
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
少なくとも繊維表面の分子が、下記一般式［１］で示されるアシル基を置換基として有し
ていることを特徴とする金属キレート形成能を有する繊維。
【化１】
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（式中、Ｒ１ ，Ｒ２ ，Ｒ３ は アルキレン基、ｎは１～４の整数を表わす）
【請求項２】
上記一般式［１］で示されるアシル基の置換位置が、繊維表面の分子の水酸基またはアミ
ノ基である請求項１に記載の金属キレート形成能を有する繊維。
【請求項３】
アシル基の下記式によって計算される置換率が１０重量％以上である請求項１または２に
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記載の金属キレート形成能を有する繊維。
　置換率（重量％）＝［（反応後の繊維重量－反応前の繊維重量）／反応前の
　　　　　　　　　　　　繊維重量］×１００
【請求項４】
請求項１～３のいずれかに記載の金属キレート形成能を有する繊維を使用し、水中の金属
イオンを捕捉することを特徴とする金属イオン捕捉法。
【請求項５】
繊維を構成する分子の反応性官能基に直接、もしくは繊維を構成する分子に他の反応性官
能基を導入した後、該官能基に、下記一般式［２］で示されるポリカルボン酸の酸無水物
を反応させることを特徴とする金属キレート形成能を有する繊維の製法。
【化２】
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（式中、Ｒ１ ，Ｒ２ ，Ｒ３ は アルキレン基、ｎは１～４の整数を表わす）
【請求項６】
前記一般式［２］で示されるポリカルボン酸の酸無水物が、ニトリロ三酢酸無水物、エチ
レンジアミン四酢酸２無水物、ジエチレントリアミン五酢酸２無水物よりなる群から選択
される少なくとも１種である請求項５に記載の製法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、新規な金属キレート形成能を有する繊維およびその製法、並びにこの繊維を用
いた金属イオン捕捉法に関し、このキレート形成能を有する繊維は、例えば水中に微量存
在する金属イオン、特に銅、亜鉛、ニッケル、コバルト等の有害重金属イオンを、低ｐＨ
域においても選択的に効率よく吸着する性能を備えており、工場廃水や飲料水等の浄化な
どに幅広く有効に活用することができる。
【０００２】
【従来の技術】
産業廃水等には様々の有害金属イオンが含まれていることがあり、環境汚染防止の観点か
らそれら有害金属イオンは、廃水処理によって十分に除去することが必要とされている。
またそれらの有害重金属イオンには、重金属等として有効に活用できるものも多く、これ
を分離・回収し２次資源として有効に活用可能にすれば一石二鳥である。
【０００３】
ところで従来より、用廃水中の有害金属イオンの除去あるいは有益金属イオンの捕捉には
イオン交換樹脂が広く利用されているが、低濃度の金属イオンを選択的に吸着し分離する
効果は必ずしも満足し得るものとは言えなかった。
【０００４】
また、重金属イオンとの間でキレートを形成してこれらを選択的に捕捉する性質を持った
キレート樹脂は、金属イオン、特に重金属イオンに対して優れた選択捕捉能を有している
ので、水処理分野での重金属の除去や捕捉などに利用されている。しかしながら、キレー
ト樹脂の大半はイミノジ酢酸骨格を導入したものであってキレート形成能が低く、特に低
ｐＨ域では選択吸着性に欠けるという欠点があった。
【０００５】
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また通常、イオン交換樹脂やキレート形成性樹脂は、ジビニルベンゼン等の架橋剤によっ
て剛直な三次元構造が与えられたビーズ状であり、樹脂内部への金属イオンや再生剤の拡
散速度が遅いため、処理効率にも問題があった。更に、再生せずに使い捨てにするタイプ
のものでは焼却処分が困難であるため、使用済み樹脂を如何に減容化するかも大きな問題
となってくる。
【０００６】
こうしたビーズ状キレート形成樹脂の問題点を解消するものとして、繊維状あるいはシー
ト状のキレート樹脂が提案されている（特開平７－１０９２５号）。この繊維状あるいは
シート状のキレート樹脂は、比表面積が大きく、金属イオンの吸・脱着点となるキレート
性官能基が表面に存在するため、吸・脱着効率が高められ、更には、焼却処分等も容易に
行なえるなど、多くの利点を有している。しかしながら、該繊維状あるいはシート状のキ
レート繊維は、その製造方法が煩雑であり、また電離性放射線を用いた方法を採用しなけ
ればならないため、設備面、安全性、製造コスト等の点で多くの問題があった。
【０００７】
【発明が解決しようとする課題】
本発明は上記の様な従来技術の問題点に着目してなされたものであって、その目的は、簡
