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１．目的と背景 
北海道ではホタテ漁や養殖が盛んであるが，加工に

伴う貝殻の保管場所の用地不足が深刻になっている。
本研究室では貝殻を高付加価値製品へと再利用する研
究を行っている。これまで，貝殻から水熱抽出した有
機物水溶液を貝殻に含浸すると，抽出液中の金属イオ
ン成分が付活剤として作用し，蛍光色を白色からオレ
ンジ色に変化させられることを明らかにしている[1]。
しかし，再現性が低い点が欠点であった。 
そこで本研究では，より簡便で蛍光色の再現性の高

い蛍光体の作成方法の検討を行った。 

２．実験内容
ホタテ貝殻360gと純水900ml をオートクレーブ

に入れ，120℃で2時間水熱抽出した。 
電気炉で500℃，1時間焼成したホタテ貝殻粉末

5gを100mlの1M-HClに溶解させた。この溶液に，
貝殻抽出液を30ml混合した飽和(NH4)2CO3溶液
100mlを加えCaCO3を再結晶させた。また，蛍光強
度への抽出液の影響を確認するため，抽出液を用
いない蛍光体沈殿も作成した。貝殻粉末と抽出液
の色の組み合わせを変化させて，蛍光体を調製した
（表 1）。再結晶させた試料を CO2雰囲気中で
900℃，1 時間焼成した。

表1 貝殻粉末と抽出液の色の組み合わせ

 
３．結果と考察 
再結晶化試料（図 1）と CO2雰囲気下焼成した

試料（図 2（a），（b））の励起光 254nm での蛍光
スペクトルを示した。 
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図1 再結晶化試料の蛍光スペクトル 
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図2 CO2雰囲気下焼成した試料の蛍光スペクトル 
（（a）白色貝殻，（b）褐色貝殻の粉末を用いたもの） 

 
図 1では 480（青色），580nm（赤色）にピークを

持つスペクトル，図2（a），（b）では波形分離により，
430（紫色），480，580nmにピークを持つスペクトル
になった。それぞれ430nmはCl－，480nmはCu2+，
580nm は Mn2+が付活剤成分として対応することは
分かっている[2]。蛍光色の変化を表2に示した。 

表2 貝殻粉末と抽出液の色の組み合わせ 
 
 
 
 
 
 
再結晶化試料では抽出液量により蛍光強度が上昇

したが，組み合わせを変化させても，蛍光色の変化
は見られなかった。この試料を焼成すると，蛍光強
度が焼成前より強くなり蛍光色が青白色に変化
した。これは，焼成により結晶化が進んだためと
考えている。また，褐色の貝殻粉末に抽出液を加
えたものは，貝殻中の他の陽イオンが Cu2+に悪
影響を及ぼしたため，480nm の強度が低下し，
蛍光色が赤紫色に変化したと考えている。

４．まとめ
再結晶させた試料をCO2雰囲気下で焼成すると，貝

殻粉末と抽出液の存在により，蛍光色が青白色から赤
紫色に変化させられることが明らかになった。

今後は，付活剤の添加量のより定量的なコント
ロールを可能にするため，水熱抽出液を粉末化し
て添加する方法を検討している。  
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１．目的と背景 
北海道ではホタテ漁や養殖が盛んであるが，加工に

伴う貝殻の保管場所の用地不足が深刻になっている。
本研究室では貝殻を高付加価値製品へと再利用する研
究を行っている。これまで，貝殻から水熱抽出した有
機物水溶液を貝殻に含浸すると，抽出液中の金属イオ
ン成分が付活剤として作用し，蛍光色を白色からオレ
ンジ色に変化させられることを明らかにしている[1]。
しかし，再現性が低い点が欠点であった。 
そこで本研究では，より簡便で蛍光色の再現性の高

い蛍光体の作成方法の検討を行った。 

２．実験内容
ホタテ貝殻360gと純水900ml をオートクレーブ

に入れ，120℃で2時間水熱抽出した。 
電気炉で500℃，1時間焼成したホタテ貝殻粉末

5gを100mlの1M-HClに溶解させた。この溶液に，
貝殻抽出液を30ml混合した飽和(NH4)2CO3溶液
100mlを加えCaCO3を再結晶させた。また，蛍光強
度への抽出液の影響を確認するため，抽出液を用
いない蛍光体沈殿も作成した。貝殻粉末と抽出液
の色の組み合わせを変化させて，蛍光体を調製した
（表 1）。再結晶させた試料を CO2雰囲気中で
900℃，1 時間焼成した。

表1 貝殻粉末と抽出液の色の組み合わせ

 
３．結果と考察 
再結晶化試料（図 1）と CO2雰囲気下焼成した

試料（図 2（a），（b））の励起光 254nm での蛍光
スペクトルを示した。 
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図1 再結晶化試料の蛍光スペクトル 
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図2 CO2雰囲気下焼成した試料の蛍光スペクトル 
（（a）白色貝殻，（b）褐色貝殻の粉末を用いたもの） 

 
図 1では 480（青色），580nm（赤色）にピークを

持つスペクトル，図2（a），（b）では波形分離により，
430（紫色），480，580nmにピークを持つスペクトル
になった。それぞれ430nmはCl－，480nmはCu2+，
580nm は Mn2+が付活剤成分として対応することは
分かっている[2]。蛍光色の変化を表2に示した。 

表2 貝殻粉末と抽出液の色の組み合わせ 
 
 
 
 
 
 
再結晶化試料では抽出液量により蛍光強度が上昇

したが，組み合わせを変化させても，蛍光色の変化
は見られなかった。この試料を焼成すると，蛍光強
度が焼成前より強くなり蛍光色が青白色に変化
した。これは，焼成により結晶化が進んだためと
考えている。また，褐色の貝殻粉末に抽出液を加
えたものは，貝殻中の他の陽イオンが Cu2+に悪
影響を及ぼしたため，480nm の強度が低下し，
蛍光色が赤紫色に変化したと考えている。

４．まとめ
再結晶させた試料をCO2雰囲気下で焼成すると，貝

殻粉末と抽出液の存在により，蛍光色が青白色から赤
紫色に変化させられることが明らかになった。

今後は，付活剤の添加量のより定量的なコント
ロールを可能にするため，水熱抽出液を粉末化し
て添加する方法を検討している。 
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１．はじめに 
 産業廃棄物として取り扱われるホタテ貝殻の
高付加価値化が望まれている．我々の研究室では
貝殻を蛍光体とする研究を進めている．ホタテ貝
殻は特別な処理をしなくても青白い蛍光を発す
るが，我々の研究では，ホタテ貝殻の抽出液を加
えることで白色からオレンジ色までの蛍光波長
のコントロールすることを可能にしている．［1-3］

貝殻を原料とする CaCO3は Ca 補強を目的とす
る食品添加物として認可されている．そこで本研
究ではその貝殻蛍光体に食品製造工場などの加
工で起こりうる様々な負荷を与えることで，食品
添加マーカーとして実用可能であるかを確認す
ることを目的とした．たとえば，食品添加マーカ
ーの目的は食品に一定量添加して，産地の偽造防
止に用いる添加物にすることである． 
 
2. 実験方法 
2.1 水熱抽出による抽出液の作成 
 300℃で仮焼したホタテ貝殻 36g，純水 90mlを高
圧容器内に入れ，120℃で2時間水熱抽出した．この
とき，白色貝殻と褐色貝殻は区別して抽出液を作成
している．  
2.2 蛍光体の作成 
 電気炉でホタテ貝殻を 500℃で 1 時間焼成した．
焼成したホタテ貝殻を粉砕し，抽出液を含浸した．
含浸した粉末試料を CO2雰囲気で 900℃，1 時間で
焼成し，貝殻蛍光体を作成した． 
 
2.3蛍光体の食品添加マーカーとしての評価 
2.3.1 お湯による処理 
 食品を「ゆでる」操作での蛍光スペクトルを確認
するため，貝殻蛍光体を80℃のお湯に入れ，10分間
攪拌した．その後，濾過で貝殻蛍光体を取り出し，
処理前と処理後の蛍光スペクトルの変化の有無を確
認した． 
2.3.2 灰化による処理 
 貝殻蛍光体をアルミナるつぼに入れ，空気中550℃
で 6 時間焼成した．その後，処理前と処理後の蛍光
スペクトルを確認した．これは食品から蛍光体を分
離する操作で蛍光スペクトルの変化の有無を確認す
るためである． 
2.3.3 1N-NaOHによる処理 
 貝殻蛍光体を1N-NaOHに入れ，10分間攪拌した．
その後，濾過で貝殻蛍光体を取り出し，処理前と処
理後の蛍光スペクトルの変化の有無を確認した． 

3. 結果と考察 
 今回調製した貝殻蛍光体は 430，480，580nm
の 3つのスペクトルからなる．お湯による処理で
は，強度のずれは確認できなかった．しかし，他
に二つの処理に関してはそれぞれの波長のピー
クの強度が変化していた．そこで 430nmのピー
ク強度を 1 として，他の 2 つの波長のピークの
強度比を計算した．その結果を表 1に示した． 
 

表 1.処理前後における強度比の比較 

 430nm 480nm 580nm 
灰化処理前 1 1.4 1.2 
灰化処理後 1 1.4 1.2 

NaOH処理前 1 2.5 3.1 
NaOH処理後 1 2.4 2.9  
表 1 からそれぞれの処理前後で強度比は大きな変
化はなかった．このことから，食品添加マーカーと
しての利用上は，その強度比を調べることでマーカ
ーとして利用できると考えた． 
 
