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「 特定分子・イオン「視える化」用素材の研究科発と応用探索 」 
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１．はじめに 

特定の分子やイオンの存在の有無および存在した場合にはその量を，迅速かつ正確に知りたい

という要望は，環境分野だけでなく，製造，食品，福祉，医療など様々な分野で切望されている．

精密定量分析については，最終的に煩雑な前処理を行った後にガスクロマトグラフィや質量分析

などで分析することが必要不可欠となるが，存在の有無およびおおよその量を迅速にもしくはリ

アルタイムで知るためには，高速応答する検知材料が必要となる．そのひとつとして知られてい

るデバイスが既存のセンサー（半導体センサー，電気化学センサー）であるが，多くの場合検知

対象に対する特異性を付加することが困難であると共に，電気信号特に抵抗や電気容量の変化を

利用することが多いため，超高感度化は装置開発によるところが大きい．また，環境，食品，福

祉，医療などをはじめとする分野では，多くの場合高い湿度下での高感度検知が必要となるが，

既存のセンサーの多くは湿度下での高感度応答を不得手とする．これらの課題を解決するために

国内外の多くの研究者ならびに研究グループで超高速，超高感度かつ高分子選択性で環境に依存

しない応答を示す半導体センサーの研究開発が進められているが，特に分子選択性の付与という

問題点が解決できていないのが現状である． 

研究代表者の研究グループでは，特定の分子を大気中から選択的に吸着すると共に，吸着分子

に応じた材料の色調や発光特性の変化を示す材料の開発を進めてきた．その中でイオン交換性層

状無機化合物の層間に環境に応答することが知られている色素を複合化することにより作製でき

る複合体が，相対湿度の変化や，高湿度下であってもアンモニア，アミン類，NOx，芳香族など

を色調や発光特性変化により定量的に検知できることを示してきた．さらにこのような複合体の

色調変化は，水溶液中であっても観測できることから，これらの材料は大気中のみならず水溶液

中の特定分子の検知にも利用可能である．さらに最近では，迅速検知法が少ない水溶液中の陰イ

オン種を発光特性変化により検知できる可能性がある希土類含有層状複水酸化物も発見している． 

このようなイオン交換性層状無機化合物と機能性化合物との複合体による分子検知・分子認識

に関する研究は，世界各国で古くから行われており，近年我が国でも盛んに研究が進められてい

る分野である．このように世界中で精力的に研究が進められているにもかかわらず，半導体セン

サーのようにデバイスに実装された素材はない． 

そこで本研究会では，既存のセンサー（半導体センサー，電気化学センサーや比色・比蛍光分

析）が不得手とする“水分子存在環境（湿潤大気や水中）”における特定有害分子やイオンを検知

可能にするセンサーデバイスの創出を目指し，イオン交換性層状無機化合物の一種であり，研究

代表者らがこれまで扱ってきた層状複水酸化物（LDH）と色素分子からなる「視える化」素材の

研究開発を進めるとともに，中四国の環境・医療分野で分析や分析機器の開発・製造・販売を行

っている企業のニーズ開拓を行うことを目的とした． 

２.概要 

本研究会では，島根大学と米子工業高等専門学校，産業界から堀江化工(株)の三者が協力して，

大気中並びに水溶液中の分子やイオンを「視える化」できる素材の開発を進めてきた．その成果

として，[1]高湿度下でアンモニアや酸性ガス検知能を有する層状複水酸化物（LDH）/ブタンスル

ホン酸（C4S）/フルオロセイン色素（URA）複合体を含む膜材料，[2]トルエンを検知できる可能

性をもつ LDH の層間にピレン誘導体を有する透明膜，[3]水中の pH を定量的高感度で検知できる

αリン酸ジルコニウムの層間にポルフィリンを有する透明膜，[4]水中の銅(I)イオンを色調変化に

より検知可能なビシンコニン酸と C4S を層間に有する LDH，[5]水中のホウ酸イオンを発光検知

可能なクロモトロープ酸と C4S を層間に有する LDH の作製と評価に成功した．これに加えて



[6]LDH/C4S/URA 粉末の大量製造法の確立の目途がつきつつある． 

３.研究成果および今後の課題 

【島根大学】 島根大学の研究グループでは，

[1]LDH の層間にフルオロセイン色素（URA）

とブタンスルホン酸（C4S）を複合化した素材

を含む高分子膜の創製と機能評価，[2]LDH 透

