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一一高知県工業技術センタ No.41 2010一一

曙境共生型廃水処理システムの開発(第3報)

闇体高分解能13C聞 NMRによる試作吸着材の構造解析

鶴田望 山下実 岡崎由住 隅田隆

JlI北浩久 竹家均 沼野敏夫 篠顕速都 福富冗*

Development of new wαsteωαter disposal system (Pαrt 3) 
Structurαlαnαlysis of experimentαlαdsorbent using solid stαte 

hi-resonαnce 13C-NMR 

Nozomu TSURUTA Minoru YAMASHITA YukαOKAZAKI 

Tαhαshi SUMIDA HirohisαKλWAKITA Toshio KONO 

Hitoshi TAKEYA HIαyαto SHINOHARA TIαhαshi FUKUTOMI* 

極低濃度のリン酸イオン含有の廃水から高効率、低コストで回収できるリン酸イオン吸藩材を開発

した。吸着性能を改善するため、より詳細な構造解析を由体高分解能13C-NMRにより行った。その結果、

試作吸着材の吸着性能は、ポリア 1))レアミンの導入量に比例しており、その導入量は、水酸化ナトリ

ウム処理時間に比例していたO導入したポ 1)アリルアミン鎖は、自由鎖であると示唆される。

1. ~えカずさ

我々は、生産活動の廃棄物として、有益な金属や

無機物を汚泥や!発水として環境中に放出している。

自然界に放出されるリンは、 1)ン耳目錦料の形態で

の年間消費量の20%(14万トン)捨てられている。

また、年間223万トン発生する下水汚泥中には、 1)ン

が5.6万トン含まれており、リンの年間消費量の16%

に相当する。新たなリン資源として、自然界に放出

される 1)ンや下水汚泥中に存在するリンが注目され

ている。リン鉱石の産出国は限られており、産出

も有眼であることから、国際儲格は、この10年で 2

倍(何年現在)になり、今後も人口増加に伴う食料

増産により需要は増加するので、価格上昇は継続す

ると見込まれる。そのため、安定的なリン鉱石の供

給元が必要である。このような分野からリン資源を

問状できれば、自国内に安定した供給漉を持つこと

が可能になる。そのため、下水等のリン含有水から

* 高知工科大学名誉教授

現 高知県企業化支援客員研究員

効率的に r)ン資源を間収する資材、手法が求められ

ている。

我々は以前より、 r)ン酸イオンの希薄濃度溶液か

らリン酸イオンを回収する樹指を試作し、セルロー

ス繊維に多数のアミノ基をもった高分子化合物をグ

ラフトイヒすることで、通水性が高く、リン酸イオン

の吸着性能に媛れたイオン吸着材を得たが、基材に

対するリン酸イオン吸着部位の導入割合が10wt%と

少なく、想定した吸着容量が確保できなかった。吸

を確保するために反応工程を改善し、試作物

の構造をFr-IRで評価したが、明確なチャートは得ら

れず、また吸着容量との相関も見つけることができ

なかった。このような吸着部位の存在と微細構造を

確認するとともに吸着容量との相関を確認すること

を目的として間体高分解能13C…渦fRを用いてNMRスベク

トルを計測、解析を行った。

2.実験

あらかじめ、吸着容量を測定したリン酸イオン吸

着材を独立行政法人産業総合研究所(以下「産総研J)

ナノテクノロジー研究部門ナノ計測グループ三好利
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一氏の指導の下、産総研所有の国体高分解能I3C_間R

装置で交差分極法(磁場居波数8kHz)により NMRス

ペクトルを測定した O その後、得られたスベクトル

を波形分離してリン酸イオン吸着部位についての情

報を得た。

表 1 各試料の諸物性

試料 Epoxピーク エポキシ当主主 PMのピーク 100g当り NaOH処理
部結IJ合(%) 献立割合(%) の吸義量 (g)

