させて得られた深紫色の粉末
状のＡＢＰＸ０１結晶を出発点としてアンモニアガスを検知できること、及び、このアン
モニアガスを噴霧して得られた橙色の粉末状のＡＢＰＸ０１結晶粉末を出発点としてアセ
トンガスを検知できることが示された。
【０１２３】
〔実施例７：ＡＢＰＸ０１のキサンテン環部位の歪みと発色との関係〕
実施例１で得られたｃｉｓ−ＡＢＰＸ０１ １００ｍｇ及び／又はｔｒａｎｓ−ＡＢＰ
Ｘ０１ １００ｍｇの分子内に、溶媒蒸気拡散により、クロロホルム（図１１中、「ＣＨ
Ｃｌ３」と表示）、ジクロロメタン（図１１中、「ＣＨ２Ｃｌ２」と表示）、エタノール
（ 図 １ １ 中 、 「 Ｅ ｔ Ｏ Ｈ 」 と 表 示 ） 、 シ ク ロ ヘ キ サ ン （ 図 １ １ 中 、 「 cyclohexane」 と 表
示）、ジエチルエーテル（図１１中、「Ｅｔ２Ｏ」と表示）及びテトラヒドロフラン（図
１１中、「ＴＨＦ」と表示）を包接させた。
【０１２４】
こうして得られた、上記ガス分子を包接した、ｃｉｓ−ＡＢＰＸ０１及び／又はｔｒａ
ｎｓ−ＡＢＰＸ０１の結晶のキサンテン環部位の分子内の歪みをＸ線結晶構造解析法によ
り調べた。また、それぞれの粉末状のＡＢＰＸ０１結晶の発色を室内灯下（目視）にて写
真を撮影した。
【０１２５】
図１１に結果を示す。図１１中、ガス分子の名称に括弧書きで添えられている「ｃｉｓ
体」及び「ｔｒａｎｓ体」との記載は、用いたＡＢＰＸ０１の幾何異性体の種類を示す。
図１１に示すように、クロロホルムやジクロロメタンを分子内に包接したＡＢＰＸ０１の
キサンテン環部位は高い平面性を有しており、その結晶はやや濃いピンク色を呈する。一
方、シクロヘキサン、テトラヒドロフランを包接した結晶のキサンテン環部位は大きく歪
んだ構造をしており、結晶は無色透明となる。
【０１２６】
上記の結果より、ＡＢＰＸ０１は、分子内に取り込むガス分子の種類により、キサンテ
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ン環部位に構造的な歪みの違いが生じ、結晶の発色性が異なる性質を有することが判った
。本実施例は、上述した分子の歪みに誘起される発色性の違いを利用して、ガスを検知す
るものである。
【産業上の利用可能性】
【０１２７】
本発明のガス検知材、ガス検知体、ガス検知器及びガス検知方法によれば、目的のガス
が大気中又は閉空間に存在するか否かを、簡便にかつ高い精度や正確度で検知することが
できる。それゆえ、本発明は、大気分析、環境分析、呼気分析、におい成分の分析等の様
々な領域での応用が可能であり非常に有用である。
【０１２８】
本発明のガス吸蔵放出材によれば、大気中又は閉空間に存在するガスの吸蔵と放出とを
簡便な方法で可逆的に行うことができる。それゆえ、本発明は、環境分野、エネルギー分
野、医療分野、ヘルスケア分野等の様々な領域での応用が可能であり非常に有用である。
【符号の説明】
【０１２９】
１ バッジ式ガス検知器
２ 発光検知部
３ 発色検知部
４ ガス検知体
５ フィルター

【図１】

【図３】

【図２】

【図４】
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【図８】

【図６】

【図９】

【図７】

【図１０】

【図１１】

【図１２】
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