4.まとめ  
本研究では，食品添加マーカーとしての実用性
の評価を行い，いずれの処理においても強度比を
比較すればよいことを明らかにできた．食品添加
マーカーに必要な条件は安全性，生産性，蛍光強
度が強い，食品加工処理などの負荷による蛍光波
長の強度比の変化がない，蛍光波長のコントロー
ルが可能であることなどが挙げられる．今後は蛍
光強度の向上や各種食品に添加して実用可能で
あるかを検討する． 
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１．はじめに 
 産業廃棄物として取り扱われるホタテ貝殻の
高付加価値化が望まれている．我々の研究室では
貝殻を蛍光体とする研究を進めている．ホタテ貝
殻は特別な処理をしなくても青白い蛍光を発す
るが，我々の研究では，ホタテ貝殻の抽出液を加
えることで白色からオレンジ色までの蛍光波長
のコントロールすることを可能にしている．［1-3］

貝殻を原料とする CaCO3は Ca 補強を目的とす
る食品添加物として認可されている．そこで本研
究ではその貝殻蛍光体に食品製造工場などの加
工で起こりうる様々な負荷を与えることで，食品
添加マーカーとして実用可能であるかを確認す
ることを目的とした．たとえば，食品添加マーカ
ーの目的は食品に一定量添加して，産地の偽造防
止に用いる添加物にすることである． 
 
2. 実験方法 
2.1 水熱抽出による抽出液の作成 
 300℃で仮焼したホタテ貝殻 36g，純水 90mlを高
圧容器内に入れ，120℃で2時間水熱抽出した．この
とき，白色貝殻と褐色貝殻は区別して抽出液を作成
している．  
2.2 蛍光体の作成 
 電気炉でホタテ貝殻を 500℃で 1 時間焼成した．
焼成したホタテ貝殻を粉砕し，抽出液を含浸した．
含浸した粉末試料を CO2雰囲気で 900℃，1 時間で
焼成し，貝殻蛍光体を作成した． 
 
2.3蛍光体の食品添加マーカーとしての評価 
2.3.1 お湯による処理 
 食品を「ゆでる」操作での蛍光スペクトルを確認
するため，貝殻蛍光体を80℃のお湯に入れ，10分間
攪拌した．その後，濾過で貝殻蛍光体を取り出し，
処理前と処理後の蛍光スペクトルの変化の有無を確
認した． 
2.3.2 灰化による処理 
 貝殻蛍光体をアルミナるつぼに入れ，空気中550℃
で 6 時間焼成した．その後，処理前と処理後の蛍光
スペクトルを確認した．これは食品から蛍光体を分
離する操作で蛍光スペクトルの変化の有無を確認す
るためである． 
2.3.3 1N-NaOHによる処理 
 貝殻蛍光体を1N-NaOHに入れ，10分間攪拌した．
その後，濾過で貝殻蛍光体を取り出し，処理前と処
理後の蛍光スペクトルの変化の有無を確認した． 

3. 結果と考察 
 今回調製した貝殻蛍光体は 430，480，580nm
の 3つのスペクトルからなる．お湯による処理で
は，強度のずれは確認できなかった．しかし，他
に二つの処理に関してはそれぞれの波長のピー
クの強度が変化していた．そこで 430nmのピー
ク強度を 1 として，他の 2 つの波長のピークの
強度比を計算した．その結果を表 1に示した． 
 

表 1.処理前後における強度比の比較 

 430nm 480nm 580nm 
灰化処理前 1 1.4 1.2 
灰化処理後 1 1.4 1.2 

NaOH処理前 1 2.5 3.1 
NaOH処理後 1 2.4 2.9  
表 1 からそれぞれの処理前後で強度比は大きな変
化はなかった．このことから，食品添加マーカーと
しての利用上は，その強度比を調べることでマーカ
ーとして利用できると考えた． 
 
4.まとめ  
本研究では，食品添加マーカーとしての実用性
の評価を行い，いずれの処理においても強度比を
比較すればよいことを明らかにできた．食品添加
マーカーに必要な条件は安全性，生産性，蛍光強
度が強い，食品加工処理などの負荷による蛍光波
長の強度比の変化がない，蛍光波長のコントロー
ルが可能であることなどが挙げられる．今後は蛍
光強度の向上や各種食品に添加して実用可能で
あるかを検討する． 
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お問い合わせ先 
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ポリアミノ酸と を有する
ペンタブロック共重合体の精密合成と機能性評価

（小山高専専攻科複合工学専攻 、小山高専物質工学科２ 、アラバマ大学 ）
○左久間隼矢 ・武成祥 ・ ・飯島道弘

 
キーワード：ブロック共重合体、機能性高分子、高分子合成、ポリエチレングリコール、ポリアミノ酸 
 
１．緒言 
同一分子内に複数の成分を有する多成分系高分子は、

その多様性により幅広い分野で活躍しており、特に医療

分野への研究が盛んである。医療用材料には生体適合性

と様々 な機能を兼ね備えた材料の精密設計が求められる。 
そこで、低毒性や溶解性に優れるポリエチレングリコー

ル(PEG)や生体由来材料であるポリアミノ酸(PAA)が注

目されている。優れた生体親和性、生分解性を有するだ

けでなく、アミノ酸の組み合わせにより多様な機能を発

現するPAAであるが、その合成についてはPAA特有の

二次構造の形成により精密制御は困難とされ、複数のア

ミノ酸を有するブロックポリマーの報告例は少ない。 
多成分系高分子のなかでも、両末端に疎水性鎖を有す

る親/疎水型ブロックポリマーは、水溶液中で親水性鎖を

ループにもつフラワー型ミセルを形成し、高濃度条件下

ではループと橋かけ構造をあわせもつゲルを形成するこ

とが知られる。これらは機能性ナノ粒子のみならずゲル

としての応用が期待されるが、物性などその詳細は不明

な点が多いのも現状である。 
本研究ではPEGと複数のPAAからなるABCBA型ペ

ンタブロックポリマーを精密合成、水中での自己会合挙

動やゲル化挙動について詳細に検討した。 

 
 

２．実験方法
PEG鎖両末端アミノ基から、N-Carboxyanhydride of amino 

acids(NCA)の開環重合法により親水性･イオン性鎖としてポ

リグルタミン酸(PGlu)またはポリリシン(PLys)、疎水性鎖とし

てポリロイシン(PLeu)を導入した。ポリマーの会合挙動、ゲ

ル化挙動については、動的光散乱、粘弾性測定、SEMなどに

より評価した。 

３．結果･考察 
PEG-diamineを開始剤とするNCAの開環重合により、

PEG鎖およびPAA鎖からなるペンタブロックポリマー

の合成に成功した。ブロックポリマーは PEG 分子量

PAA の種類、組成および分子量を変更した場合にも

90%を超える高収率で得られ、また、ポリアミノ酸鎖

は仕込みとの誤差 10%以内で精密に制御可能であるこ

とが明らかとなった。 
合成したブロックポリマーは水溶液中で自己凝集、会

合体を形成することが明らかになった。これらミセル

は、脱保護の有無、各成分の鎖長、ミセル化の方法、

濃度などに依存して粒子径や形状が変化する傾向にあ

る。これまでに100nm以下の球状ミセルと200nm程度

の棒状のミセルが確認されたが各因子がミセル粒子径

や形状に対してどのような影響を及ぼすのかの詳細に

ついては更なる検討が必要である。また、ミセル溶液

に多価金属イオンを添加することでミセルの安定性が

向上することが示唆された。これはミセル中間層にあ

たるイオン性セグメントのPGluの金属イオンによる架

橋に由来するものであると考える。 
ゲル化においては、ミセル水溶液を加熱濃縮すること

でゲルの形成が確認された他、自然乾燥によるフィル

ムの形成が可能であることも確認された。このような

ゲル形成は、フラワー型ミセル同士の接近により部分

的に橋かけ構造をとることに起因すると考えられ、

ABC型トリブロックポリマーではこれらの挙動は確認

されなかった。この結果からも目的のペンタブロック

ポリマーが合成できていること、両端の疎水性鎖が重

要な役割を果たしていることが示唆される。ゲル、フ

ィルムはミセルと同様にポリマーの組成、各セグメン

トの鎖長に依存することは明らかとなったが、具体的

な評価に関しては現在模索中である。これらゲルおよ

びフィルムの形成は可逆的なものであり、再度水を加

えることで、ミセル状態まで戻ることが見出され、多

価金属イオンの添加による安定化も示唆された。 
今後、継続的な条件検討が必要であるものの、合成し

たポリマーは機能性ナノ粒子や機能性ゲルとしての用

途展開に期待できる。 
 
お問い合わせ先 
氏名：飯島道弘 
E-mail：iijima@oyama-ct.ac.jp 

Fig. 1親/疎水型ブロックポリマーの応用例 
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 Au ナノ粒子が気液界面の Langmuir 膜に及ぼす影響

（小山高専専攻科物質工学コース 、小山高専物質工学科２）

○松澤篤央 ・酒井洋２

 
キーワード：Au ナノ粒子，Langmuir 膜，気液界面，赤外反射分光法 

 
【緖言】 

近年，Au ナノ粒子(AuNPs)は，バルクとは異

なる特異な電気的・光学的特性を示すことから，

科学的な面だけでなく工業的な面においても多

大な可能性を秘めており，ナノテクノロジーを担

う中心的な材料に成りつつある．AuNPs の配列

制御は機能発現に重要であり，そのため，新たな

電子デバイスや吸着剤などとして利用される

Langmuir-Blodgett(LB)膜が有効であると考え

られる．そして，LB 膜の作製においては，その

前駆体である Langmuir 膜(L 膜)の構造解析，構

造制御が必要となってくる．ところが，水面上の

単分子膜である L 膜という特異な場における

AuNPs の研究は，その可能性をさらに広げるも

のと考えられるが，その研究は十分には行われて

いない．本研究は，両親媒性物質を用いて L 膜

を作製し， AuNPs がその L 膜にどのような影

響を与えるかを明らかにする． 
 
【実験方法】 

AuNPs はクエン酸還元法を用いて作製した 1)．
動的光散乱法を用いて測定した粒子径は 18～24 
nm であった．L 膜は，オクタデカンチオール
(ODT)クロロホルム溶液 2)またはステアリン酸
(STA)とカチオン性ポリマーのポリアリルアミ
ン(PAA)の polyion complex クロロホルム溶液を
水または AuNPs 溶液上に展開し，作製した．
TEM 観察，π-A 等温線，赤外反射分光法によっ
て作製した膜の評価を行った． 