0806 40000 0.38 1.8 200g/水2L 1時間

0826 15000 3.89 4.6 200g/水2L 24時間
0902-2 0.21 10800 6.26 7.3 200g/水2L 48時間

0902-1 0.34 8500 5.09 10.3 100g/水2L 43時間

3.結果

測定した試料の吸着容量等の特性を表 lに示す。

アルカリセルロース法で作製した試料の矧Rスベクト

ルを国 lに示す。ケミカルシフト60ppm-110ppmに現

れているピークは、セルロースの搬綿構造に起因し

たケミカルシフトであるので、今回解明したいグラ

フト鎖部分の情報を含んでいない。 58ppmはエポキシ

基の導入により形成されたものと推測され、 Ce(IV) 

によりセルロースにGMAのグラフト校を導入したCell-

GMA-PAA試料にも、明確に存在している o CI-h-O の

可能性もあるが、 18ppmにメチル基のケミカルシフト

が出現していること、酸素原子が結合したメチル基

の場合、電子のかたよりにより低磁場側にシフトす

ることから、エポキシ基の関環による -CH2-0 の

可能性が高い。
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34、43ppmは、単体のボリアリルアミンを溶液13C-

NMRで測定しでも同じ位置に出現するため、ポリアリ

ルアミンの分子構造に由来したケミカルシフトと判

断できる O ピークがブロードなのは、核スピンの緩

和が速いためで、ポリア 1)}レアミン分子鎖の自由度

が高いことを示している O

ポリアリルアミン導入前後の州民スベクトルの比較

では、 NaOH処理時間の違いにより、 58ppmのピークの

出現に差を生じている。 NaOH処理時間が1時時の0806

では、ほとんど観察されないが、処理時間が48時間

では、明確に出現している。つまり、 NaOH処理時跨

を長くしたほうが、エポキシ化合物の導入量も増加

する O また、ポリアリルアミン導入後の試料でも、

開様にNaOH処理時間が長い試料の方がポリアリルア

ミンに起因したケミカルシフト 34ppm、43ppm付近の
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図1 アルカリセルロース法により作製した吸着材のNMRスペクトル
(a)ポリアリルアミン導入前 (b)ポリアリルアミン導入後
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表 2 追加計測した試料の諸物性

制fヰ PMのピク 100g当り

街手五泊l合 (%) 
石出品時間(s)

の吸着金 (g)
反応引去

1019-1 7.3 417 6.3 

1019-2 10.4 776 8.2 
アルカリセルロース法相憾さした試

1019-3 10. 7 709 8.2 
料にPMを迫力自

Cell…GMA-PM 8.53 600 GMAi公

ピークが大きく出現している。このことから、得ら

れた陥股スベクトルは、吸着容量と相関があるといえ

る。

58ppmのエポキシ碁に起闘したケミカルシフトは、

ポリアリルアミンを導入すると消失しているが、反

応により消失したのか、分子鎖の告白度が上がり計

測できなくなったかのどちらかである O

アルカリセルロースj去により製造した材料に再度

アリルアミンを反応させた試料では、園 2に示すよ

うに34ppm、43ppmにケミカルシフトが現れている。

ピークの形状がブロードであることから、この試

料群でも、導入したポ J)アリルアミン分子鎖が高い

自由度を持っていることを示している O

吸着容量と比較すると、容量が高い試料では、ポ

リアリルアミンに起因したピーク面積比が高いこと

がわかる(表2)。

Cell-GMA-PAA試料は、アルカ J)セルロース法で作

製した試料よりもPAAは付加していると判断できる。

その理由として、 45pmmのケミカルシフトが、アルカ
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図2 アルカリセルロース法で作製した服着材に
PAAを追加反応させた試料のNMRスペクトル

リセルロース法では、ブロードであるのに立すし、

Cell…GMA…PAA試料では、明確なピークとして確認で

きる(閣 3)。セルロース起因のピークと遜色ないこ

とから、ポリアリルアミンの自由度(分子の運動性)

