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(57)【要約】
【課題】リグノセルロース系材料からリグニンのフェノ
ール誘導体を得るのに際して、導入するフェノール化合
物の導入率や２種以上のフェノール化合物の導入比率を
制御できる技術を提供する。
【解決手段】（ａ）第１のフェノール化合物で予め親和
したリグノセルロース系材料に酸を添加して第１次リグ
ニンフェノール誘導体を得る工程、及び（ｂ）第（ｎ＋
１）のフェノール化合物で予め親和した前記ｎ次リグニ
ンフェノール誘導体に酸を添加して第（ｎ＋１）次のリ
グニンフェノール誘導体を得る工程、を備え、ｎが１か
らＮ（Ｎは１以上の整数である）までの計Ｎ回の前記（
ｂ）工程を順次実施し、各（ｂ）工程において第（ｎ＋
１）次リグニンフェノール誘導体を得るようにする。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
リグニンのフェノール誘導体の生産方法であって、
以下の工程：
（ａ）第１のフェノール化合物で予め親和したリグノセルロース系材料に酸を添加して第
１次リグニンフェノール誘導体を得る工程、及び
（ｂ）第（ｎ＋１）のフェノール化合物で予め親和した前記ｎ次リグニンフェノール誘導
体に酸を添加して第（ｎ＋１）次のリグニンフェノール誘導体を得る工程、
を備え、ｎが１からＮ（Ｎは１以上の整数である）までの計Ｎ回の前記（ｂ）工程を順次
実施し、各（ｂ）工程において第（ｎ＋１）次リグニンフェノール誘導体を得る方法。
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【請求項２】
前記（ｂ）工程において、Ｎは１以上３以下の整数である、請求項１記載の方法。
【請求項３】
前記（ｂ）工程において用いる前記第ｎ次リグニンフェノール誘導体は前記（ａ）工程で
同時に生成したリグノセルロース系材料由来の炭水化物の少なくとも一部を含む組成物と
して供給されている、請求項１又は２に記載の方法。
【請求項４】
前記（ｂ）工程の少なくとも１工程で用いる酸は、前記（ａ）工程で用いる酸とは異なる
種類の酸であるか、前記（ａ）工程で用いられる酸と異なる強度で用いられる請求項１〜
３のいずれかに記載の方法。
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【請求項５】
前記（ａ）工程で用いる酸は、リグニン−セルロースマトリックスを膨潤させうる強度で
添加されている、請求項１〜４のいずれかに記載の方法。
【請求項６】
前記（ａ）工程で用いる酸は、リグニン−セルロースマトリックスを膨潤させない強度で
添加されている、請求項１〜４のいずれかに記載の方法。
【請求項７】
リグニンフェノール誘導体を得るいずれかの工程において、リグノセルロース系材料ある
いはフェノール誘導体とフェノール化合物とを含む混合系に対して超音波を照射する、請
求項１〜６のいずれかに記載の方法。
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【請求項８】
リグニンフェノール誘導体を得るいずれの工程において、リグノセルロース系材料あるい
はリグノフェノール誘導体とフェノール化合物と酸とを含む混合系に対して超音波を照射
する、請求項１〜７のいずれかに記載の方法。
【請求項９】
前記（ａ）工程における酸を、少なくとも、前記リグノセルロース系材料におけるリグニ
ン−セルロースマトリックスを膨潤させうる強度で添加し、前記第１のフェノール化合物
と前記リグノセルロース系材料と酸とを含む混合系に超音波を照射する、請求項１〜４の
いずれかに記載の方法。
【請求項１０】
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前記（ａ）工程における酸を、少なくとも、前記リグノセルロース系材料におけるリグニ
ン−セルロースマトリックスを膨潤させない強度で添加し、前記第１のフェノール誘導体
と前記リグノセルロース系材料と酸とを含む混合系に超音波を照射する、請求項１〜４の
いずれかに記載の方法。
【請求項１１】
第１のフェノール化合物と第２のフェノール化合物とは互いに異なる種類のフェノール化
合物を含んでいる、請求項１〜１０のいずれかに記載の方法。
【請求項１２】
請求項１〜１１のいずれかに記載の方法によって得られる、２種以上のフェノール化合物
が導入されたリグニンのフェノール誘導体を含有する組成物。
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【請求項１３】
さらに、前記（ａ）工程で生成したリグノセルロース系材料由来の炭水化物の少なくとも
一部を含有する、請求項１２記載の組成物。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、植物体の構成成分であるリグニンの構成ユニットにフェノール誘導体を導入し
て、リグニンのフェノール誘導体を形成する技術に関し、特に、２種類以上のフェノール
誘導体の導入に際して導入量や導入比率等の制御を容易に実現してリグニンのフェノール
誘導体の構造を精密に制御する技術に関する。
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【０００２】
【従来の技術】
植物体の主たる構成成分である細胞壁構成成分、すなわち、リグニンとセルロースやヘミ
セルロースなどとの複合系含有材料（以下、リグノセルロース系材料という。）を、これ
をフェノール誘導体と酸とを用いて分離・誘導体化する技術がある（例えば、特許文献１
、特許文献２参照。）。
かかる技術においては、リグニンをリグニン−セルロースマトリックスから分離するため
に、相分離という手法を用いている。すなわち、予め、リグノセルロース系材料をフェノ
ール化合物で溶媒和させておくかあるいは収着しておいた上で、リグノセルロース系材料
を酸と接触させることにより、リグニンにフェノール化合物をグラフトさせると同時にリ
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グニンをセルロースとのマトリックスから分離するというものである。
また、これらの方法において、分離効率を改善する技術もある（特許文献３）。
【０００３】
【特許文献１】
特開平２−２３３７０１号公報
【特許文献２】
特開平９−２７８９０４号公報
【特許文献３】
特開２００１−１３１２０１号公報
【０００４】
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【発明が解決しようとする課題】
現在、この方法で得られるリグニン誘導体の物性等は、由来するリグノセルロース系材料
に大きく由来しており、フェノール化合物の導入効率を制御するには至っていない。また
、２種以上のフェノール化合物を導入しようとする場合、用いるフェノール化合物の反応
性の相違により必ずしも意図する比率でフェノール化合物を導入することができなかった
。
しかしながら、リグニンを目的に応じて誘導体化していくためには、フェノール化合物の
導入効率や導入比率を高度にコントロールすることが望まれる。
そこで、本発明では、リグノセルロース系材料からリグニンのフェノール誘導体を得るの
に際して、導入するフェノール化合物の導入率や２種以上のフェノール化合物の導入比率
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を制御できる技術を提供することを目的とする。
【０００５】
【課題を解決するための手段】
本発明者らは、リグノセルロース系材料をフェノール化合物で親和した後、酸を添加して
リグニンをフェノール誘導体化するのにあたり、一旦フェノール誘導体化した後のリグノ
フェノール誘導体に対して、更にフェノール化合物で親和後、酸を添加することにより更
なるフェノール化合物の導入が可能であることを見出し、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。
【０００６】
（１）リグニンのフェノール誘導体の生産方法であって、
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以下の工程：
（ａ）第１のフェノール化合物で予め親和したリグノセルロース系材料に酸を添加して第
１次リグニンフェノール誘導体を得る工程、及び
（ｂ）第（ｎ＋１）のフェノール化合物で予め親和した前記ｎ次リグニンフェノール誘導
体に酸を添加して第（ｎ＋１）次のリグニンフェノール誘導体を得る工程、
を備え、ｎが１からＮ（Ｎは１以上の整数である）までの計Ｎ回の（ｂ）工程を順次実施
し、各（ｂ）工程において第（ｎ＋１）次リグニンフェノール誘導体を得る方法。
（２）前記（ｂ）工程において、Ｎは１以上３以下の整数である、（１）記載の方法。
（３）前記（ｂ）工程において用いる前記第ｎ次リグニンフェノール誘導体は前記（ａ）
工程で同時に生成したリグノセルロース系材料由来の炭水化物の少なくとも一部を含む組
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成物として供給されている、（１）又は（２）に記載の方法。（４）前記（ｂ）工程の少
なくとも１工程で用いる酸は、前記（ａ）工程で用いる酸とは異なる種類の酸であるか、
前記（ａ）工程で用いられる酸と異なる強度で用いられる（１）〜（３）のいずれかに記
載の方法。
（５）前記（ａ）工程で用いる酸は、リグニン−セルロースマトリックスを膨潤させうる
強度で添加されている、（１）〜（４）のいずれかに記載の方法。
（６）前記（ａ）工程で用いる酸は、リグニン−セルロースマトリックスを膨潤させない
強度で添加されている、（１）〜（４）のいずれかに記載の方法。
（７）リグニンフェノール誘導体を得るいずれかの工程において、リグノセルロース系材
料あるいはフェノール誘導体とフェノール化合物とを含む混合系に対して超音波を照射す
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る、（１）〜（６）のいずれかに記載の方法。
（８）リグニンフェノール誘導体を得るいずれの工程において、リグノセルロース系材料
あるいはリグノフェノール誘導体とフェノール化合物と酸とを含む混合系に対して超音波
を照射する、（１）〜（６）のいずれかに記載の方法。
（９）前記（ａ）工程における酸を、少なくとも、前記リグノセルロース系材料における
リグニン−セルロースマトリックスを膨潤させうる強度で添加し、前記第１のフェノール
化合物と前記リグノセルロース系材料と酸とを含む混合系に超音波を照射する、（１）〜
（４）のいずれかに記載の方法。
（１０）前記（ａ）工程における酸を、少なくとも、前記リグノセルロース系材料におけ
るリグニン−セルロースマトリックスを膨潤させない強度で添加し、前記第１のフェノー
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ル誘導体と前記リグノセルロース系材料と酸とを含む混合系に超音波を照射する、（１）
〜（４）のいずれかに記載の方法。
（１１）第１のフェノール化合物と第２のフェノール化合物とは互いに異なる種類のフェ
ノール化合物を含んでいる、（１）〜（１０）のいずれかに記載の方法。
（１２）（１）〜（１１）のいずれかに記載の方法によって得られる、２種以上のフェノ
ール化合物が導入されたリグニンのフェノール誘導体を含有する組成物。
（１３）さらに、前記（ａ）工程で生成したリグノセルロース系材料由来の炭水化物の少
なくとも一部を含有する、（１２）記載の組成物。
【０００７】
【発明の実施の形態】