 
【結果･考察】 

(1) ODT/AuNPs 膜 
AuNPs 溶液上に作製した気液界面の L 膜は肉

眼でも観察することができた．膜の TEM 画像か
らは，AuNPs の粒子径と粒子が密に詰まった様
子を確認することができた(Fig. 1)．π-A 等温線の
測定結果から，AuNPs 溶液は，L 膜の構造に短
時間で影響を与え，より広い表面積で表面圧が上
昇することがわかった．しかし，L 膜展開後，長
時間おいてから測定を行うと，表面圧は表面積が
狭くなってから上昇した．赤外反射分光法の測定
結果より，2 時間程度は安定な膜を形成するが，
長時間経過すると ODTの吸光度が減少すること
から，膜は崩壊することが明らかになった． 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(2) STA/PAA/AuNPs 膜 

AuNPs 溶液上に作製した気液界面の L 膜は肉
眼でも観察することができ，ODT に比べ膜の量
は多かった．赤外反射分光法の測定結果より，長
時間経過しても吸光度の減少はなく，安定なこと
が明らかになった(Fig. 2)．また，AuNPs 溶液上
では吸光度の強度増強効果があった． 

 
 

 
【謝辞】 

TEM 装置をお借りした東京理科大学河合武司
教授に感謝いたします． 
 
【参考文献】 
1) Shufeng Pang et al. Journal of Colloid and 

Interface Science 2005, 285, 634-639 
2) Raj Kumar Gupta et al. Analytica Chimica 
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お問い合わせ先 
氏名：酒井洋 
E-mail：sakai@oyama-ct.ac.jp 

Fig. 1 TEM 画像 ODT/AuNPs 膜(×25000) 
 

Fig. 2 水または AuNPs 溶液上 STA のνas(CH2)の 
吸光度と経過時間 占有面積 0.18 nm2 molecule-1 
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焼成したムラサキウニ殻・棘のリン酸および

金属イオンの吸着挙動

（熊本高専生産システム工学専攻 ，生物化学システム工学科）

○平岡玲奈 ，木幡進 
 
キーワード：ムラサキウニ，カルシウム，吸着，リン酸イオン，金属イオン 
 
【目的】 

ムラサキウニの殻は大量に廃棄されているが，

ホタテ貝殻に比べ再利用率が低い。本研究では，

ムラサキウニ殻(棘部)を 600℃(炭酸カルシウム)
および 850℃(酸化カルシウム)で焼成した粉末を

用いて，金属イオンおよびリン酸イオンの吸着剤

としての可能性を検討した。 
【方法】 

鹿児島県阿久根海域で収穫されたムラサキウ

ニ(㈲尾塚水産より恵与)を使用した。殻から棘部

を切り取り粉砕したあと，600℃で 60 分間熱処

理して得た炭酸カルシウム，および 850℃で 60
分間熱処理して得た酸化カルシウムの 2 種類の

粉末を吸着剤とした。 2 種類の吸着剤によるリ

ン酸イオンおよび金属イオンの吸着率を求めた。 
(1)リン酸イオンの吸着試験：リン酸イオン溶液

10mL と吸着剤を，リン酸イオン溶液の初発濃度

(5,20,50,80mg/L)，吸着剤重量(100,200,300mg)，
処理時間(10,30,60,120min)を変化させた条件で

バッチ処理した。リン-モリブデンブルー法によ

り求めた残存リン酸イオン量から，リン酸イオン

の吸着率を求めた。 
(2)金属イオンの吸着試験：Cr，Cu，Zn，Cd，
Pb の 5 種類の重金属イオンの競合吸着試験およ

び単独吸着試験(酸化カルシウム粉末では Cu イ

オン，炭酸カルシウム粉末では Pb イオン)を行っ

た。10mg/L の重金属イオン溶液 5mL と吸着剤 
をバッチ処理した。競合吸着では, 10mg/L，pH=4
の重金属イオン溶液 5mL と吸着剤を，吸着剤重 

 
量(10,30,50,70,100mg)を変化させた条件でバ

ッチ処理した。単独吸着では，10mg/L の重金属

イオン溶液 5mL と吸着剤 50mg を，pH(4,5,7,8)
を変化させた条件でバッチ処理した。ICP-MS を

用いて金属イオンの吸着率を求めた。 
【結果】 
(1)リン酸イオンの吸着：炭酸カルシウム粉末

100mg による吸着の結果，リン酸イオン溶液の

初発濃度が 5~80mg/L の範囲では，初発濃度

50mg/L で最も吸着率が高く，23.8％の吸着率を

得た。リン酸イオン溶液の初発濃度が 5~50mg/L
の範囲では吸着率は Freundlich の等温吸着式に

従って K＝0.010，1/n＝1.5 であった。一方，酸

化カルシウム粉末による吸着は，炭酸カルシウム

よりも高い傾向にあり，詳細は検討中である。 
(2)金属イオンの吸着：酸化カルシウム粉末 50mg
による金属イオン(pH=4，初発濃度 10mg/L)の競

合吸着の結果，Cr，Cu，Cd イオンは 90%以上，

ZnおよびPbイオンは 90%前後の吸着率を得た。

酸化カルシウム粉末 50mgによるCuイオンの単

独吸着では，吸着率は pH が低いほど高く，pH
＝4.0 で 96.6%を得た。また，炭酸カルシウム粉

末による競合吸着の結果，5 種類の金属中 Pb イ

オンの吸着率が最も高い傾向にあり，詳細は検討

中である。 
 
お問い合わせ先 
氏名：木幡進 
e-mail：kohata@kumamoto-nct.ac.jp 
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プロトン導電体を用いた滅菌器用過酸化水素ガスセンサの開発

(新居浜高専専攻科生物応用化学専攻、新居浜高専生物応用化学科) 
○大野彩香、中山 享、桑田茂樹 

キーワード 過酸化水素、ガスセンサ、Nafion、アンチモン酸、リン酸ジルコニウム

1. 緒言 

従来のガス滅菌処理方法としては、一般に、

滅菌剤として酸化エチレンガスを使用したも

のがよく知られている。過酸化水素は水と酸素

に分解されるため、環境への負荷が少ない上に、

後処理などの問題が軽減されることから、本研

究では滅菌処理を効率よく行うために、過酸化

水素ガス濃度を高感度に測定できるプロトン

導電体(Nafion、リン酸ジルコニウム、アンチ

モン酸)を用いた過酸化水素ガスセンサについ

て検討した。 
2. 実験 

素子の構造を図 1 に示した。素子はアルミ

ナ基板上の両方に金が付着した状態の Au-Au

櫛形電極を用い、電極上に Nafion 溶液を塗布

し、乾燥させることにより作製した。アンチ

モン酸、リン酸ジルコニウムの場合も同様に

して作製した。 

作製した素子を用い、H2O2 水溶液中での応

答特性と過酸化水素を気化させ、空気と混合

した雰囲気中での応答特性を、エレクトロメ

ータを用い測定した。 

 

図 1 素子の構造 

 

3. 結果及び考察 

H2O2 水溶液中での I-V 特性は、H2O2濃度の

増加に伴い電流値が増加したことから、素子

が H2O2に応答することを確認した。次に電極

挙動を調べたところ、H2O2濃度(対数)の増加

に伴い起電力の直線的な増加がみられた。し

たがって、電極電位は Nernst 式に従った応答

をしていることがわかった。この直線の傾き

から、素子の電極上では下記の反応が起こっ

ていると考えられる。 

H2O2 + 2H+ + 2e- = 2H2O (1) 

また、素子の応答特性に及ぼす熱処理効果に

ついても調べた。その結果、100℃での熱処理

が最も効果的であることがわかった。 

次に、H2O2 ガスを空気と混合した雰囲気中

での応答性の結果を図 2 に示した。いずれの

場合も濃度の増加に伴い電流値の増加が見ら

れる。Nafion の場合が最も電流変化が大きい

ことがわかる。さらに、応答の再現性につい

ても検討した。 

 
図 2 素子のガス中での応答性 

 
お問い合わせ先 
氏名：桑田茂樹 
E-mail：kuwata@chem.niihama-nct.ac.jp 
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 ポルフィリンへの電子供与基の導入について 

（長岡高専・物質工学専攻 1、物質工学科２） 

○井嶋克爾 1・小林理賀 1・Syuhada2・鈴木秋弘 2 

 

キーワード：ヘムタンパク質，ポルフィリン，電子供与性 
 
1．緒言 

 酸素貯蔵タンパク質であるミオグロビン

(Mb)は，これまでに最も研究が行われている

ヘムタンパク質である．Mb の O2 親和性調節

の詳しい分子機構は依然として不明な点が多

いが，これまでの実験から，ヘム鉄の電子密度

が酸素親和性に密接に関係していることが示

唆されている． 
ヘム鉄の電子密度の低下に伴い酸素親和性

も低下するが，ヘム鉄の電子密度が高い状態で

も同様な議論ができることを立証するために

は，電子供与性置換基を導入したポルフィリン

およびヘムの合成が必要である．そこで，ヘム

鉄に対する O2の結合調節機構を電子的効果で

説明するためのモデル化合物として，本実験で

はポルフィリン環に電子供与性基を導入した

5-Monomethylporphyrin(5-MM) お よ び

2,3,5,7,8-Pentamethylporphyrin(2,3,5,7,8-P
M)の合成を行った(図 1)． 

 