は低下していると考えられる。セリウム 4倍触媒で

グラフト化したGMAと反花、していると示唆される。

以上のことから、アルカリセルロース法により作

製した吸着材のリン酸イオンの吸着機構は、グラフ

ト化したポリアリルアミン分子鎖が、水と接触する

ことで、水層に溶在し、自由に分子運動することで、

水層に存在する J)ン酸イオンを吸若すると考えられ

る。

4.考察等

各試料ともポリアリルアミンに起因したケミカル

シフトのピーク面積比が高い試料が、吸着性能が優

れていることがわかった。また、セルロースのエポ

キシ化合物導入後においても、エホ。キシ基に起因し

たケミカルシフトが確認できる試料ほど、ポリアリ
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図3 応方法の遣いによる吸着材のNMRスペクトル
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ルアミンの導入量が多く、吸着性能が高いことがわ

かる。よって、アルカリセルロース法においては、

NaOH処理を長時間行い、グラフトイヒできる反応点を

増大させておくことが、吸着容量の高める条件とい

える O

しかしながら、構造的な解析は十分に行えていな

い。今回の測定における問題点は、計測対象物の相

対数と分子の運動性である O 計測対象である{:}レロ

ス繊維表面上の結合点は、ナノオーダーであり、そ

れが存在する繊維はマイクロオーダーである(今回

の場合、基ttのセルロース繊維は芭視できるが、反

応物は目視できない)。構成する分子数は庄倒的に繊

維の方が多く、結合点のみの情報を得るには、日倒

的に数が少ない。仮に、陥仮で確認できるとしても、

次の向題は、分子の自由度が問題になる。固体高分

解能¥3C-NMRは、基本的に分子鎖が拘束された条件下

での核スピンを観測しているので、液体や拘束のな

い自由鎖の核スピンからの速い磁化の変化には対応

できない。核スピンからの速い磁化の変化は直接分

極法でも計測できるが、一試料の計測時間が一ヶ月

単位になるため、現実的で=ない。よって、間体であっ

ても、今回の試料のように導入したポリアリルアミ

ン鎖の自由度が高ければ、この部分からの情報は得

られにくい。

Cell心MA-PAA試料でポリアリルアミンに起因した

ケミカルシフトが明瞭に現れているのは、ポリアリ

ルアミンがエポキシ基と反応し分子鎖の運動性が低

下したため、国体高分解龍¥3C-NMRで観測できたと思

われる。自由度の高い分子鎖が多数存在するのであ

れば、液体問Rで計測すれば良いのであるが、今回の

試料は、セルロースを含んでいるので、均一に溶解

することは不可能で、ある。そのため、液体NMRでは計

測できない。ただ、自由鎖と拘束された鎖を持った

試料の微細構造を計測評価するために国体高分解

能13C_陥~を使用することは間違っていない。

改善案のひとつは、セルラーゼ等の酵素を用いて

基材のセルロ…スを加水分解し、グラフト鎖が付い

たそノマーを回収し、溶液NMRで測定して構造を確定

させる方法が考えられる。今の試料は、セルロース:

グラフト部分=10: 1程度の重量比であるので、セ

ルロースからのシグナルが棺対的多くなり、グラフ

ト部分からの情報を少なくしている。この方法であ

れば、グラフト部分を濃縮した計測可能で、あるし、

溶媒を選択すれば、実際の使用状態に近い情報が得

られる。

もうひとつとは、精製したアモルファスセルロー

ス粉末を出発物賓として、実験室レベルで反応、を精

密に行う方法が考えられる。この場合は、実際の反

応状況とは異なるものの、アモルブアスセルロース

に大量に導入することができる。

いずれにしても、グラブト鎖からの情報を引き出

すためには、エポキシ化合物、ポリアリルアミンの

をセルロースと比較して棺対的に増やす必要があ

る。
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