40

本発明のリグニンのフェノール誘導体の生産方法は、少なくとも、
（ａ）第１のフェノール化合物で予め親和したリグノセルロース系材料に酸を添加して第
１次リグニンフェノール誘導体を得る工程、及び、
（ｂ１）第２のフェノール化合物で予め親和した前記第一次リグニンフェノール誘導体に
酸を添加して第２次リグニンフェノール誘導体を得る工程、を備えることを特徴としてい
る。そして、第３次以上のリグニンフェノール誘導体を得る工程を備えることを特徴とし
ている。なお、以下の説明において、第１次リグニンフェノール誘導体に対して２次以上
のフェノール化合物による１段あるいは２段以上の誘導体化工程からなる工程を（ｂ）工
程と総称するものとする。
【０００８】
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本発明の生産方法は、多段的あるいは逐次的に変換処理（フェノール化合物による誘導体
化工程）を実施するに特徴がある。かかる方法によれば、各段の工程で用いるフェノール
化合物の種類、酸強度あるいは外部からのエネルギーの付加などの多様な調整が可能とな
る。この結果、高い導入比率でフェノール化合物が導入されたリグニンフェノール誘導体
や、異なるフェノール化合物の導入比率が制御されたリグニンフェノール誘導体を得るこ
とができるようになる。
【０００９】
また、本発明方法では、リグニンのフェノール誘導体を得るいずれかの工程において、酸
の強度を調節することを特徴としている。
酸強度を調節することにより、酸との接触効率が変化してフェノール化合物の導入反応を
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変化させ、フェノール化合物の導入量を調節することができる。
さらに、本発明方法では、リグニンのフェノール誘導体を得るいずれかの工程において、
フェノール化合物とリグノセルロース系材料とを含む混合系、及び／又はフェノール化合
物とリグノセルロース系材料と酸とを含む混合系に対して超音波を照射することを特徴と
している。
超音波を照射することにより、フェノール化合物の導入及びリグニンとセルロースとのマ
トリックスの脱複合が促進される。このため超音波照射条件、あるいは超音波照射条件と
他の条件とを組み合わせることにより、より高いフェノール化合物の導入制御を行うこと
ができる。
さらに、超音波の照射は他の側面においても有用である。すなわち、フェノール誘導体の
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導入にあたって使用する酸強度を低下させることができる。これにより、フェノール化合
物の導入量や導入比率の制御が容易になる。
【００１０】
なお、従来より、相分離処理においては、リグニンのアリールプロパンユニットのＣ１位
にフェノール化合物が導入されてリグニンのフェノールプロパンユニットを有するリグニ
ンフェノール誘導体が得られることが知られている。しかしながら、当該相分離処理にお
いては、酸によるセルロース（炭水化物）の膨潤を達成しなければ、フェノール化合物の
導入も困難であった。一方、セルロースの膨潤を達成できる程度の酸の存在下における相
分離変換処理は、反応速度が非常に迅速であり、フェノール化合物の導入量をコントロー
ルすることは非常に困難であった。すなわち、フェノール化合物の導入量を安定化する、
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あるいは導入量を制御するには、十分時間相分離変換処理を行い、当該処理によってフェ
ノール化合物が導入されうるＣ１位にフェノール化合物を導入するしかなかった。結果と
して、多段階に、更なるフェノール化合物の導入を想定することが困難であった。また、
追加のフェノール化合物の導入可能性についても予測困難であった。したがって、相分離
処理後においても、更にＣ１位へのフェノール化合物の導入については予測しえない知見
であった。本発明はかかる知見に基づいてなされたものである。
【００１１】
さらに、このような状況下、複数のフェノール化合物の導入に際しては、それぞれの反応
性と配合比とを選択することで導入量や比率を調整していたが、上述のように、迅速な反
応速度下では、これらの調整による制御は非常に困難であった。本発明の別の側面によれ
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ば、酸の強度を調節すること、さらにこれに超音波照射などを組み合わせることにより、
第１段の相分離変換処理において、フェノール化合物の導入量の制御を可能にした。特に
、第１段の処理において従来困難であった、フェノール化合物の低導入量を達成すること
ができる。さらに、このことにより、第２段以降の変換処理の多様性を高めると同時に、
高精度なフェノール化合物の導入制御が可能となる。
【００１２】
また、少なくとも、本発明における第１段のフェノール誘導体化工程において、及びそれ
に続くフェノール化合物の誘導体化工程において、リグノセルロース系材料由来の炭水化
物とともにリグニンフェノール誘導体を分離する手法を採用すると、得られるリグニンフ
ェノール誘導体は、少なくとも部分的に当該炭水化物と複合状態となっている。したがっ
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て、かかる複合体組成物においては、リグニンフェノール誘導体は活性なＣ１位、すなわ
ち、フェノール化合物が導入されていないＣ１位を安定して保持することができる。した
がって、当該複合体組成物によれば、当該活性なＣ１を利用した更なるフェノール誘導体
化工程や他の誘導体化工程（架橋性基の導入処理、アルカリ処理、水酸基保護処理など）
を容易に実施することができる材料組成物が提供される。なお、当該複合体組成物は、可
塑性を有するため、当該可塑性に基いて成形素材等として各種用途に用いることができる
ことが本発明者らにより既に見出されている（２００１−３４２３５３号公報参照）。し
たがって、当該複合体組成物によれば、活性なＣ１位を保持し、長期にかつ多段階に活用
可能な材料組成物（熱可塑性組成物）が提供される。
【００１３】
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なお、第１次リグニンフェノール誘導体（以下、第１次リグノフェノール誘導体ともいう
。）とは、リグノセルロース系材料から得られ、リグニンのアリールプロパンユニットの
Ｃ１位に第１のフェノール化合物がグラフトされた１，１−ビス（アリール）プロパンユ
ニット（以下、第１のユニットともいう。）を有するリグニン誘導体を意味している。ま
た、第２次リグノフェノール誘導体とは、前記第１のユニットに加え、リグニンのアリー
ルプロパンユニットのＣ１位に第２のフェノール化合物がグラフトされた１，１−ビス（
アリール）プロパンユニット（以下、第２のユニットともいう。）を有するリグニン誘導
体を意味している。以下、第３次リグノフェノール誘導体以降の高次のリグノフェノール
誘導体は、いずれも、第１のユニット、第２のユニットに加えて、更なるフェノール化合
物がアリールプロパンユニットのＣ１位にグラフトされた１，１−ビス（アリール）プロ
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パンユニットを備えたリグニン誘導体を意味している。
【００１４】
以下に、リグノセルロース系材料から得られる一次リグノフェノール誘導体の有する全体
的、一般的性質を挙げる。ただし、本発明における１次あるいは２次以上の高次リグノフ
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。
（１）重量平均分子量が約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）針葉樹由来で約１７０℃、広葉樹由来で約１３０℃に固−液相転移点を有する。
（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
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、ジメチルホルムアミドなどに容易に溶解する。
【００１５】
以下、本発明の実施の形態について詳細に説明する。
（リグノセルロース系材料）
本発明で用いる「リグノセルロース系材料」とは、植物細胞壁の構成成分であるリグニン
−セルロース複合体を含有する材料であれば足り、特にその種類を問うものではない。例
えば、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がで
きる。さらに、ケナフ、稲、さとうきび、とうもろこしなどの各種草本植物の全体あるい
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は一部、それに関連するバガスなどの農産廃棄物や工業廃棄物なども使用できる。
【００１６】
（１次あるいは高次リグノフェノール誘導体及びその製造プロセス）
リグノフェノール誘導体は、リグニンのアリールプロパンユニット（Ｃ９ユニット）のＣ
１位に、フェノール誘導体がＣ−Ｃ結合で導入された１、１−ビス（アリール）プロパン
単位を含む重合体を意味するものである。ポリフェノールの一種である。
このリグノフェノール誘導体は、また、リグニン含有材料から反応、分離して得られるリ
グニン由来のポリマーの混合物であり、また、得られるポリマーにおける導入フェノール
誘導体の量や分子量は、原料となるリグニン含有材料（典型的にはリグノセルロース系材
料である。）および反応条件により変動することが多いとされている。
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【００１７】
１次リグノフェノール誘導体は、通常、所定のフェノール誘導体により親和されたリグニ
ン含有材料、好ましくはリグノセルロース系材料を酸に接触させることにより、得ること
ができる。なお、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、既に、特開平２−２３７０１号公報、特開平９−２７８９０４号公報及び
国際公開ＷＯ９９／１４２２３号公報、２００１−６４４９４号公報、２００１−２６１
８３９号公報、２００１−１３１２０１号公報、２００１−３４２３５３号公報において
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）。
【００１８】