 
図 1 目的ポルフィリン 

 
2．実験方法 

本研究では，ポルフィリン環の対称位置(メ
ソ 5 位)に CH3基を導入するため，ポルフィリ

ン環の上部となるジピロメタンと，下部ジピロ

メタンを各々合成して，目的ポルフィリンへ環

化する手法をとった(図 2)． 

図 2 2,3,5,7,8-PM の合成経路 
3. 結果 

 5-MM の合成では，赤色蛍光が観測され、

UV-vis で，ソーレー帯および Q 帯が確認でき

たが収率が低く構造の同定に至らなかった．こ

れはピロールのβ位が水素であるために環化

における立体効果が得なかった事が原因と考

えられる． 

そして，ピロールβ位に置換基を導入した

2,3,5,7,8-PM の UV-vis でもポルフィリン特有

のスペクトルが観測された(図 3)．この電子供

与性基を置換したこのモデルでは，Q 帯の強度

比がⅣ＞Ⅲ 

≒Ⅱ＞Ⅰで 

あり，通常 

は順次大き 

くなるエチ 

オ型とは異 

なっている 

点が特徴的 

である．   図 3 2,3,5,7,8-PM の UV 結果 

問い合わせ先 

氏名：鈴木秋弘 

E-mail：aki@nagaoka-ct.ac.jp

540.5 
576.9 

406.8 

629.8 

505.7 

Q 帯 

ソーレー帯 
1.500 

1.000 

0.500 

0.000 

400 500 600 

Abs. 

λ(nm) 

Ⅰ

ⅡⅢ 

Ⅳ 

F-7.pdf



     トリフルオロメチル基を含む電子欠乏型ヘムの合成について 

     （長岡高専・物質工学専攻 1、物質工学科 2） 

○小林理賀 1・井嶋克爾 1・三宮達也 2・鈴木秋弘 2 

 
キーワード：ヘムタンパク質、ポルフィリン、電子求引性、フッ素 

 

１．緒言 
 ヘムタンパク質のヘモグロビン（Hb），ミオグ
ロビン（Mb）は酸素の運搬・貯蔵などの重要な役
割を担っている．ヘムタンパク質のこれらの多様
な機能は，活性中心であるヘムによって実現する． 
現在，Mb における O2親和性は十分に解明され

ているとは言えず，特に，ヘムが O2 と一酸化炭
素（CO）を識別する分子機構には未解明な部分が
多い．これまで，この O2親和性，O2/CO 識別分子
機構において，活性中心のヘム鉄上の電子的効果
が重要なことが指摘されているが，定量化できる
系統的モデル化合物の合成例はない．そこで，電
子求引置換基であるCF3基を導入したポルフィリ
ンを設計し，ヘム鉄の電子密度を定量的に考察で
きるモデルの合成を検討した． 

本研究では CF3 基が 3 つ置換した対称型
2,5,8-Tris(trifluoromethyl)porphyrin(2,5,8-
TPF)の合成を行った．                
 
２．実験方法 

原料となる CF3基置換ピロール 5 は，文献 1)を
参考に，図 1に示す方法で合成した． 
 
 
 
 

 

図 1 CF3基置換ピロールの合成経路 

 
続くポルフィリン環上部ジピロメタンの合成

経路は，図2に示す通り，ピロール5とCF3CH(OH)2

のカップリングで合成し，LiAlH4で還元する方法
を考えた． 

 

 

 
 
 
図 2 上部ジピロメタンの合成経路 
 

そして，図 3に示したように，ポルフィリン環
上部ジピロメタン 7を，別途合成した下部ジピロ
メタン 8 とカップリングすることで，目的のポル
フィリン 9 を得る経路とした． 

 
 
 
 
 

図 3 2,5,8-TPF の合成経路 
 
３．結果および考察 
 ポルフィリン 9 の環化反応では，赤色蛍光成分
を粗収率 18.8%で得た．図 4 に 1H-NMR と 19F-NMR
のスペクトルデータを一部示した．  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 4 2,5,8-TPF の NMR 測定結果 
 

1H-NMR では特徴的なピークとして，9.95 ppm 
にポルフィリン環 15 位，10.26 ppm に 10 位と 20
位のメソ位由来のプロトンのピークおよび、他の
必要なピーク全てを検出した．19F-NMR では，ピ
ロール環の CF3基とメソ位の CF3基のフッ素の積
分比が，約 2：1 であることからも対称な位置に
CF3 基が置換していることがわかり，目的の構造
を確認した．今後は，ポルフィリンへの鉄の挿入，
エステルの加水分解を行い，タンパク質と再構成
可能なヘムまで誘導する予定である． 
 

４．参考文献 
1) N. Ono et al., Bull. Chem. Soc. Jpn. 62, 3386
－3388 (1989) 
問い合わせ先 
氏名：鈴木秋弘  
E-mail:aki@nagaoka-ct.ac.jp 
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ニラ廃棄部の抗酸化能力について

（函館高専物質工学科 、函館高専専攻科環境システム工学専攻２、

函館高専物質環境工学科 ）

○川上桐佳 ・菊地諒祐１・矢野祥平２・清野晃之

キーワード：ニラ、抗酸化能力、βカロテン退色法試験

１．緒言
ニラはスタミナがつく食材として親しまれ、

また、生薬としても腹痛、貧血を抑えることが
知られている。ニラを包丁で切った際に強烈な
臭いを発するが、これはニラに含まれる酵素の
働きでメチインという含流アミノ酸成分が分
解を受けることで生じると言われている。しか
しながら、この臭い成分は時間経過と共に化学
構造が変化すると言われている。また、加熱処
理によっても化学構造の変化を引き起こすこ
とが報告されている。従って、生理活性効果の
持続性が懸念されることから、構造の安定化を
図ることがポイントとなる。

現在、本研究室は北海道知内町との連携によ
りニラの研究を進めている。知内町は「北の華」
のブランド名で年間約 トンを出荷する
道内一の産地である。その中で、ニラの出荷の
際に根元に近い茎部分をカットしているが、こ
れらはすべて廃棄されているという。そこで本
研究では、ニラ廃棄部の有効利用を目的として、
抗酸化性についての生理活性効果を調べるこ
とにした。また、化学構造の安定化についても
検討した。

２．実権方法
試料として用いたニラは北海道渡島管内知

内町産の「北の華」の根元のカットされている
廃棄部分を使用した。ニラ廃棄部の調製方法は
二つの処理方法を検討した。抽出方法Ⅰは非加
熱状態のまま、すり鉢ですり潰し、数十分間室
温で放置（ 、 、 分）し、 ％エタノー
ルで抽出した後、ろ過、濃縮、凍結乾燥を行っ
た。抽出方法Ⅱは抽出方法Ⅰで ％エタノー
ル抽出した後、そこにヘキサンを加えて分画後、
エタノール層を濃縮、凍結乾燥を行った。
上記の 種類の方法で得られた各試料をβ

カロテン退色法試験により抗酸化性能を測定
した。なお、抽出方法Ⅱは最低 回の抗酸化試
験を行った。

３．結果と考察
まず、抽出方法Ⅰの条件での抗酸化試験を行

った。その結果を表 に示す。ニラの放置時間
によらず抗酸化率は ～ ほどであり、比較
的抗酸化性能は高いと言える。

表 1 抽出方法Ⅰによる抗酸化率について 
放置時間 抗酸化率

次に抽出方法Ⅱでの結果を表 に示す。ニラ
の放置時間が 分と 分では、抗酸化率に再
現性がある程度見られ、また、ヘキサン抽出を
行わなかった抽出方法Ⅰよりも高い抗酸化性
能が得られた。
 

表 2 抽出方法Ⅱによる抗酸化率について 

しかし、 分放置した試料は 回目と 回
目の結果に大きな差が見られたため、同じ試料
で 回目の実験を行い、さらに同じ処理条件の
試料をもう一度調製し、β カロテン退色法試
験を行ったところ、 つの試料の抗酸化率の推
移は同じ傾向となった。このことから、 分
の試料は時間の経過と共に化学構造に変化が
生じ、最終的には放置時間 分と 分の抗酸
化率とほぼ同様な値を示すことから、抗酸化を
示す化学構造はすべて同じものになっている
と考えられる。しかしながら、なぜ、 分の
みがこのような傾向を取るかは不明である。ま
た、抽出方法Ⅰでは、 回のみの測定のため、
回目の抗酸化試験を行い、値に変化が生じる

かどうかを検討する予定である。それを調べる
ことで、ヘキサンでの分画処理の効果を考察す
る。さらに、抗酸化性を示す化学構造を検討す
るため、高速液体クロマトグラフィー（ ）
やガスクロマトグラフィー（ ）による分析の
準備を進めている。

お問い合わせ先
氏名：清野晃之

：

放置時間 抗酸化率
回目 回目 回目

―

―
―
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  Quinoline を基盤とした二座配位子を有する 

  新規 Ir(III)錯体の合成 

（神戸高専専攻科応用化学専攻 1、神戸高専応用化学科２） 

○吉田有吾 1・大淵真一２ 

 
キーワード：有機 EL 素子、りん光 
 
１．緒言 錯体の合成経路を Scheme 2 に示す。錯体の同定

には FT-IR を用いた。  次世代型の発光デバイスである有機 EL 素子
は、使用する材料の選択が重要であり、近年では
発光効率の観点から、発光層にりん光材料を用い
た素子が注目されている。 

 
３．結果および考察 

Table 1 に配位子の合成結果を示す。化合物 1a, 
2a, 2b については合成を確認したが、1b は合成
できなかった。 

2-Phenylpyridine を配位子に持つ Ir(III)錯体は、
りん光材料として高い内部量子効率を示すこと
が報告されている(1)。しかし、これらは発光効率
だけでなく、有機溶媒に対する溶解性も重要視さ
れている。特にアルコール可溶性発光材料は、多
層の有機薄膜を構成するうえで有利であり、有機
EL 素子の製造においてコストの削減や工程の短
縮が期待できる。 

 

Table 1. 配位子の合成結果

化合物 状態 化合物の色 収率(%) 

1a 液体 無色透明 59 
1b - - - 
2a 固体 無色透明 60 
2b 液体 茶色  23* 

本研究では、側鎖に電子求引基を持つ複素環化
合物およびこれを導入した新規 Ir(III)錯体の合成
を行い、電子求引基の導入による発光特性および
アルコール系溶媒への溶解性の変化について検
討した。 

*茶色液体の 1H NMR における水素比により算出. 
 