明薄膜の創製とピレン誘導体の複合化と芳香

族検知能評価と，[3]αリン酸ジルコニウム（α

ZrP）の層間にポルフィリン誘導体とブチルア

ミンを複合化した透明薄膜の pH 応答機能評

価に関する研究開発を進めてきた．[1]では某

企業より提供を受けた高分子膜中の LDH へ

の URA および C4S の複合化法の確立を目指

した研究を進めた．その結果，EtOH-酢酸水溶

液処理で LDH の層間の陰イオンを酢酸イオ

ンに変換後，EtOH 中で URA と C4S を目的量

反応させることで，目的の膜の作製が可能であることを明らかにした．この膜への水吸着量の相

対湿度依存性を図 1 に示す．この結果は粉末試料の傾向と一致したことから，性能に膜化が与え

る影響は少ないと考えられた．しかし一方で，水分子の吸着平衡までの時間が長時間化している

様子が伺えたことから，膜化では応答性の改善が必要であることが示唆された．また，この膜に

関しては，大気中の分子検知のみならず液体（MeOH，EtOH，Acetone，NH3 水）へ浸漬した場合

についても調査した．その結果，膜化により溶液中の分子検知に対しても適用できる可能性を示

すことができた．検知感度の向上と検知可能分子種の拡充が必要不可欠となる． 

分子間相互作用の有無や強度により発光色調が大きく変化することが知られているピレン誘導

体を層間に保持した LDH 粉末試料および透明膜の作製に成功した．この粉末をトルエンと作用さ

せた場合，ピレン誘導体同士の分子間相互作用が弱まり，長波長側の発光が消失し，短波長側の

発光のみとなるという大きな変化が観測された．これはこの複合体がトルエン検知材料として応

用できる可能性を示唆するものであるが一方で，透明薄膜では図 2 に示すように長波長側の発光

が消失するほど大きな変化は観測されなかった．また，色調変化が少なく肉眼で確認するにはい

たらなかった．主な原因としてはピレン誘導体の導入量が少ないことが挙げられるが，色調変化

の度合いもことなることから，層間でのピレンの状態や吸着されたトルエンとの相互作用が異な

る可能性も示唆される．また，短波長側の発光（340 nm）と長波長側の発光（450 nm）の強度比
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図 1. 水吸着量の相対湿度依存性． 

図 2. LDH 膜中のピレン誘導体の発光スペクトル． 
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図 3. ピレン誘導体の発光強度比のトルエン含量依存

性． 



のトルエン含量依存性が非

線形的な依存性を示したこ

とから（図 3），この系を用

いたトルエンの定量を実現

するためには今後，系の工

夫・改良が必要であること

が明らかとなった．  

LDHではなく化学的な安

定性が非常に高いαZrP の

透明薄膜中のポルフィリン

が，酸性領域において浸漬

水溶液の pH に依存した色

調変化を示すことを明らか

にした（図 4）．このような

酸性領域での pH 応答性に関しては LDH が酸溶解するため LDH 系では実現できない．様々な塩

酸濃度で吸収スペクトル測定を行った結果を図 5 に示す．この結果から 3 mmol/L から 5 mmol/L

の間で色調が劇的に変化することがわかる．この結果は，この材料が pH = 3 から 4 の間で利用可

能であることが明らかである．しかしこの材料は，可逆性がなく繰り返し利用については難しい． 

【米子工業高等専門学校】 米子工業高等専門学校

の研究グループでは，LDH の層間にキレート色素を

複合化することで，水中のイオンの存在を色調や発

光特性の変化により「視える化」できる素材の研究

開発を進めた．本研究では，[1]銅(I)イオンおよび[2]

ホウ酸イオンを検知対象イオンとした．銅(I)イオン

については，タンパク質の定量方法としての利用の

可能性が考えられる．またホウ酸イオンに関しては，

過剰摂取により生殖異常が誘発されることが知られ

ており，環境水や排水中のリアルタイム検知が求め

られている．銅(I)イオンの比色剤として用いられる

ビシンコニン酸（BCA）を LDH の層間に複合化して

得られた粉末試料に様々な量の銅(I)イオンを反応さ

せた場合の試料の色調変化と拡散反射スペクトルを

図 5 に示す．図から明らかなようにこの試料は，銅(I)

イオンが吸着することにより薄黄色から濃緑色に変

化することが明らかとなった．通常BCA2分子が銅(I)