10

本製造プロセスは、リグノセルロース系材料をフェノール誘導体相側に維持しながら、選
択的に酸と接触させ、分解したセルロースを酸側に分配し、酸との接触を介してフェノー
ル誘導体が導入されたリグニンをフェノール誘導体側に分配するというリグニンの構造変
換と分離とを同時に達成するプロセスである。このような反応系を構築するのにあたり、
特に、リグノセルロース系材料を予めフェノール誘導体で親和させておくことが好ましい
。ここで、親和とは溶媒和、浸透、並びに吸収及び吸着（収着ともいう。）の意味で用い
られている。すなわち、かかる反応系において、リグノセルロースの複合状態を緩和させ
、同時に、天然リグニンのアリールプロパンユニットのＣ１位（ベンジル位）に選択的に
前記フェノール誘導体をグラフティングさせて、リグノフェノール誘導体を生成させ、同
時にセルロースとリグノフェノール誘導体とに分離できる方法である。
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この方法によると、使用したフェノール誘導体のオルト位あるいはパラ位でリグニンのア
リールプロパンユニットのＣ１位に当該フェノール誘導体がグラフトされた、１、１−ビ
ス（アリール）プロパンユニットを有するリグノフェノール誘導体を得ることができる。
なお、得られるリグノフェノール誘導体においては、通常、フェノールがグラフトされて
いないアリールプロパンユニットも残存している。
【００１９】
上記反応に基く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得る方法、すなわ
ち、第１次リグノフェノール誘導体を得る（ａ）工程としては、各種方法を例示すること
ができる。また、第２次より高次のリグノフェノール誘導体を得る（ｂ）工程は、以下に
例示されるリグノセルロース系材料が、前段において得られたリグノフェノール誘導体あ
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るいはそれを含有する組成物とする以外は共通の操作によって構成される。
なお、（ｂ）工程は、特にその工程数を限定するものではない。通常は１〜３回程度、す
なわち、２次リグノフェノール誘導体〜４次リグノフェノール誘導体程度の高次リグノフ
ェノール誘導体であることが多い。なお、少なくとも２種類のフェノール化合物が導入さ
れた２次リグノフェノール誘導体であれば、かなりの範囲の多様性あるリグノフェノール
誘導体を得ることができる。
【００２０】
リグノフェノール誘導体を得るいずれの形態においても、フェノール化合物によりリグノ
セルロース系材料（あるいはリグノフェノール誘導体）を親和する工程と、フェノール化
合物により予め親和されたリグノセルロース系材料（あるいはリグノフェノール誘導体）
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に酸を添加して得られる反応系においてリグニンにフェノール化合物を導入する工程とを
備えている。
これらの方法は、親和工程が１段かあるいは２段かという点で区別することができ、また
、得られたリグノフェノール誘導体の分離方法において区別することもできる。
なお、以下に典型的な４種類の方法を例示するが、（ａ）あるいは（ｂ）工程をこれら４
種類の方法に限定することを意図するものではない。
【００２１】
第１の方法は、特開平２−２３３７０１号公報に記載されている方法である。この方法は
、１段の親和工程を備えている。１段の親和工程は、木粉等のリグノセルロース系材料に
液体状のフェノール誘導体を浸透させ、リグニンをフェノール誘導体により溶媒和させる
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工程である。なお、フェノール誘導体はベンゼンなどの不活性溶媒によって希釈して用い
ることもできる。
次に、導入工程について説明する。導入工程は、リグノセルロース系材料に濃酸（上記で
説明したもの、例えば、７２％硫酸）を添加し混合して、セルロース成分を加水分解する
とともに、フェノール誘導体をリグニンに導入する工程である。
この工程では、リグニンを溶媒和したフェノール誘導体と、セルロース成分を溶解した濃
酸とが２相分離系を形成する。フェノール誘導体により溶媒和されたリグニンは、フェノ
ール誘導体相が濃酸相と接触する界面においてのみ、酸と接触され、反応が生じる。すな
わち、酸との界面接触により生じたリグニン基本構成単位の高反応サイトである側鎖Ｃ１
位（ベンジル位）のカチオンが、フェノール誘導体により攻撃される。その結果、前記Ｃ
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１位にフェノール誘導体がＣ−Ｃ結合で導入され、またベンジルアリールエーテル結合が
開裂することにより低分子化される。これによりリグニンが低分子化され、同時にその基
本構成単位のＣ１位にフェノール誘導体が導入されたリグノフェノール誘導体がフェノー
ル誘導体相に生成される。このフェノール誘導体相から、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、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の集合体として得られる。なお、ベンジル位へ
のフェノール誘導体の導入形態は、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。
図１には、アリー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、各種のリグノフェノール誘導体が得られることを示している。
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【００２２】
フェノール誘導体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、フェノール誘導体相を、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などにより除去し、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、前記アセトン可溶部を単に減圧蒸留により除去することによ
って得ることができる。
【００２３】
第２および第３の方法は、２段階の親和工程を備えている。２段の親和工程は、リグノセ
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ルロース系材料に、固体状あるいは液体状のフェノール誘導体（例えば、ｐ−クレゾール
又は２、４−ジメチルフェノールなど）を溶解した溶媒（例えば、エタノールあるいはア
セトンなど）を浸透させた後、溶媒を留去する工程である。
次に、このリグノセルロース系材料に濃酸を添加してセルロース成分を溶解する（上記導
入工程に該当する。）。この結果、第１の方法と同様、フェノール誘導体により溶媒和さ
れたリグニンは、濃酸と接触して生じたリグニンの高反応サイト（側鎖Ｃ１位）のカチオ
ンがフェノール誘導体により攻撃されて、フェノール誘導体が導入される。また、ベンジ
ルアリールエーテル結合が開裂してリグニンが低分子化される。得られるリグノフェノー
ル誘導体の特性は、第１の方法で得られるものと同様である。そして、第１の方法と同様
にして、フェノール誘導体が導入されたリグノフェノール誘導体を液体フェノール誘導体
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にて抽出する。液体フェノール誘導体相からのリグノフェノール誘導体の抽出は、第１の
方法と同様にして行うことができる（これを第２の方法と称する）。あるいは、濃酸処理
後の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（これを第３の方法と称する）。以上、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。
【００２４】
第４の方法は、特開２００１−１３１２０１号公報に記載の方法であり、リグノセルロー

50

(9)