Scheme 2 の反応において、錯体の合成には至

らなかった。高温の加熱により、2a が反応して
しまうためと考えられる。また塩基を NaOH と
して反応を行ったところ、365 nm の紫外光に対
して橙色発光を示す固体を得たが、目的物ではな
かった。 

 
２．実験 
 配位子の合成は、活性メチレン化合物を求核剤
とした SN2 反応を利用した(2)。配位子の合成経路
を Scheme 1 に示す。得られた化合物の精製はカ
ラムクロマトグラフィーによる単離と再結晶を
行い、同定には 1H NMR、FT-IR を用いた。 

 
４．参考文献 

Di-μ-chlorobis[bis(2-phenylpyridinato-κN,κC2’)iri-
dium(III)]を用いる既報の合成法(3)を利用して、2a
を配位子とした Ir(III)錯体の合成を行った。Ir(III) 

(1) Baldo, M. A. et al. Appl. Phys. Lett. 1999, 75, 4. 
(2) Newkome, G. R. et al. Tetrahedron Lett. 1974, 
15, 691. 

 (3) Nonoyama, M. et al. Bull. Chem. 1974, 47, 767. 
  
  Ar EWG1 EWG2

1a 2-pyridyl -COOCH3 -COOCH3
1b 2-pyridyl -COOCH3 -CN
2a 2-quinolyl -COOCH3 -COOCH3
2b 2-quinolyl -COOCH3 -CN

EWG1

EWG2, K2CO3
Ar

E

  EWG1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
お問い合わせ先 
氏名：大淵真一  
E-mail：ohfuchi@kobe-kosen.ac.jp 
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 酸化チタン微粒子層を有する有機薄膜太陽電池の作製 

    （長岡高専専攻科物質工学専攻 1、長岡高専物質工学科 2） 
○ 1・安部百恵 1・増田圭純 1・野中大輔 1・ 

坂井俊彦 2 
 

キーワード：有機薄膜太陽電池、逆型、Au 電極、TiO2微粒子、色素増感太陽電池 

 
１．緒言 

有機薄膜太陽電池は低コストで軽量、フレキシ
ブルな太陽電池としての実用化が期待されてい
るが、変換効率および耐久性の低さが問題点とし
て挙げられる。色素増感太陽電池において、光捕
集面積の増大と電子輸送層としての役割を持つ、
TiO2微粒子層に着目し、本研究では TiO2 微粒子
層を有機薄膜太陽電池に導入し、変換効率を向上
させることができるか検討した。発電層としてフ
ェニル C61 酪酸メチルエステル([60]PCBM)とポ
リ(3－ヘキシルチオフェン)(P3HT)を用い、耐久
性の向上を図るため電極に Auを用いてバルクヘ
テロ接合型の逆型有機薄膜太陽電池を作製した。 
 
２．実験方法 
洗浄した FTO ガラスを基板とし、TiOx 前駆体

をスピンコートで成膜後 150°C、1 時間大気中で
熱処理した。その後、調製した TiO2 ペーストの
厚さを変化させて積層し、450°C、1 時間大気中
で熱処理した。 

PCBM:P3HT 混合溶液を積層し、150°C、10 分
間大気中で熱処理した。ポリ(3，4-エチレンジオ
キシチオフェン ): ポリ ( スチレンスルホン
酸)(PEDOT:PSS)を正孔輸送層としてスピンコー
トで塗布し、電極として Au を真空蒸着で形成し
た 後 、 150°C 、 10 分 間 熱 処 理 し 、 FTO/ 
TiO2/PCBM:P3HT/PEDOT:PSS/Au 構造の電池を
得た。 
その後、AM1.5G、100mW/cm2 の擬似太陽光照

射下で電流密度-電圧(J-V)特性を評価した。 
 

３．実験結果および考察 
表 1 に作製したデバイスの光電変換特性を示

す。TiOx 前駆体溶液および TiO2 ペーストを塗布
していないデバイスは起電力を示さなかった。
TiOx 前駆体溶液を塗布したデバイスは起電力を
示し、さらに TiO2 微粒子層を挿入したデバイス
において、開放電圧(Voc) 590 mV、短絡電流密度
(Jsc) 15.2 mA/cm2、曲線因子(FF) 44.6%、光電変換
効率(PCE) 4.02%を得た。 
 TiOx 層は焼結することにより非常に薄い TiO2

層を形成し、色素増感度太陽電池の場合と同様
FTO から有機発電層への電子の逆流を防ぐ役割
を担っているものと考えられる。また、TiOx前駆
体溶液のみを塗布したデバイスに比べ、微粒子層

を挿入したデバイスには特性値に向上が見られ
た。これはTiO2微粒子層を挿入することにより、
光吸収面積が増大し、電子をより多く電極まで輸
送することができたためであると考えられる。 

 

 Jsc/mAcm-2 Voc /mV FF /% PCE /% 

A 0 0 - 0.00 

B 9.9 565 44.3 2.49 

C 15.2 590 44.6 4.02 

(A: TiOx  TiO2 なし B: TiOx  C: TiOx+TiO2 微粒子層) 

 
図 1 に TiO2 微粒子層の厚さによる光電変換効

率の変化を示す。PCE および Jscは TiO2微粒子層
の厚さに対し、はじめ上昇し、その後膜厚の増加
に伴い低下するという結果となった。一方、Voc お
よび FFはTiO2微粒子層の厚さによらずほぼ一定
であった。 

本研究において、TiO2微粒子層の最適な厚さは
約 100 nm となった。  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
お問い合わせ先 
氏名：Vanadian Astari Suci Atina  
E-mail：ac25824a@st.nagaoka-ct.ac.jp 

図 1光電変換効率のTiO2微粒子層膜厚依存性 

表 1 作製したデバイスの特性値 
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ナノワイヤーの合成と有機薄膜太陽電池への応用

（長岡高専専攻科物質工学専攻 1、長岡高専物質工学科 2）

○野中大輔 ・ ・安部百恵 ・増田圭純

坂井俊彦

キーワード：有機薄膜太陽電池、TiO2ナノワイヤー、水熱合成 
 
１．緒言 
有機薄膜太陽電池の変換効率は，まだ低い段

階である．最近，形態を変化させた 層を
挿入して変換効率の向上を図る研究がいくつ
か報告されている．
本研究では，発電層にフェニル ブチル酸

メチルエステル およびポリ ヘキシル
チオフェン ，正孔輸送層にポリ
エチレンジオキシチオフェン ポリ スチレン
スルホン酸 を用いて， ナノワ
イヤー層を挿入することによる，有機薄膜太陽
電池の変換効率への寄与を検討した．

２．実験方法
ナノワイヤーの合成

合成の第一段階として 粉末と 水酸
化ナトリウム水溶液をテフロン製容器に入れ，
オートクレーブで ℃， ， ， ，
のそれぞれの時間で水熱合成した．その後室温
まで自然放冷し，得られた 試料を洗浄，
乾燥した．第 段階として ， ， の試
料については超純水とともにテフロン製容器
中，オートクレーブで ℃， ． の試料
ついても同様に ℃， ，水熱合成した．そ
の後室温まで自然放冷し，乾燥した．

有機薄膜太陽電池の作製
脱脂・超音波洗浄した ガラスを基板上に，

ジイソプロポキシチタン ビス オキソ
ペンテン オラート の ブタノ

ール溶液を用い， 回連続して製膜を行った．
回目は 溶液をスピンコートで成

膜後， ℃， 分間大気中で熱処理． 回目は
溶液をスピンコートで成膜後，

℃， 分間大気中で熱処理． 回目は
溶液をスピンコートで成膜後，

℃， 時間大気中で熱処理した．
次に， の水熱合成で得られた ナノワ

イヤーおよび粒子状 （ナカライテスク）を
用いて，それぞれ ， の濃度のペ
ーストを作製し，スピンコートで塗付後， ℃，
時間大気中で熱処理した． をスピ

ンコートにより塗付し， ℃， 分間大気中
で熱処理．再度 をスピンコートによ
り塗付し， ℃， 分間大気中で熱処理した．

次に をスピンコートで塗付し，最

後に電極として を真空蒸着で形成した後，
℃ 分間大気中で熱処理した．
評価方法

の擬似太陽光照射下で電
流密度 電圧 曲線を測定し，電池の特性を
評価した．

 
３．結果・考察 

ナノワイヤーの による観察

時間以上の水熱合成で，長さ 1μm～5μm，
直径 ～ の ナノワイヤーが形成
されていることが確認された．

作製した有機薄膜太陽電池の評価
図 に 曲線，表 に電池の特性値をまと

め，図表中の は粒子， はナノワイヤーを
表す．
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 1 曲線 
 