イオン 1 個を捕捉し，赤紫色を呈することが知られ

ているが，今回の材料の色調変化はその場合と大き

く異なった．この原因はまだ明確になっていないが，

おそらく BCA1 分子と銅(I)イオン 1 個が相互作用し

た結果と考えれる．図から明らかなとおり，この材

料では，銅(I)イオンの吸着量に対する色調変化の度

合いが明確ではないことから，「視える化」は可能な

ものの定量評価は難しい．そこで LDH の層間に BCA

と共に C4S を導入した粉末材料を作製した．この作

製した粉末材料に様々な量の銅(I)イオンを反応させ

た．その結果を図 7 に示す．図から明らかなように，

図 6. LDH の層間に取り込まれた BCA の拡散

反射スペクトルの銅(I)イオン吸着量依存性．そ

の時の色調変化写真． 

図 7. LDH の層間に C4S と共に取り込まれた

BCA の拡散反射スペクトルの銅(I)イオン吸着

量依存性．その時の色調変化写真． 

図 4. ポルフィリンを複合化し

たαZrP と塩酸浸漬前後の色

調変化の様子． 

図 5. 膜中のポルフィリンの吸収スペクト

ルの塩酸濃度による変化． 



この材料は BCA2 分子が銅(I)イオン 1 個を捕捉した場合の色調と同じ色調を示すことが明らかと

なった．これは層間に C4S を共存させることにより，層間に銅(I)イオンが十分拡散できるととも

に，BCA2 分子が銅(I)イオンを捕捉できる空間が確保できている今年示唆するものである．定量

性については，今後の課題であるが，この系では銅(I)イオンの吸着量の増加と共に色の濃さが増

していることは間違いない．したがって，定量化の確保も今後可能になると容易に想像できる．

今回の実験では得られた試料が粉末であることから，デバイス化には膜化等が必要となる．今後

はこの問題点を解決する必要があろうと考えている．なお，一つの解決法としては，島根大学の

研究グループ用いている高分子膜を用いることが考えられる．今後，本課題解決に向けた研究を

進行させる予定である． 

水中のホウ素の「視える化」に

ついては，ホウ素の比蛍光検知に

用いられるクロモトロープ酸

（CTA）を用いた．CTA はホウ酸

と相互作用して紫外領域に蛍光発

光を示すことが知られている．そ

こで本研究では，LDH の層間に

CTA と C4S を複合化した材料を作

製した．図 8 に，LDH 層間の CTA

のホウ素添加前後の 3 次元蛍光マ

ップを示す．この材料にホウ素溶

液を添加すると，約 400 nm 付近に

発光が観測されるようになること

が明らかとなった．この結果は，

この材料がホウ素を検知できる粉末材料であることを示唆するものである．今後反応させるホウ

酸溶液の濃度変化に伴う発光特性変化を明らかにし，この材料のホウ酸検知の定量性を明らかに

していく必要がある．また，現時点では発光波長が 400 nm と近紫外領域にあり肉眼での観測が難

しいことから，可視光化が必要である． 

【堀江化工】 島根大学の研究グループが研究開発・デバイス化を目指す LDH/C4S/URA 複合粉

末の大量供給に向けた製造方法の確立について調査を進めた．その結果，ラボスケールの 10 倍量

の製造については，酢酸イオン型 LDH の合成が律速段階になることがわかり，今後さらに工程の

最適化を進めていく予定である． 

４．おわりに 

ここまで述べたとおり参画した各機関がそれぞれ今後の実用化に向けた有用な研究成果を得る

ことができた．これらの研究開発に加えて，目的として挙げたとおり，貴財団ならびに中国経済

産業局の援助の下，中四国の環境医療分野で分析や分析機器の開発・製造・販売を行っている数

社に上記の技術について紹介する機会を頂いた．その結果，いくつかの会社にて本研究会で目指

す様々な環境中の分子やイオンの「視える化」のニーズが高いことを再認識したと共に，具体的

なニーズについても情報を得ることができた．今後は上記の研究のさらなる推進に加えて，ニー

ズ調査により明らかとなった具体的なニーズを満たすことのできる材料開発を新たに始めたいと

考えている． 

５．本研究の今後の計画 

前項４．に述べたとおり，今後は本報告書で報告したいくつかの材料の実用化に向けた研究を

進めていくと共に，今回のニーズ調査で得た具体的なターゲット分子やイオンを「視える化」で

きる素材の研究開発を進めていく予定である． 

６．その他 

（１）出願特許（タイトル・出願番号・発明者・特許権者など） 

図 8. LDH の層間に C4S と共に取り込まれた CTA の 3 次元蛍光マ

ッピング． 
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