JP 2004‑137347 A 2004.5.13

ス系材料、フェノール誘導体、及び酸を含む混合物（本明細書においては反応系ともいう
。）にベンゼン、キシレン、トルエン、ヘキサンまたはこれらの混合物から選択される不
活性低沸点疎水性有機溶媒とを混合後、遠心分離して３層に分離し、リグノフェノール誘
導体画分をバンド状に凝集した第２層として分取する方法である。上記反応系を得るまで
の親和工程及び導入工程は、上記第１の方法〜第３の方法と同様に実施することができる
。また、分取したリグノフェノール誘導体は、上記第１及び第２の方法に示すようにエー
テル不溶画分に分配後、アセトン可溶画分に分取することもできるし、上記第３の方法の
ように、過剰の水に投入して水不溶画分として得ることができる。好ましくは、上記第３
の方法のように、水不溶画分に分取した後、酸を洗浄除去し、最終的にアセトン等に溶解
する画分にリグノフェノール誘導体を得る。
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【００２５】
本発明方法は、従来の（ａ）工程に加え、１工程以上の（ｂ）工程を備えることを特徴と
するが、（ｂ）工程以降に供給される、フェノール化合物がグラフトされるべきリグノフ
ェノール誘導体は、必ずしも、リグノフェノール誘導体として分離されたものに限定しな
い。既に例示した方法においても明らかであるように、最終的にリグノフェノール誘導体
を分離する前段階の画分（組成物）であってもよい。例えば、上記第２〜４の方法におい
て、酸反応後の反応系を大量の水に投入して得られるリグノフェノール誘導体の他リグノ
セルロース系材料由来の炭水化物を含む画分（組成物）として採取されるものであっても
よい。また、かかる炭水化物が反応系に由来せずに別途添加された組成物であってもよい
。以下の説明において、（ｂ）工程において供給されるリグノフェノール誘導体というと
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きは、リグノフェノール誘導体単体の他、リグノセルロース系材料由来の炭水化物を含む
場合や他成分を含有する組成物を意味して用いられる。
【００２６】
本発明方法においては、リグニンのアリールプロパンユニットのＣ１位にグラフトさせる
のに用いるフェノール化合物を（ａ）工程と（ｂ）工程とそれぞれ変更することができる
。これにより、２種以上のフェノール化合物がグラフトされた異なるユニットを備えるリ
グニン誘導体を容易に得ることができる。異なるフェノール化合物を異なる工程にて用い
ることにより、これらのフェノール化合物の導入率をそれぞれ制御できるようになる。な
お、フェノール化合物は、これらの工程中、一部の工程あるいは全部の工程で一部一致あ
るいは全部一致していてもよい。
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【００２７】
なお、異なるフェノール化合物を２段で逐次的に導入する場合の概念図を図２に示す。こ
の図においては、第１のフェノール化合物としてｐ−クレゾールを、第２のフェノール化
合物としてｐ−エチルフェノールが用いられている。
図２の上段の例では、第１のフェノール化合物を低い導入率で導入し、第１のフェノール
化合物と異なる第２のフェノール化合物を相対的に高い導入率で導入する工程を示してい
る。
図２の中段の例では、第１のフェノール化合物を半分程度の導入率で導入し、第２のフェ
ノール化合物を同程度の導入率で導入する工程を示している。
図２の下段の例では、第１のフェノール化合物を高い導入率で導入し、第２のフェノール
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化合物を低い導入率で導入する工程を示している。
【００２８】
また、図３には、（ａ）工程を上記第３の方法で実施し、計１回（ｂ）工程を上記第１方
法ないし第４の方法にて実施する本発明方法の一形態の工程フローを示している。このフ
ローでは、１次リグノフェノール誘導体は、リグノセルロース系材料由来の炭水化物を含
む組成物として（ｂ）工程に供給されている。
【００２９】
また、本発明方法においては、（ａ）工程と（ｂ）工程とでそれぞれ用いる酸の種類や強
度を変更することができる。これにより、炭水化物の分解や分離程度、フェノール化合物
の導入率も制御することができる。特に、工程間で異なるフェノール化合物を用いた場合
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、異なるフェノール化合物の導入率を容易に制御することができる。
以下、フェノール化合物と酸とについて説明する。
【００３０】
（フェノール化合物）
本発明方法における（ａ）工程他、高次のリグノフェノール誘導体を得るために使用する
リグノ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。

10

２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。
各工程におけるフェノール化合物は１種あるいは２種以上を組み合わせて使用することが
できる。
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【００３１】
前記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
基含有置換基である。導入率を考慮すれば、メチル基、あるいはエチル基などのバルキー
でない置換基であることが好ましい。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。
【００３２】
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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アリー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
、アリールプロパンユニットに導入されることになる。したがって、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。
【００３３】
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。
【００３４】
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なお、フェノール化合物の導入頻度は、導入しようとするフェノール化合物の置換基の有
無、位置、大きさ等によって変動する。したがって、フェノール化合物を選択することに
より導入頻度を調節することができる。特に、置換基の大きさによる立体障害によって導
入頻度を容易に調節することができる。置換基を利用して導入位置などを制御しようとす
る場合、置換基として低級アルキル基を利用すると、炭素数や分枝形態によって容易に導
入頻度を調節できる。置換基をメチル基とすると、導入頻度を高く維持して導入位置を制
御できる。
【００３５】
本発明においては、２段階以上の工程でフェノール化合物を導入するため、（ａ）工程や
（ｂ）工程で用いるフェノール化合物の種類や組み合わせを変えることで、置換基等によ
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るフェノール化合物の導入位置や導入率制御を精度よく実現することが可能となる。また
、後述するように、反応条件のコントロール、すなわち、酸の強度、攪拌強度、あるいは
超音波の照射条件のコントロールによって、工程毎にフェノール化合物の導入量や比率を
制御することができるようになる。したがって、導入反応性の相違のあるフェノール化合
物についてもその導入比率を一層容易に制御することができる。この結果、例えば、架橋
反応性や架橋時の構造制御を高い精度で実現できるようになる。
なお、２段階以上の工程で同じフェノール化合物を導入する場合であっても、高い導入率
を容易に得ることができる点において有効である。
【００３６】
なお、用いられるフェノール化合物の具体例としては、ｐ−クレゾール、ｐ−エチルフェ
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ノール、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（Ｇｕａｉａｃｏｌ）、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。
【００３７】
（酸）
（ａ）工程及び（ｂ）工程において用いる酸としては、特に限定しない。例えば、硫酸、
塩酸、リン酸、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。好ましくは、本来的にあるいは濃度によりリグニン−セルロース
マトリックスを膨潤させうる強度の酸であることが好ましい。なお、ここで酸で膨潤させ
る対象は主としてセルロースである。かかる強度の酸としては、例えば、６５ｗｔ％以上
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の硫酸、８５ｗｔ％以上のリン酸、３５ｗｔ％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、及びギ酸などを挙げることができる。好ましい酸とし
て、７２ｗｔ％の硫酸、９５ｗｔ％のリン酸、４５ｗｔ％のトリフルオロ酢酸及びギ酸を
挙げることができる。
セルロース、ヘミセルロース由来の水溶性多糖、オリゴ糖、及び単糖を効率的に回収する
には、硫酸を用いることが好ましく、セルロースに対する作用を抑制し、その高次構造を
ある程度保持した形で回収するには、リン酸など酸強度の低い酸を用いることが好ましい
。
【００３８】
本発明においては、特に、（ａ）工程及び（ｂ）工程の各工程において、酸の種類や酸の
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強度を替えることができる。酸に関連する条件を調整することによって、炭水化物の分解
や分離程度、ひいてはフェノール化合物の導入率を調節することができる。例えば、弱い
強度の酸を用いる場合には、フェノール化合物の導入率は低下し、強い強度で酸を用いる
場合には、フェノール化合物の導入率を向上させることができる。また、（ａ）工程、す
なわち、リグノセルロース系材料から第１次リグノフェノール誘導体を生成分離する工程
においては、強い強度で酸を用いることにより、セルロースの分解分離を促進し、フェノ
ール化合物のグラフトを促進するため、第１のフェノール化合物が高い導入率でグラフト
された第１次リグノフェノール誘導体を得ることができる。また、リグノセルロース系材
料由来の炭水化物がリグノフェノール誘導体画分に含まれうる上記第３の方法などによる
場合には、当該炭水化物含有量が顕著に低下される。なお、ここで、強い強度とは、リグ
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ニン−セルロースマトリックスが膨潤させうる強度で添加されていることが好ましく、既
に例示した各酸を好ましく用いることができる。なお、強い酸強度を採用するとともに、
リグノセルロース系材料と第１のフェノール化合物と酸とを含む混合系（反応系）に後述
する超音波照射を実施することにより、一層フェノール化合物の導入率を向上させること
ができる。
【００３９】
一方、（ａ）工程、すなわち、リグノセルロース系材料から第１次リグノフェノール誘導
体を生成分離する工程においては、弱い強度で酸を用いることにより、セルロースの分解
分離を遅延させ、フェノール化合物のグラフトを遅延させるため、第１のフェノール化合
物が低い導入率でグラフトされた第１次リグノフェノール誘導体を得ることができる。ま
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た、リグノセルロース系材料由来の炭水化物がリグノフェノール誘導体画分に含まれうる
上記第３の方法などによる場合には、当該炭水化物含有量が顕著に増加される。なお、こ
こで、弱い酸強度とは、リグニン−セルロースマトリックスが膨潤させない強度で添加さ
れていることが好ましい。ここで、リグニン−セルロースマトリクスを膨潤させない程度
の酸としては、上記したリグニン−セルロースマトリクスを膨潤させうる酸の強度よりも
弱い程度とすることができる。具体的には、６５ｔ％未満の硫酸、８５ｗｔ％未満のリン
酸、３５ｗｔ％未満の塩酸、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、及びギ酸などを挙げることができる。好ましい酸として、６０ｗｔ％以下の硫酸、８
０ｗｔ％以下のリン酸、３０ｗｔ％以下の塩酸、トリフルオロ酢酸及びギ酸を挙げること
ができる。なお、酸との反応工程に先立つ親和時における混合系においては、さらに弱い