表 1 太陽電池の特性値 

ナノワイヤーの の濃度のペース
トで作製した電池の変換効率は ，
の濃度のペーストで作製した電池の変換効率
は であった．
 
お問い合わせ先 
氏名：野中大輔  
E-mail：ac26828i@st.nagaoka-ct.ac.jp 
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図 1  J-V 特性 

図 2  TiO2微粒子層の厚さに対する変換効率 

全固体型色素増感太陽電池の試作

（長岡高専専攻科物質工学専攻 1、長岡高専物質工学科 2）

○増田圭純 ・ ・安部百恵 ・野中大輔 ・坂井俊彦２

 
キーワード：色素増感太陽電池、TiO2微粒子、P3HT 
 
1. 緒言 

色素増感太陽電池以下 DSSC は構造がシンプルであり、

安価に製造できることから、低コスト太陽電池として期待さ

れている。DSSC は、現在実用化されている薄膜シリコン系

太陽電池に勝るとも劣らない、12%程度の変換効率が報告さ

れている。しかしいくつかの問題を抱えており、特に電解質

溶液の揮発や液漏れが実用化を困難にしている。そこで本研

究では、電解質溶液の代わりに有機薄膜太陽電池の研究で用

いられてきている、有機導電材料であるポリ 3-ヘキシルチオ

フェン P3HT を使用し、DSSC の完全固体化が可能かにつ

いて検討した。さらに、TiO2微粒子層の塗布に関し、スピン

コートおよびディップコートの2種の方法についても検討し

た。

 
2.  実験方法

脱脂、洗浄を行ったFTOガラス基板にTiOx前駆体溶液を

スピンコートで成膜後150℃、1時間大気中で熱処理した。

その後、調製したTiO2微粒子層をスピンコートまたはディ

ップコートで積層した。スピンコートでは回転速度を変え、

ディップコートでは引き上げ速度を変えてTiO2層の厚さを

変化させた。その後450℃、1時間大気中で熱処理した。

色素溶液に浸し、色素をTiO2に担持した。P3HT溶液をス

ピンコートにより積層し、150℃、10 分間大気中で熱処理し

た。PEDOT:PSSを正孔輸送層としてスピンコートで積層し、

電極としてAu を真空蒸着で形成した後、150℃、10 分間大

気中で熱処理した。その後、AM1.5G、100mW/cm2の疑似太

陽光を用いて電流密度－電圧(J-V)曲線を測定し、作製したデ

バイスの特性を評価した。 

 
3.  結果と考察 
図1にスピンコート(SC)とディップコート(DC)でTiO2微粒

子層を積層した電池のJ-V曲線の一例を示した。ディップコ

ートでTiO2微粒子層を積層した電池の方が、おおむね高い変

換効率を示した。 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
図2にディップコートでTiO2微粒子層を積層した電池の、

TiO2微粒子層の厚さに対する変換効率を示した。TiO2微粒子

層の厚さが約2.3μmまでは変換効率が向上したが、その後厚

くなるにつれ低下した。これはTiO2微粒子層の導入により光

吸収面積が増加するものの、TiO2微粒子層が厚くなりすぎる

とこの層自体が抵抗となり、変換効率を低下させることを示

す結果であると考えられる。 

   

 
お問い合わせ先 
氏名：増田 圭純  
E-mail：ac26829g@st.nagaoka-ct.ac.jp 
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     ビニルスルホニウムイリドの環拡大反応における置換基効果 

   (神戸高専専攻科応用化学専攻 1、神戸高専応用化学科 2) 
○市瀬佑磨 1・大淵真一 2・小泉拓也 2 

 
キーワード：ビニルスルホニウムイリド, Stevens 転位, [1,4]シグマトロピー転位, 置換基効果 
 
1. 諸言 
ビニルジアゾ化合物の金属触媒分解により生じ
るビニルカルベノイドは、炭素-炭素結合や炭素-
ヘテロ原子結合形成に対し、有用な反応活性種で
あり、カルベノイド中心と共役できるビニル基が
存在することで、多様な反応性を示す興味深い化
学種である 1)。 
このような背景のもと、当研究室において 2-ア
リール-1,3-ジチオラン 2 存在下、ビニルジアゾ化
合物 1a の金属触媒分解反応を行った結果、中間
に生じたビニルスルホニウムイリド II が環拡大
反応により、6 員環含硫黄生成物である 3 (path a, 
[1,2] 転位経由) あるいは 8 員環生成物である 4 
(path b, [1,4] 転位経由) を one-pot で与えること
を見出している 2)。 
そこで本研究では、この反応における、1 上の 

-位の置換基 Ar が生成物分布にどのような影響
をおよぼすか検討した (Scheme 1)。 
 
2. 結果・考察 
ビニルカルベノイドの前駆体であるビニルジア
ゾ化合物 1b-g の合成は文献に従い行った 3), 4)。単
離、精製したビニルジアゾ化合物 1b-g はそれぞ
れ橙色固体として得られ、1H NMR および FT-IR 
解析によって構造決定を行った。 
次に、合成したビニルジアゾ化合物 1b-f、ヘ

テロ原子源として 2c を用い、ロジウム触媒存
在下、反応を行った。薄層クロマトグラフィー
にて 1 の消失を確認後、反応混合物を、カラ
ムクロマトグラフィー  (トルエン  : 酢酸エチ
ル = 95 : 5) により分離した。分離した成分の 
1H NMR 測定により、6 員環生成物 3 および 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8 員環生成物 4 の生成を確認した。このことか
ら、1b-f と 2c との反応は Scheme 1 に示した
機構で進行していると考えられる。Table 1 に 1 
と 2c の反応の結果を示す。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
全ての場合において 4 が主生成物であった。よ
り電子求引性の高い置換基を有する 1b を反応に
用いた際に [1,4] 転位生成物である 4 が最も優
先的に生成することがわかった。一方、置換基の
電子供与性の上昇に伴って [1,2] 転位生成物であ
る 3 の比率が増加することがわかった。 
 
3. 参考文献 
1) (a) Davies, H. M. L. et al. Tetrahedron Lett. 1989, 
30, 5057. (b) Hamaguchi, M. et al. Tetrahedron Lett. 
1998, 39, 7113. 
2) 小泉ら , 第 39 回複素環化学討論会要旨集 
2P-87, 2009. 
3) Stecher, E. D. et al. J. Org. Chem. 1965, 30, 
1800. 
4) Davies, H. M. L. et al. Tetrahedron : Asymmetry 
2006, 17, 666. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
お問い合わせ先 
氏名：小泉拓也  
E-mail：koizumi@kobe-kosen.ac.jp 
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新規リチウムイオン電池正極材料の創製

（神戸市立高専専攻科応用化学専攻 、神戸市立高専応用化学科２）

○金澤健人 ・安田佳祐２

 
キーワード：リチウムイオン電池、リン酸鉄リチウム、カーボンファイバー 
 
１．緒言

現在のリチウムイオン電池の正極活物質に
使用されているコバルト酸リチウム(LiCoO2)
は、優れた特性を有する反面、コバルト資源の
希少性に由来する価格高騰の懸念がある。さら
に LiCoO2 は熱安定性が低いため発火の危険性
があり、安全性を確保するための制御機構を必
要とする。そのため、LiCoO2 に代わる代替正
極材料として熱安定性の高いリン酸鉄リチウ
ム (LiFePO4)が注目されている。しかし、
LiFePO4は電子伝導性が低く、電池特性が問題
視される。そのため電子伝導性を向上させる手
法として様々な改質処理を施している。 

従来の正極材料は集電体のアルミ箔表面上
に炭素層で覆われた微粒子の LiFePO4 と導電
助剤がバインダーによって結着されている。し
かし、この手法では、活物質の表面積が小さい
ため電池特性に影響を及ぼす。 

そこで本研究では集電体にカーボンファイ
バーを用い、その表面上に直接活物質を形成さ
せることで表面積を広く、かつ活物質が薄く均
一に形成するファイバー正極材料を作製し、電
池特性の向上を目指す。 
 
２．実験操作法

電気メッキ法でカーボンファイバー表面上
に Fe を形成させたのち水熱処理法で LiFePO4
を形成した。 
 
2.1 電気メッキ法 

約 2,000本からなるカーボンファイバー束を
作用極として、アスコルビン酸水溶液に硫酸鉄
七水和物を加えた混合溶液をメッキ浴として
用いて、電流 0.05 A、20 min で電気メッキさせ、
60 °C で乾燥処理を行い、Fe を形成させた。 
 
2.2 水熱処理法 

アスコルビン酸水溶液に Fe メッキしたカー
ボンファイバーを入れ、Fe に対して表 1 に従
ってLiOH水溶液およびH3PO4水溶液を加えた。
その後、この溶液をオートクレーブで反応温度
200 °C、反応時間 5 h の条件で LiFePO4を形成
させた。作製した電極材料について、粉末 X
線回折測定(XRD)で結晶構造の同定を行った。
また、作製したファイバー正極の表面形態を走
査型電子顕微鏡(SEM)を用いて観察を行った。 

表 1. LiOH および H3PO4の添加量 

LiOH / Fe H3PO4 / Fe 

5 5 

10 10 

20 20 

結果・考察
電気メッキ法および水熱処理法で生成した

Fe、LiFePO4の XRD パターンを図 1 に示す。
電気メッキ法では Fe のピークのみが確認でき
た。水熱処理法では、LiOH / Fe = 5 のとき
LiFePO4のピークに加え、Fe のピークもみられ
た。また LiOH / Fe = 10 以上では Fe のピーク
が観測されなかったことから、添加量が多いほ
ど LiFePO4 が多く生成されると考えられる。 
また、SEM を用いて観察を行ったところ、