10

酸強度であってもよい。なお、弱い酸強度を採用するとともに、リグノセルロース系材料
と第１のフェノール化合物と酸とを含む混合系（反応系）に対して後述する超音波照射を
実施することにより、フェノール化合物の導入率を向上させることができる。当該組み合
わせによれば、低い酸強度を採用しているため、超音波照射の強度によって容易にフェノ
ール化合物の導入率を調整することができる。
【００４０】
なお、上記例示においては、（ａ）工程において酸の強度や超音波を利用する場合につい
て説明したが、（ｂ）工程においても酸強度や超音波照射を利用して、第２以降のフェノ
ール化合物の導入率や炭水化物の分離を制御することができる。
【００４１】

20

（超音波の照射）
本発明の（ａ）工程及び（ｂ）工程においては、リグノセルロース系材料あるいは前段で
得られたリグノフェノール誘導体とフェノール化合物との混合系（親和時における混合系
である。）、あるいはこれら２成分に加えて酸との混合系（酸との反応時における混合系
である。）に対して超音波照射を実施することにより、親和及び反応を促進させることが
できる。したがって、これらの混合系に対する超音波照射の有無により、フェノール化合
物の導入率他、炭水化物の分離分解程度を調節することができる。
【００４２】
（フェノール化合物との親和時における超音波の照射）
本発明方法においては、フェノール化合物によるリグノセルロース系材料の親和時に、リ
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グノセルロース系材料及び／又はフェノール誘導体に超音波を照射することにより、酸と
の反応を促進させることができる。好ましくは、リグノセルロース系材料とフェノール誘
導体とが同時に存在する状態（混合系）において両者に超音波を照射するようにする。か
かる超音波照射により、リグノセルロース系材料へのフェノール化合物を効率的にかつ十
分に浸透させて、両者が十分に親和した状態を容易にかつ速やかに得ることができる。こ
の結果、その後のリグニンへのフェノール化合物の導入工程において、効率的にリグニン
にフェノール化合物を導入できるようになる。したがって、親和時における超音波照射の
有無や強度によってフェノール化合物の導入率や比率を制御可能である。
【００４３】
かかる親和時における超音波照射は、上記した第１の方法及び第２の方法において例示し
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た親和時のいずれにも適用することができる。上記第１の方法にあっては、リグノセルロ
ース系材料に液体のフェノール誘導体を浸透させた状態、あるいはリグノセルロース系材
料あるいはリグノフェノール誘導体をフェノール誘導体に浸漬した状態で、超音波を照射
することができる。また、上記第２の方法にあっては、リグノセルロース系材料にフェノ
ール誘導体を溶解させた有機溶媒（例えば、アセトン、エタノール、ベンゼン、ヘキサン
、トルエン、キシレン、またはこれらの混合液）を浸漬あるいは浸透させた状態であって
好ましくは有機溶媒の留去前の状態で超音波を照射することができる。なお、超音波を照
射しながら有機溶媒を留去することもできる。
【００４４】
なお、親和時の混合系に対して照射する超音波の電圧や周波数は特に限定しないで、フェ
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ノール化合物とリグノセルロース系材料あるいはリグノフェノール誘導体との親和性を向
上できる程度以上の条件で照射すればよい。通常用いられ得る超音波発生器の電圧及び周
波数（電力約１００Ｗ〜約１５００Ｗ、周波数約２０ｋＨｚ〜約４０ｋＨｚ）であれば、
数十秒〜数十分程度の照射で上記効果を得ることができる。
超音波の照射形態は特に限定しないが、液体であるフェノール誘導体中に発振子を侵入さ
せた状態でもよいし、また、液体であるフェノール誘導体が入った容器を浸漬した水槽等
に発振子を配置して照射してもよい。
また、超音波照射に伴って、別途機械的攪拌を付随させてもよい。なお、超音波照射は必
ずしも連続的である必要はなく、断続的であってもよい。また、親和時の全時間にわたっ
て使用することを要するものでもなく、親和時の一部において使用するのみであってもよ
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い。
【００４５】
（酸との反応時における超音波照射）
また、既に述べたように、本発明にあっては、予め親和されたリグノセルロース系材料に
酸を添加して得られる反応系に対して超音波を照射することもできる。当該反応系に対し
て超音波を照射する場合、好ましくはほぼその全域に超音波を照射する。あるいは、他の
攪拌混合手段、具体的には攪拌子や攪拌羽根による機械的攪拌手段や噴流等による攪拌手
段を付随させることも好ましい。
【００４６】
リグニンへのフェノール化合物の導入工程において、超音波を照射することにより、リグ
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ノセルロース系材料におけるリグニン−セルロースマトリックスの脱複合を促進できる。
脱複合の促進は、また、リグニンと酸との接触確率を向上させ、早期にフェノール誘導体
の高い導入率が得られるという側面がある。例えば、例えば、機械的攪拌を用いる以外は
同条件下において得られる導入率を、適度な超音波の照射を伴う導入工程を実施すること
により、約４分の１〜半分程度の時間で達成することができる。また、超音波の照射によ
り、フェノール化合物の導入率とリグノフェノール誘導体の生成量はいずれも増大させる
ことができる。なお、親和混合系に対して超音波照射を行っている場合には、リグノセル
ロース系材料あるいはリグノフェノール誘導体とフェノール化合物とがよく親和している
ので、より一層導入が速やかであり、また、導入後も安定的にフェノール化合物相へ分配
され、セルロースとの分離を容易化することができる。
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したがって、反応系に対する超音波照射の有無、強度の調節により、フェノール化合物の
導入率や比率を調節することができるようになる。
【００４７】
リグニンへのフェノール化合物の導入工程において、超音波を照射することにより、リグ
ノセルロース系材料あるいはリグノフェノール誘導体と酸との接触確率が向上し、効率的
に導入工程を実施できる。また、例えば、機械的攪拌を用いる以外は同条件下において得
られる導入率を、適度な超音波の照射を伴う導入工程を実施することにより、約４分の１
〜半分程度の時間で達成することができる。また、超音波の照射により、フェノール化合
物の導入率とリグノフェノール誘導体の生成量はいずれも増大させることができる。
なお、親和混合系に対して超音波照射を行っている場合には、リグノセルロース系材料と
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フェノール誘導体とがよく親和しているので、より一層導入が速やかであり、また、導入
後も安定的にフェノール誘導体相への分配され、セルロースとの分離を容易化することが
できる。
【００４８】
反応系に対する超音波照射の電圧や周波数は、親和工程と同様、特に限定しない。フェノ
ール誘導体とリグノセルロース系材料との接触確率は、通常用いられ得る超音波発生器の
電圧及び周波数（電力約１００Ｗ〜約１５００Ｗ、周波数約２０ｋＨｚ〜約４０ｋＨｚ）
であれば、数十秒〜数十分程度の照射で十分向上させることができる。
超音波の照射形態は特に限定しないが、液体であるフェノール誘導体中に発振子を侵入さ
せた状態でもよいし、また、液体であるフェノール誘導体が入った容器外部に発振子を配
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置して照射してもよい。また、親和工程と同様、超音波照射に伴って、別途機械的攪拌を
付随させることもできるし、照射は、連続的でも断続的であってもよい。また、導入工程
の全時間にわたって使用することを要するものでもなく、導入工程の一部において使用す
るのみであってもよい。
【００４９】
（リグノフェノール誘導体組成物）
（ｂ）工程において得られる酸性の反応混合物を水に投入して得られる水不溶画分（水不
溶画分組成物）は、２次以上の高次のリグノフェノール誘導体の他、リグノセルロース系
材料由来の水不溶性のセルロース等の炭水化物を含有しており、リグノフェノール誘導体
含有組成物であるといえる。当該組成物においては、リグノフェノール誘導体の少なくと
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も一部分はリグノセルロース系材料由来の炭水化物（セルロース）と複合体を構成してい
る。また、当該組成物は熱可塑性を有している。
既に説明したように、超音波処理と酸強度の組み合わせにより、水不溶画分におけるリグ
ノフェノール誘導体とセルロースなどの炭水化物の含有比率を調節することができる。ま
た、同時に、フェノール化合物の導入率や導入比率も調節することができる。
したがって、所望のフェノール化合物が高度に制御された導入率あるいは比率で導入され
たリグノフェノール誘導体を含有し、必要に応じて炭水化物の含有比率が調整されたリグ
ノフェノール誘導体含有組成物を得ることができる。
なお、当該組成物においては、残存する活性なＣ１位が安定的に保持されているため、次
なるフェノール化合物の誘導体化工程あるいは他の誘導体化工程に供する材料組成物とし
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て好ましいものなっている。また、当該組成物に形状を付与した成形体等も次なる変換に
適した状態でリグノフェノール誘導体を保持することができる点において好ましいリグノ
セルロース系複合体が提供される。
【００５０】
このようにして得られた２次以上の高次リグノフェノール誘導体に対しては、アシル化保
護処理等による水酸基保護処理、ヒドロキシメチル基等の架橋性基の導入、クマランユニ
ットの生成を伴うアルカリ処理など各種の他の誘導体化工程を施すことができる。
【００５１】
【実施例】
以下、本発明を具体例について説明する。本発明は以下の実施例に限定されるものではな
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い。
（実施例１）
１次リグノフェノール誘導体の調製
（１）親和工程−フェノール誘導体の収着
針葉樹のベイマツ（Ｐｓｅｕｄｏｔｓｕｇａ

ｍｅｎｚｉｅｓｓｉ以下、Ｄｏｕｇｌａｓ

ｆｉｒと称する。）を、Ｒｅｔｓｈ社製の超遠心粉砕機ＺＭ１００にかけて微粉化し、
その後、ＩＩＤＡ製作所製の８０メッシュのふるいかけて、８０メッシュパスの木粉を得
た。
この木粉を、エタノール：ベンゼン＝１：２（Ｖ／Ｖ）溶液にてソックスレー抽出器を用
いて、４８時間抽出した。抽出後、木粉をステンレスバットに広げ、ドラフト内で溶媒を

40

完全に留去した。さらに、送風乾燥機にて１０５℃で２４時間乾燥させ、絶乾木粉を得た
。
【００５２】
絶乾木粉３ｇ相当の木粉を、１００ｍｌ容セパラブルフラスコに入れ、フェノール化合物
であるｐ−クレゾールのアセトン溶液約３０ｍｌ（リグニンＣ９ 単位あたり３ｍｏｌ倍相
当のフェノール化合物を含む）を加えた。次に、木粉内部に存在する気泡を除去するため
攪拌用の羽で少し攪拌し、アルミホイルおよびパラフィルムでビーカーに蓋をして約２４
時間静置した。静置後、ドラフト内で激しく攪拌してアセトンを完全に留去した。アセト
ン留去した試料を、フェノール化合物収着木粉とした。
【００５３】
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（２）フェノール化合物の導入工程−硫酸処理
（１）で親和処理したフェノール化合物収着木粉に、あらかじめ３０℃に調整しておいた
６０ｗｔ％、６５ｗｔ％、７２ｗｔ％濃度の各硫酸水溶液６０ｍｌを加え攪拌機より、５
００ｒｐｍで所定時間攪拌しつつ、超音波発生器（ＢＲＡＮＳＯＮ

ＳＯＮＩＦＩＥＲ４

５０Ｄ、２０ｋＨｚ、出力１８０Ｗ）により超音波を照射して、５分、１０分、２０分の
３種類の処理時間で導入工程を行った。工程終了後、それぞれの内容物を１１容三角フラ
スコ中の大過剰の水（約６００ｍｌ、強制攪拌下）に投入し、硫酸濃度を１０％以下に低
下させ、約１時間攪拌した。なお、超音波を照射しない以外は、上記と同様に操作を行い
、それぞれのコントロールとした。
【００５４】

10

（３）脱酸処理
三角フラスコ内容物を脱イオン水にて遠沈管（ポリプロピレン製）に移し、遠心分離〔８
８００ｒｐｍ（１０５６０Ｇ）、２０ｍｉｎ、５℃〕により水可溶区分（浮遊物を含む）
と水不溶区分とに分離した。分離後、遠沈管中の可溶区分（浮遊物を含む）を駒込ピペッ
トで５１容三角フラスコに取り出し、水不溶区分はさらに脱イオン水を加え、攪拌および
遠心分離を行い、未反応のフェノール誘導体および酸を可溶区分として除去した。なお、
５ｌ容三角フラスコに取った可溶区分は約１日静置した後、沈殿を乱さないように上澄み
を吸引濾過鐘でビーカーに取り、あらかじめ恒量を求めておいたガラス繊維濾紙にてろ過
し後、濾紙に残留した浮遊物の恒量を測定した。
【００５５】
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（４）水不溶区分の乾燥
脱酸処理後の不溶区分は少量の脱イオン水を使用してあらかじめ恒量を測定しておいたプ
ラスチック容器に移し、凍結乾燥し、その後、五酸化二リン上で減圧乾燥し、恒量を求め
当初の木粉に対する収率を測定した。
【００５６】
（５）導入工程における超音波照射における反応系の観察
［６０ｗｔ％硫酸水溶液を用いた超音波処理］
６０ｗｔ％硫酸を用いた反応系において、コントロール試料では、硫酸水溶液を加えた直
後に、黄緑色に変化し、約５〜６分程度で少し暗い緑色に変化した。木粉粒子に関しては
、硫酸処理後も、木粉粒子状のものが確認された。超音波処理試料においても、反応後に
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同様の粒子が確認できた。また、硫酸水溶液を添加時に、試料における粘性の上昇は超音
波照射の有無に関係なく、確認できなかった。これらの結果は、６０％硫酸水溶液が植物
細胞壁の十分な膨潤を引き起こすことができないことを意味している。水分散後、処理試
料の色は、コントロール試料および超音波処理試料のそれぞれにおいて、処理時間が５分
、１０分、２０分と変化するにつれて赤色化する傾向が得られた。また、超音波処理試料
の方がコントロール試料よりも暗色化していた。この試料の赤色化は、木材中の発色成分
であるリグニン分子の変換程度に由来している。
【００５７】
［６５ｗｔ％硫酸水溶液を用いた超音波処理］
６５ｗｔ％硫酸水溶液を用いた処理において、コントロール試料では、硫酸水溶液を加え
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た直後に緑色へ変化し、その後、約３〜４分でより暗い緑色へと変化した。超音波処理試
料では、木粉粒子は約５〜６分で確認できなくなったが、コントロール試料では、木粉粒
子が処理時間１０分〜１３分で確認できなくなった。水分散後、各処理試料の色は、処理
時間が５分、１０分、２０分と増加するにつれて赤色化した。６０ｗｔ％硫酸処理の場合
と同様に、超音波処理試料の方が、コントロール試料よりも暗色化していた。また、コン
トロール試料では、不溶区分の回収時に白色の沈殿区分が確認された。この白色区分は超
音波処理５分、１０分試料においても同様に確認されたが、２０分の超音波処理において
は確認されなかった。この白色区分は、植物細胞壁中の加水分解不十分の炭水化物区分が
凝集したものと考えられ、超音波２０分処理試料ではこの炭水化物の白色区分が確認され
なかったことから、超音波エネルギーにより、炭水化物の加水分解が促進されることが示
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された。相分離処理試料の赤色化については、６０ｗｔ％硫酸処理と同様に、木材中の発
色成分であるリグニン分子の変換程度に由来している。
【００５８】
［７２ｗｔ％硫酸水溶液を用いた超音波処理］
７２ｗｔ％硫酸水溶液を用いた処理では、６０％硫酸水溶液や６５％硫酸水溶液を加えた
場合とは異なり、硫酸水溶液を加えた直後にかなり暗い緑色へと変化した。その後、約４
〜５分で少し暗色化した。超音波処理試料では、木粉の粒子は約５〜６分で確認できなく
なり、コントロール試料では９〜１１分で確認できなくなった。水分散後、相分離処理試
料の色は緑色をしていた。超音波処理試料の色は、処理時間が５分、１０分、２０分と増
加してもほとんど変化がなかったが、コントロール試料では、処理時間が５分、１０分、
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２０分と増加するにつれて緑色化した。また、コントロール試料において、処理時間が５
分、１０分のものにおいては、６５ｗｔ％硫酸処理時に確認された白色区分が確認されが
、処理時間が２０分のものではその白色区分は確認されなかった。超音波処理試料におい
ては、６５ｗｔ％硫酸処理時に観察された白色区分は確認されなかった。このことから、
７２ｗｔ％硫酸水溶液は炭水化物を十分に加水分解する能力がを持つこと、さらに、超音
波エネルギーにより炭水化物の加水分解速度が加速されたこととが示された。
【００５９】
なお、あくまで推論であって、本発明を拘束するものではないが、以上のリグニンの酸を
添加してからの色の変化は、反応初期の緑色がリグニンの未端に存在するコニフェリルア
ルデヒドに、１分子のｐ−クレゾールが導入された際に、分子内の共役系が伸びることに
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より生じると考えられる。さらに、時間とともに濃緑色へと色が変化するのは、ｐ−クレ
ゾールの導入が十分に生じ、様々な種類の共役系が発生することによって、光の吸収波長
を拡大することが可能となることに起因すると考えられる。また、超音波処理試料の明度
の減少は、白色成分である炭水化物の加水分解が進行し、重合度の低いオリゴマーレベル
の糖になることによつて、溶媒中へ溶解したことに起因すると考えられる。合成された相
分離試料の色の違いは、酸化の程度および変換されたリグニン分子の分散程度の違いによ
って生じたと考えられる。
【００６０】
（６）水不溶区分（リグノフェノール誘導体含有組成物）の収率
図４に、絶乾木紛あたりのリグノフェノール誘導体含有組成物の収率のグラフを示す。
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６０ｗｔ％硫酸水溶液を用いた場合、超音波処理試料の方が、コントロール試料に比べや
や低い収率を示した。６０％硫酸処理での収率低下は、酸に対する抵抗性の低い木材中の
ヘミセルロース区分およびセルロースの非晶性区分が、酸による加水分解作用を受け、水
相へ流出した結果生じたと考えられる。
【００６１】
６５ｗｔ％硫酸水溶液を用いた場合、コントロール試料では、６０ｗｔ％硫酸処理時とほ
とんど変わらない収率減少傾向（すなわち、緩やかな減少傾向）がえられた。一方、超音
波処理試料においては、大幅な収率減少傾向を示した。コントロール試料については、６
５ｗｔ％硫酸水溶液がセルロースの結晶領域を膨潤させることができ、セルロース区分の
加水分解も不十分ではあるが進むため、６０ｗｔ％硫酸を用いた場合よリセルロース区分
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の流出が進行することがその原因と考えられる。超音波処理試料における大幅な収率低下
は、６５ｗｔ％硫酸による細胞壁の膨潤と加水分解とを超音波エネルギーが促進し、炭水
化物区分と酸との接触性が上昇したため、炭水化物区分の加水分解が促進されたことに起
因すると考えられる。
【００６２】
７２ｗｔ％硫酸水溶液を用いた場合では、コントロール試料において、超音波照射６５ｗ
ｔ％硫酸処理試料とほぼ同等の収率減少傾向を示した。このことは、７２％硫酸水溶液に
細胞壁の膨潤を引き起こし、さらに十分に炭水化物区分を加水分解する能力があることを
示している。一方、超音波処理試料の場合、５分、１０分、２０分と処理時間を増加させ
てもその収率に大きな変化がみられなかったことから、超音波エネルギーにより植物細胞
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壁中の炭水化物の加水分解速度が加速され、約５分の処理で反応が平衡に達したと推測さ
れる。
【００６３】
（実施例２）
１次リグノフェノール誘導体組成物中のリグニン含有量測定
十分乾燥させた実施例１の各組成物約２００ｍｇを１０ｍｌ容サンプル管に精秤し、７２
％硫酸水溶液を３ｍｌを少量ずつガラス棒で練りこみながら加え、２０℃の水浴中で反応
が均１に進行するように十分に攪拌しながら４時間反応させた。反応後、予め１１５ｍｌ
に印をした２００ｍｌ容三角フラスコに定量的に移し、脱イオン水を加えて、硫酸濃度を
３％まで希釈した。希釈した処理物は、ガスバーナーで加熱し、硫酸濃度を３％に保つた