水熱処理によって表面形態が無形の微粒子の
凝集体からフレーク状に変化していることが
分かった。 
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図 1 Fe および LiFePO4の XRD パターン 

 
 
お問い合わせ先 
氏名：安田佳祐 
E-mail：yasuda@kobe-kosen.ac.jp 

電気メッキ法 

水熱処理法 
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微細気泡を用いた洗浄に関する研究 

（高知高専物質工学科 1、高知高専専攻科物質工学専攻 2、 
高知高専総合科学科 3、高知高専電気情報工学科 4） 

○式部真鈴 1・田所美里 1・森田知花 2・多田佳織 3・永原順子 3・ 
西内悠祐 4・秦 隆志 1 

 
キーワード：微細気泡、洗浄、油、濡れ性、接触角 
 
１．緒言 
近年、マイクロバブルやナノバブル、あるい

はファインバブルと呼ばれる微細気泡が通常

の気泡とは明らかに異なる性質を有すること

が分かってきた。例えば、① 通常の気泡に比

べて同じ容積の微細気泡の比表面積が大きく、

気液界面での化学反応や物理的吸着、物質輸送

が飛躍的に向上する、② 液中での上昇速度又

はスリップ速度が小さいため、均質な反応場が

得られやすい、③ 気泡表面に正/負の電位（ゼ

ータ電位）を有することなどが挙げられる。 
近年、これらの産業的に有用な性質を用いた

洗浄手法が注目されており、実際に半導体ウエ

ハーや給湯機内の配管洗浄などに使用されて

いる。本研究では、微細気泡が有する洗浄効果

について、食用油の主成分であるオレイン酸や

食品のヌメリ成分のムチン、油絵具等を用い検

証をおこなった。 
 
２．実験 

オレイン酸やムチン、油絵具の洗浄効果につ

いては、それぞれの所定量をガラス板に塗布し、

乾燥させた後、通常水と微細気泡水による洗浄

をおこない、それぞれの残留量から洗浄効果を

評価した。なお、オレイン酸の洗浄は単純な漬

け込み洗いとその中に傾斜を設けた洗いを共

に 30 秒間おこない、ムチン（50wt %）と油絵

具（10wt%のオレイン酸添加）の洗浄では

100mL/min の一定量の洗浄水を所定時間（ムチ

ン：30 秒間、油絵具：600 秒間）掛ける洗浄を

おこなった。 
 
３．結果と考察 

結果を表に示し、以下、個々に検証する。 
（オレイン酸の洗浄）単純な、あるいは傾斜を

設けた漬け込みの双方において、微細気泡水の

方が通常水よりも洗浄効果（除去率）が高いこ

とが確認された。特に、単純な漬け込みにおい

て観測されたガラス表面上の油の集約（油の液

滴化）は、微細気泡水の方が通常水の場合より

も早いため、洗浄効果の差異が明確に表れた。

しかしながら、傾斜を設けた場合、除去率自体

は上昇したものの双方の差異は弱まった。これ

は、オレイン酸の密度（0.89 g/cm3）は水より

も軽いため、傾斜を設けることにより通常水で

も油の剥離が促進されたと考えられる。 
（ムチン及び油絵具の洗浄）共に微細気泡水の

方が通常水よりも洗浄効果が高いことが確認

された。 
このように微細気泡による洗浄効果促進の

理由は何であろうか ? 洗浄作用においては

洗浄対象に対する濡れ性が一つの要因である。

そこで、濡れ性の一つの尺度として用いられる

接触角を、今回、ガラス板上に通常水あるいは

微細気泡水の水滴から評価した。結果、通常水

の接触角が 57.9°に対し、微細気泡水は 49.5°
の値を示した。つまり、微細気泡水は通常水よ

りもガラス板上への濡れ性が高く、その結果、

オレイン酸等の洗浄対象物の集約が促進され

たことが一つの可能性として示唆された。 
 

表 洗浄効果（除去率％）の比較 
洗浄対象物 通常水 微細気泡水 
オレイン酸 

（単純な漬け込み） 
54.4 65.0 

オレイン酸（傾斜有） 90.9 95.3 
ムチン 84.2 93.6 
油絵具 73.0 82.0 

 
（謝辞）本研究は高知県産学官連携産業創出研

究推進事業、及びこうち産業振興基金/地域研

究成果事業化支援事業により実施いたしまし

た（一部実施中）こと、付記いたします。  
お問い合わせ先 
氏名：秦 隆志 
E-mail：thata@ms.kochi-ct.ac.jp 
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微細気泡と超音波を併用した有機物の分解促進に関する研究 