10

めに、脱イオン水を適宜加えながら２時間煮沸した。処理後、恒量既値のｌＧ４ガラスフ
ィルターを用いて内容物を濾過し、不溶解物を熱水で洗浄後、１０５℃で乾燥させ、恒量
を測定し、相分離処理試料中の酸不溶性リグニン量を求めた。濾液は、ＪＡＳＣＯＶ‐５
２０にて２０５ｎｍでの紫外線吸収を測定し、次式より酸可溶性リグニン量を求め、酸不
溶性リグニン量との総和として全リグニン量を算出した。
Ｂ＝Ａ／（１１０×Ｄ）
リグニン（％）＝Ｂ×Ｖ×１００／（１０００×Ｗ）
Ａ：吸光度
Ｄ：希釈率
Ｖ：全濾液量（ｍｌ）
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Ｗ：試料重量（ｇ）
【００６４】
図５に１次リグノフェノール誘導体含有組成物中のリグニン含有量のグラフを示す。
硫酸水溶液を添加した直後に全ての試料で黒色化が観察された。６０ｗｔ％硫酸を用いた
試料では、超音波照射の有無に関係なく反応初期にかねりの粘性があったが、６５ｗｔ％
及び７２ｗｔ％硫酸処理試料では、いずれも酸添加時においてもはや粘性の発現は認めら
れなかった。このことは、６０ｗｔ％硫酸処理時には、細胞壁の膨潤が十分に生じていな
いため後段で７２ｗｔ％硫酸添加時にはじめて粘性が生じ、６５ｗｔ％硫酸及び７２ｗｔ
％硫酸処理時には、細胞壁の膨潤が既に生じていたため、後段で７２ｗｔ％硫酸を添加し
ても粘性上昇が生じなかったと考えられる。
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【００６５】
硫酸濃度を３ｗｔ％に希釈した段階では、超音波処理試料の方がコントロール試料に比べ
て黒色化していたが、煮沸に伴い赤色化した。これは、リグニンの変換により２次的な変
性が抑制されたためであると考えられる。
全体として、導入工程における処理時間が延長されるほど、リグニン含有量が高くなる傾
向が得られた。これは、反応時間が長くなるほど、炭水化物がより多く加水分解され、低
分子化された炭水化物区分が水相へ流出することに対応する。また、酸可溶性リグニンが
通常よりも高い値を示していた。このことは、超音波処理によってリグニン母体中の活性
側鎖であるＣ１位にフェノール誘導体が導入され、二次変性が抑制されたために自己縮合
できなかった低分子区分がろ液中に流出したことに起因すると考えられる。
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【００６６】
（実施例３）
１次リグノフェノール誘導体への追加のフェノール化合物の導入（２次フェノール誘導体
の調製）
本実施例では、１次処理時に用いたフェノール誘導体と異なる別のフェノール誘導体を用
いた相分離処理により、リグニン母体中に２種類のフェノール誘導体を導入する。以下、
この１次変換処理および２次変換処理によりリグニン母体に導入されたフェノール誘導体
の導入頻度を比較する。
【００６７】
１次処理組成物を規定量（総体量が少ない７２ｗｔ％硫酸処理組成物は４００ｍｇ、超音
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波照射照射６５ｗｔ％硫酸処理試料は６００ｍｇ、その他のものは７００ｍｇ）を５０ｍ
ｌ容遠沈管に精秤し、そこにフェノール化合物（フェノール化合物としてｐ−エチルフェ
ノールを用い、ｐ−エチルフェノール：ベンゼン＝７：３の混合媒体で使用）を規定量（
総体量が少ない７２ｗｔ％硫酸処理組成物は４ｍｌ、超音波照射６５ｗｔ％硫酸処理組成
物は６ｍｌ、その他のものは７ｍｌ）加え、撹枠用の羽で叩くように約１０分攪拌した。
その後、予め３０℃にしておいた７２ｗｔ％硫酸水溶液を規定量（総体量が少ない７２ｗ
ｔ％硫酸処理組成物は８ｍｌ、超音波照射６５ｗｔ％硫酸処理組成物は１２ｍｌ、その他
のものは１４ｍｌ）加え、約１分攪拌した後、撹幹機に設置し、３０℃の水浴中で計６０
分間攪拌した（５００ｒｐｍ）。攪拌後、遠心分離〔２５℃、３５００ｒｐｍ（２２００
Ｇ）、３分〕にて有機相と水相に分離した。

10

【００６８】
２００ｍｌ容三角フラスコに１５０ｍｌのジエチルエーテルを加え、水で冷やしながらか
つスターラーで激しく攪拌しながら有機相を滴下した後、界面洗浄のためフェノール誘導
体を数ｍｌ反応容器へ加え遠心分離〔２５℃、３５００ｒｐｍ（２２００Ｇ）、３分〕し
、有機相をエーテルに滴下した。洗浄は計３回行った。その後油状物質が沈降し、上澄み
液がクリアになるまで攪拌した。しかし、１時間攪拌を続けても上澄みがクリアにならな
い時は、遠心分離〔５℃、３５００ｒｐｍ（２２２０Ｇ）、１０分〕にて不溶解物を回収
した。上澄み液を取り除き、沈殿物および容器をさらに約１５ｍｌのジエチルエーテルで
２回洗浄後、沈殿物に４０〜６０ｍｌのアセトンを加え、完全に溶解するまで攪拌し、遠
沈管に移すとともに、容器を少量のアセトンで洗浄した。上澄み液は、遠沈管に移し、遠
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心分離〔５℃、３５００ｒｐｍ（２２２０Ｇ）、５分〕した後、ガラス繊維濾紙を用いて
濾過した。その後１００ｍｌ容ナスフラスコヘ移し、エバポレーターで約１０ｍｌになる
まで濃縮し、ジエチルエーテルに滴下後、生成した沈殿区分を遠心分離〔５℃、３５００
ｒｐｍ（２２２０Ｇ）、５分〕にて回収し、洗浄のため沈殿物にジエチルエーテルを加え
約３回洗浄した。
生成した沈殿を室温暗所で１日保管し、ジエチルエーテルを除いた。その後、遠沈管のま
ま五酸化ニリン上で減圧乾燥させ恒量を測定し、収率を求めた。これを２次リグノフェノ
ール誘導体とした。
【００６９】
（実施例４）
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第１及び第２のフェノール誘導体の導入量
各種２次リグノフェノール誘導体約２０ｍｇ、内部標準物質としてｐ−ニトロベンズアル
デヒド（ＰＮＢ）約３ｍｇをｌｍＩ容テフロン（登録商標）ライナー付きスクリューバイ
アルに精秤し、ｌｍｌ容メスピペットにて重水素化ピリジンを１５０μｌ加え完全に溶解
させた。溶解後テトラメチルシラン０．０３％含有重水素化クロロホルムを１ｍｌ容メス
ピペットにて４５０μｌ加えた。完全に溶解していることを確認した後、試料溶液を綿ろ
過し、ＮＭＲ測定管（径５ｍｍ）に入れて、ＡＬＰＨＡＦＴＮＭＲ