（高知高専物質工学科 1、高知高専専攻科物質工学専攻 2、 
高知高専総合科学科 3、高知高専電気情報工学科 4） 

○田所美里 1・式部真鈴 1・森田知花 2・多田佳織 3・永原順子 3・ 
西内悠祐 4・秦 隆志 1 

キーワード：微細気泡、超音波、有機物、ESR、ラジカル 
 
１．緒言 
約 50μm 以下の微細気泡は、通常の気泡と

は明らかに異なる産業的に有用な特徴を示す

ことが確認されている。例えば ① 気泡表面が

負に帯電していること、② 気泡内部に自己加

圧効果が生まれること、③ 更に自己加圧効果

により圧力が増加し、気泡内の気体が効果的に

溶解すること、④ 圧力崩壊した際に酸化力の

高いラジカルが発生することなどが挙げられ

る。このように、微細気泡について様々な知見

が得られつつあるが、未だ不明な点も多い。 
ここで上記の内、微細気泡の圧力崩壊によっ

て生じるラジカルを有効に利用すれば、例えば、

排水等に含まれる難分解性の有機物等の分解

に対する展開が期待できる。そこで本研究では、

微細気泡と超音波を併用したラジカルの生成

から有機物の分解促進に関した検証をおこな

った。 
 
２．実験 

分解挙動を評価とする有機物としてフェノ

ールを用いた。具体的な実験としては、フェノ

ールの最終濃度が 45 ppm となるようにイオン

交換水（通常水）、あるいは微細気泡処理した

イオン交換水を加え、10・30・60 秒の超音波

処理（28kMz・85W）をおこないフェノール濃

度を測定した。なお、フェノール濃度の測定に

は 4-アミノアンチピリン法（発色）を用いた。 
 
３．結果と考察 

本実験に先立ち、微細気泡と超音波の併用に

よるラジカル生成の確認のため、電子スピン共

鳴（ESR）測定（ JEOL RESONANCE 社製 
JES-X330）によるラジカル測定をおこなった。

なお、スピントラップ剤には DMPO（5，
5-dimeththl-1- pyrroline N-oxide）を用いた。結

果としては、超音波を印可しない系では（ヒド

ロキシ）ラジカルのピークは確認されず、超音 

 
図 純水、及び微細気泡水に超音波処理した場

合の ESR スペクトル図 
 
波を印可した系でのみ対応するピークが確認

された（図）。つまり、微細気泡はそのままで

は自己加圧効果からのラジカル生成は起こら

ず、外部からの刺激による強制圧壊によってラ

ジカルが発生することを確認した。 
次いで、所定量のフェノールに通常水、ある

いは微細気泡水を加えた系に超音波を印可し、

残存するフェノール濃度を求めた所、通常水で

も僅かながらフェノールの分解挙動が見られ

たが、微細気泡水の方がその分解効率は高いこ

とを確認した。つまり、微細気泡存在下におい

て超音波印可によって、効率的にラジカルが発

生し、フェノール分解が促進したことが示唆さ

れた。 
 
（謝辞）本研究は高知県産学官連携産業創出研

究推進事業、及びこうち産業振興基金/地域研

究成果事業化支援事業により実施いたしまし

た（一部実施中）こと、付記いたします。 
 
お問い合わせ先 
氏名：秦 隆志 
E-mail：thata@ms.kochi-ct.ac.jp 

微細気泡水 

純水 
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液－液２相混流を用いた乳化分散技術に関する研究 

（高知高専専攻科物質工学専攻 1、高知高専物質工学科 2、 
高知高総合科学科 3、高知高電気情報工学科 4） 

○森田知花 1・高瀬彰紀 2・多田佳織 3・永原順子 3・西内悠祐 4・ 
秦 隆志 2 

キーワード：乳化分散、エマルション、粒度分布、微細化、CFD 
 
１．緒言 
エマルションとは、分散質（分散相）及び分

散媒（連続相）が共に液体である分散系溶液で

あり、乳濁液や乳剤などとも呼称される。また、

2 つの液体をエマルションにすることを乳化

分散と呼ぶ。エマルションの例としてはマヨネ

ーズなどの食品分野が代表的であるが、作製手

法等では医薬品、化粧品分野としても利用され

ている。 
ところで近年、直径約 50μm 以下の微細気

泡が、通常の気泡とは明らかに異なる特徴を示

すことが確認され、注目を集めている。この微

細気泡の発生機構の 1 つである気-液 2 相混流

方式では、高速に旋回する液相で気相を剪断す

ることによって微細気泡を作製する。ここで、

気相の代わりに液相を導入することで液-液 2
相混流方式による乳化が期待できる。そこで本

研究ではその発生器内の流体の動きを流体解

析（CFD）することにより導かれる各要素が、

実際に作製されたエマルションにどのような

影響を与えているのかについて検討をおこな

った。 
 
２．実験 

2 相混流による乳化分散作製技術として、微

細気泡発生機構の 1 つである旋回式の気-液 2
相混流方式を用いた。つまり、気相が吸引され

る箇所に乳化される分散相を導入することに

よって液-液 2 相混流方式によるエマルション

を作製する。まず、この発生器の吸引部箇所を

3D CAD で作製し、その後、CFD（Solidworks 
Flow Simulation）にて内部の流体挙動をシミュ

レートした。 
他方、実際の実験としては、作製した 3D 

CAD データを元に発生器を造形し、分散相を

食用油の主成分であるオレイン酸、連続相を水

として乳化挙動を測定した。つまり、今回の手

法で作製される乳化分散溶液は、O/W エマル

ションとなる。 
 
３．結果・考察 
今回、発生器の吸引箇所の要素となるフィン

の角度に着目し、種々の角度で 3D CAD を作

成、CFD 解析と共に造形による生成器の作製

から実験をおこない、理論と実験の両面からア

プローチした。結果、CFD 解析で描かれた流

跡線は、実験で観測された流れに酷似しており、

CFD 解析の有用性を確認した。他方、実験で

の乳化分散挙動として分散相の微細化に着目

した所、フィン角度に依存して微細化に優れる

ことを確認した（図）。 
ところで、一般的に微細化に寄与する機械的

要素は連続相と分散相の速度差から引き起こ

される剪断応力であるが、今回の CFD 解析に

よる速度差の順と、先の微細化挙動は一致しな

かった。このことから、旋回式の液-液 2 相混

流方式による微細化効果の起因としては、1 箇

所の剪断応力よりも流跡線で示される剪断場

の形成が重要である。 

 
図 生成された O/W エマルションの粒度分布
（フィン角度に依存して微細化に優れる。） 
 
（謝辞）本研究は高知県産学官連携産業創出研

究推進事業（育成研究支援含む）により実施い

たしました（一部実施中）こと、付記いたしま

す。  
お問い合わせ先 
氏名：秦 隆志 
E-mail：thata@ms.kochi-ct.ac.jp 
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フェノール樹脂誘導体を用いた高分子複合体の合成 

（神戸高専専攻科応用化学専攻 1、 
神戸高専応用化学科 2、豊橋技大機械工学系 3） 

○北谷 司 1・根本忠将 2・足立忠晴 3 
 

キーワード：フェノール樹脂、高分子複合体、Bisphenol A、高分子添加剤 

 
1. 緒言 

Phenol と formaldehyde との付加縮合で得られ

るフェノール樹脂は耐熱性・機械的特性に優れた

高分子材料として接着剤やレジスト材料、イオン

交換樹脂など幅広く用いられている(1)。 
本研究では、反応性の高さ、低価格である点か

ら使用用途が多岐にわたるbisphenol Aをフェノー

ル誘導体として用いた。Bisphenol A を母体とする

高分子材料の新たな可能性を探索すべく、フェノ

ール性水酸基を保護したbisphenol A誘導体を基盤

とするフェノール樹脂誘導体を paraformaldehyde
との付加縮合で合成した。得られた高分子と種々

汎用高分子との複合化を行うことで、それらの特

性の評価を行ったので報告する。 
 

2. 実験 
Bisphenol A のフェノール性水酸基をアセチル

基 で 保 護 し た 1 と paraformaldehyde を

trifluoroacetic acid (TFA)存在下で付加縮合を行う

ことで 2 を得た。得られた 2に塩基触媒(1 M KOH 
aq.)を加えることで 100%脱保護を行った(Scheme 
1)。1, 2 及び 3 の構造については 1H NMR 及び

FT-IR を用いて確認した。 
3 と poly(vinyl chloride) (PVC)を重量比 1 : 10 の

割合で THF に溶かし、溶媒を蒸発させることで

複合化を行った。また、3 と polyacrylonitrile (PAN) 
を重量比 1 : 10 の割合で DMF に加熱溶解させた 
 

 
 

後、溶媒を蒸発させることで複合化を試みた。そ

して、加水分解を行う前の 2 を用いて、同様の操

作で PVC, PAN との複合化を試みた。さらに、そ

の他の汎用高分子についても同様の操作で複合

化を試みた。また、上記の複合体における様々な

特性の測定を行った。 
 

3. 結果及び考察 
1 は収率 93%で得られた。1H NMR と FT-IR 測

定結果から、水酸基がアセチル基で保護されてい

ることを確認した。2 は収率 32%得られ、1H NMR
測定結果から、重合の進行を確認した。3 は収率

97%で得られ、FT-IR 測定結果から、全てのアセ

チル基が脱保護され、水酸基となっていることを

確認した。3 と PVC の複合化を行なった結果、

茶色の板状の固体が得られた。同様に 3 と PAN
との複合化を行った結果、濃茶色の板状の固体が

得られ、加水分解前の 2 と PAN との複合化を行

った結果、黄土色の板状の固体が得られた。また、

その他の汎用高分子についても複合化を試みた

ので併せて報告する。また、DSC 測定及び目視に

より上記の複合体が均一であることを確認した。 
各々の複合体の熱的特性及び動的粘弾性、その

他の特性についても検討したので併せて報告する。 
 
参考文献 
(1) Knop, A.; Pilato, L. A. “Phenolic Resins” 

Springer-Verlag, Berlin, 1985. 

お問い合わせ先 
氏名：根本 忠将  
E-mail：nemoto@kobe-kosen.ac.jp 
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柔軟性を付与した新規フェノール樹脂誘導体の開発

（神戸高専専攻科応用化学専攻 、神戸高専応用化学科２）

○岡 剛志 ・根本忠将２

 
キーワード：フェノール樹脂、熱可塑性樹脂、エンジニアリングプラスチック 
 
1. 緒言 
フェノール樹脂は、フェニレンとメチレンから

なる剛直な主鎖構造を有する。そのため耐熱性と
機械的強度に優れた熱硬化性樹脂であることが
知られている(1)。フェノール樹脂作成には、酸触
媒や塩基触媒を用いた合成法があり、酸触媒で付
加縮合させたものを novolac、塩基触媒で付加縮
合させたものを resol という。 
本研究では、重合が進行しやすい novolac 合成

手法に着目し、resol 合成時の副反応で生成する
柔軟化の原因となるエーテル結合を意図的に主
鎖部分に導入したフェノール樹脂誘導体の合成
を目的とし、従来のフェノール樹脂と比べて柔軟
性・加工性の向上を試みた。

2. 実験
1,2-Dibromoethane の acetone 溶液に、2.5 当量の

2,6-dichlorophenol と、過剰量の K2CO3 を加えた後、
開放系で 1 週間還流・撹拌することで、Williamson 
ether 合成を行った(Scheme 1, 1a)。還流後、1 M 
KOH aq.で 2,6-dichlorophenol を除き、無水 MgSO4

で有機層を脱水した後、減圧下で 1,2-dibromo- 
ethaneならびに chloroformを留去することで生成
物 1aを得た。1aの構造は FT-IR ならびに 1H NMR
測定で確認した。1a と paraformaldehyde を様々な
酸触媒下で付加縮合することで新規フェノール
樹脂誘導体の合成を試みた。 

1,2-Dibromoethane の acetone 溶液に、2.5 当量の
2,6-dimethylphenolと過剰量の K2CO3を加えた後、
開放系で 1 週間還流・撹拌することで、Williamson 
ether 合成を行った(Scheme 1, 1b)。還流後、ethyl 
acetate と n-hexane の混合溶液(1 : 20)を用いたシ
リカカラムクロマトグラフィーによって 1b を単
離・精製した。1b の構造は 1H NMR で確認した。
1b と 2 当量の paraformaldehyde に、trifluoroacetic 
acid (TFA)を加えて 15 分間撹拌することで付加
縮合を行い、methanol に投入することで生成物
2b を回収した(Scheme 1, 2b)。2b の構造は 1H 

NMR 測定を用いて確認した。分子量は GPC (Gel 
Permeation Chromatography)により評価した。重合
条件に関しては種々溶媒、ならびに様々な酸触媒
を用いて検討した。さらに耐熱性を評価するため
に TG 測定を行った。 

生成物 2b をアルミホイルで作った型に入れて
加熱によって溶融・成形後、アニーリングを繰り
返すことで 2b のプレート作成を試みた。 

 
3. 結果・考察 
生成物 1a は白色結晶の固体として、収率 63%

で得られた。FT-IR 測定、1H NMR 測定で構造を
確認した。様々な重合条件で 1a と paraform- 
aldehyde との付加縮合を試みたが重合反応は進
行しなかった。これは、クロロ基が電子求引性で
あり、基質 1a のベンゼン環上の電子密度を下げ
たため、付加縮合が進行しにくくなったと考えら
れる。 
生成物 1b は透明な液体として収率 20%で得ら

れた。1H NMR 測定から構造の確認をした。 
1b と paraformaldehyde から得られた生成物 2b 

は白色の固体で収率 71%だった。1H NMR 測定で
構造を確認した。さらに GPC (eluent: chloroform, 
PSt standards)測定の結果、数平均分子量 2500 で
あった。フェニレン－メチレン構造のメチレンプ
ロトンピークが確認できたことから重合の進行
を確認した。また、反応時間を 50 分にした際に
は高収率(94%)で生成物を回収できた。生成物 2b
は TG 測定の結果、10%重量損失温度が 357 °C で
あったため、十分な耐熱性を有した高分子体であ
ることがわかった。 
生成物 2b を加熱によって溶融した際、粘度の

高い液状となったため、型に流し込んだ後、放冷
することで 2b のプレートを作った。加熱によっ
て融かすことができ、さらに、放冷によって固化
したため、熱可塑性材料となることがわかった。
また、透過性を有することから結晶性の低い高分
子であると考えられる。 

 
参考文献 
(1) Knop, A.; Pilato, L. A. “Phenolic Resins” 
Springer-Verlag, Berlin, 1985. 
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氏名：根本忠将  
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