Ｓｐｅｃｔｒｏｍｅ

ｔｅｒ（ＪＥＯＬ社製）にて測定した。
【００７０】
得られるＮＭＲのチャートにおいて、１次処理で導入されたｐ−クレゾールのメチル基の
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プロトンシグナルと２次処理で導入されたｐ−エチルフェノール核のエチレン基のプロト
ンシグナルとの重なりが認められた。このため、ｐ−クレゾールの導入量はｐ−クレゾー
ルのメチル基のプロトンシグナルとｐ−エチルフェノールのエチレン基のプロトンシグナ
ルの境界（２．３０ｐｐｍ）で区分分けを行い、ｐ−クレゾールの積分値を計算する計算
式（２）と、ｐ−エチルフェノールにおけるエチル基のメチルプロトンシグナル（１．４
０〜０．８０ｐｐｍ）の積分値よりｐ−エチルフェノールのメチレン基のプロトンシグナ
ル量を算出し、そこからｐ−クレゾール核の導入量を補正する計算式（３）とからそれぞ
れ導入量を求め、さらにこれらから計算式（４）を用いて導入フェノール量を求めた。
また、ｐ−エチルフェノールの導入量は、以下の計算式（１）及び（４）により求めた。
【００７１】
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【数１】

計算式（１）
【数２】
10

計算式（２）
【数３】

20
計算式（３）
【数４】

計算式（４）
【００７２】

30

ＩＷｔ（％）：導入フェノール（Ｗｔ％）
Ｐｗｔ：ＰＮＢの重量（ｍｇ）
Ｐｍ：ＰＮＢの分子量＝１５１
Ｐｎ：ＰＮＢにおける芳香核Ｈ数＝４
Ｐｉ：ＰＮＢにおける芳香核４Ｈシグナルを示す領域（８．４０〜７．８０ｐｐｍ）の積
分値
Ｃｉ：ｐ−クレゾールにおけるメチル基３Ｈシグナルを示す領域（２．３０〜１．８０ｐ
ｐｍ）の積分値
Ｃｎ：ｐ−クレゾールにおけるメチル基のプロトン数＝３
Ｃｍ：ｐ−クレゾールの分子量＝１０８
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Ｅｉ：ｐ−エチルフェノールにおけるエチル基のメチル３Ｈシグナルを示す領域（１．４
０〜０．８０ｐｐｍ）の積分値
Ｅｎ：ｐ−エチルフェノールにおけるエチル基のメチルプロトン数＝３
Ｅｍ：ｐ−エチルフェノールの分子量＝１２２
ｓｉ：ｐ−クレゾールのメチルプロトンシグナルとｐ−エチルフェノールにおけるエチル
基のメチレンプロトンのシグナルを示す領域（２．６０〜１．８０ｐｐｍ）の積分値Ｌｗ
ｔ：リグノフェール重量
Ｉｍｏ１／Ｃ９ ：導入フェノール量は（ｍｏ１／Ｃ９ ）
Ｌｍ：リグニン１ユニットの分子量＝２０００（針葉樹）
【００７３】
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２次リグノフェノール誘導体中のｐ−クレゾールの導入量を図６及び図７に示す、ｐ−エ
チルフェノールの導入量を図８に示す。また、ｐ−クレゾールとｐ−エチルフェノールの
導入量を合わせて図９及び図１０に示す。なお、図６及び７は、それぞれ計算式（２）及
び（３）によりそれぞれ求められたｐ−クレゾール導入量に基いている。同様に図９及び
１０も、それぞれ計算式（２）及び（３）によりそれぞれ求められたｐ−クレゾール導入
量に基いている。
【００７４】
図６〜１０に示すように、全ての２次リグノフェノール誘導体において、第２のフェノー
ル化合物であるｐ−エチルフェノールの導入が確認された。図８に示すように、いずれの
酸濃度においても、コントロール試料の方が高いｐ−エチルフェノール導入量を示した。

10

このことは、１次処理時において超音波照射により、リグニンへの第１のフェノール化合
物であるｐ−クレゾールの導入が促進され、１次リグノフェノール誘導体中の残存活性側
鎖が減少したことを示している。
【００７５】
また、第１のフェノール化合物であるｐ−クレゾールの導入量に着目すると、６０ｗｔ％
硫酸処理試料では、両者において大きな差は見られなかった。また、６５ｗｔ％硫酸処理
試料では、超音波処理試料の方が導入量がやや多かった。一方、７２ｗｔ％硫酸処理試料
では、超音波処理試料の方が導入量が多いが、いずれも、おおよそ１０分で導入量の増加
が停止した。これは、７２ｗｔ％硫酸は十分に植物細胞壁を膨潤してリグニンの分解を促
進するため、２次リグノフェノール誘導体中の低分子量画分であってフェノール化合物の
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導入量が高い部位がエーテル可溶画分に流出したためであると思われる。超音波処理試料
は１０分を境に導入量が減少し、コントロール試料は１０分以降も導入量が増加する傾向
があった。
【００７６】
また、図９及び１０に示すように、導入フェノール化合物の総量は、７２ｗｔ％硫酸処理
試料において最も高かった。これは、１次変換時で十分にセルロース及びリグニンの複合
状態が緩和され、リグニンへのフェノール化合物や酸のアクセスビリティーが向上して、
１次リグノフェノール誘導体におけるフェノール化合物が高度に導入された結果であると
いえる。
また、図９及び図１０から明らかなように、１次処理において使用する酸の強度が高いほ
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ど、第１のフェノール化合物の導入率が高く、第２のフェノール化合物の導入率が低かっ
た。第１のフェノール化合物と第２のフェノール化合物との比率が顕著に変化した。
さらに、超音波処理を行わなかったコントロール試料と超音波処理試料とを対比すると、
超音波処理試料においては、全体的に第１のフェノール化合物の導入量が高いとともに、
導入量の総量も高かった。
以上の結果によれば、使用する酸の強度や超音波処理の有無等を１次変換工程と２次変換
工程において変化させることにより、それぞれの工程におけるフェノール化合物の導入量
を調節でき、結果として２種類以上のフェノール化合物の導入比率を制御できることがわ
かった。特に、相対的に多くの導入量を得たいフェノール化合物にあっては、高い強度で
かつ超音波照射を行う１次変換工程にて導入することが好ましいこともわかった。また、
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２種類以上のフェノール化合物の導入率を近似させるかあるいは高度に制御するには、１
次工程側、あるいは前段側の工程において、中程度あるいは弱い酸強度で超音波処理条件
あるいは超音波処理の有無をコントロールすることにより可能であることもわかった。
【図面の簡単な説明】
【図１】リグノセルロース系材料のリグニンにフェノール化合物を導入して得られる各種
のリグノフェノール誘導体を示す図である。
【図２】１次変換工程（（ａ）工程）及び２次変換工程（（ｂ）工程）を行うことによっ
て多様な２次リグノフェノール誘導体が得られることを示す概念図である。
【図３】（ａ）工程及び１回の（ｂ）工程を実施する本発明の一方法の工程フローを示す
図である。
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【図４】絶乾木紛あたりのリグノフェノール誘導体含有組成物の収率のグラフを示す図で
ある。
【図５】１次リグノフェノール誘導体含有組成物中のリグニン含有量のグラフを示す図で
ある。
【図６】実施例において得られた２次リグノフェノール誘導体におけるｐ−クレゾールの
導入量を示す図である（計算式（２）による算出に基く）。
【図７】実施例において得られた２次リグノフェノール誘導体におけるｐ−クレゾールの
導入量を示す図である（計算式（３）による算出に基く）。
【図８】実施例において得られた２次リグノフェノール誘導体におけるｐ−エチルフェノ
ールの導入量を示す図である。
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【図９】実施例において得られた２次リグノフェノール誘導体におけるｐ−クレゾールと
ｐ−エチルフェノールの導入量を示す図である（計算式（２）による算出に基く）。
【図１０】実施例において得られた２次リグノフェノール誘導体におけるｐ−クレゾール
とｐ−エチルフェノールの導入量を示す図である（計算式（３）による算出に基く）。
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