単且つ安全な方法で安価に提供することのできる金属キレート形成性繊維およびその製法
、更には該繊維を利用した金属イオンの捕捉法を提供しようとするものである。
【０００８】
【課題を解決するための手段】
上記課題を解決することのできた本発明の金属キレート形成能を有する繊維とは、少なく
とも繊維表面の分子が、下記一般式［１］で示されるアシル基を置換基として有している
ところにその特徴が存在する。
【０００９】
【化３】
　
　
　
　
　
　
　
　
【００１０】
（式中、Ｒ１ ，Ｒ２ ，Ｒ３ は炭素数１～３のアルキレン基、ｎは１～４の整数を表わす）
【００１１】
上記発明において、繊維を構成する分子中の反応性官能基として最も代表的なのは、水酸
基またはアミノ基であり、また上記発明を実施するに当たっては、前記アシル基の下記式
によって計算される置換率を１０重量％以上とすることによって、金属イオン捕捉性能の
より優れた金属キレート形成性繊維とすることができる。
置換率（重量％）＝［（反応後の繊維重量－反応前の繊維重量）／反応前の繊維重量］×
１００
【００１２】
また本発明に係る金属イオンの捕捉法とは、金属キレート形成能を有する上記の繊維を使
用し、水中の金属イオン（有害重金属イオンや有益金属イオン）を捕捉するところに要旨
がある。また本発明に係る製法は、上記金属キレート形成能を有する繊維を簡単な方法で
効率よく製造することのできる方法を提供するものであって、繊維を構成する分子の反応
性官能基に直接、もしくは繊維を構成する分子に他の反応性官能基を導入した後、該官能
基に、下記一般式［２］で示されるポリカルボン酸の酸無水物を反応させるところにその
特徴が存在する。
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【００１３】
【化４】
　
　
　
　
　
　
　
　
　
【００１４】
（式中、Ｒ１ ，Ｒ２ ，Ｒ３ は炭素数１～３のアルキレン基、ｎは１～４の整数を表わす）
【００１５】
この方法を実施する際に用いられる好ましいポリカルボン酸の酸無水物としては、ニトリ
ロ三酢酸無水物、エチレンジアミン四酢酸２無水物、ジエチレントリアミン五酢酸２無水
物が例示され、これらは単独で使用し得る他、必要により２種以上を併用することが可能
である。
【００１６】
【発明の実施の形態】
本発明において金属キレート生成能を有する繊維は、その表面の分子が、前記一般式［１
］で示されるアシル基を置換基として有しており、該アシル基は、その中に存在する窒素
やカルボン酸が銅、亜鉛、ニッケル、コバルト等の重金属イオンに対して優れた選択吸着
性を有しており、且つ該選択吸着活性基が繊維表面に露出しているので、この繊維は該ア
シル基の存在によって優れた金属イオン選択吸着活性を発揮する。
【００１７】
上記アシル基が導入される反応性官能基としては、前記一般式［２］で示されるポリカル
ボン酸の酸無水物との反応活性を有する様々の官能基、例えば水酸基、アミノ基、イミノ
基、チオール基、グリシジル基、イソシアネート基、アジリジニル基などが例示され、ま
たこれら反応性官能基を有する繊維の種類は特に制限されず、綿、麻などを始めとする種
々の植物性繊維；絹、毛などを始めとする種々の動物性繊維；ポリアミド、アクリル、ポ
リエステルなどの各種合成繊維；ビスコース、アセテート等の再生繊維等が全て包含され
る。これらの繊維は、殆んどの場合その構成分子中に水酸基やアミノ基などの反応性官能
基を有しているので、それらの官能基をそのまま利用すればよいが、繊維分子中に前述し
た様な反応性官能基が存在しない場合は、酸化など任意の手段で他の反応性官能基を導入
し、必要によっては元々存在する反応性官能基を更に活性の高い官能基に誘導してから利
用することも可能である。
【００１８】
ここで用いられる繊維の性状にも特に制限がなく、長繊維のマルチフィラメント、短繊維
の紡績糸、あるいはこれらを織物状や編物状に製織若しくは製編した布帛、更には不織布
であってもよく、２種以上の繊維を複合もしくは混紡した繊維や織・編物を使用すること
も勿論有効である。また木材パルプや紙、更には木材片や木材チップ、薄板などを使用す
ることも可能である。
【００１９】
そして分子中に上記反応性官能基を有する上記の繊維に、前記一般式［２］で示されるポ
リカルボン酸の酸無水物を反応させると、該繊維分子中に前記一般式［１］で示されるア
シル基がペンダント状に導入されるが、該アシル基中のカルボン酸は重金属イオンとのキ
レート反応性が非常に高く、従って該アシル基の導入された繊維を用いて重金属イオンを
含む用廃水を処理すると、その中に含まれる重金属イオン等は効率よく金属キレートを形
成して捕捉される。
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【００２０】
上記一般式［１］で示されるアシル基の導入に用いられる、前記一般式［２］で示される
ポリカルボン酸酸無水物の好ましい具体例としては、ニトリロ三酢酸・無水物（ＮＴＡ無
水物）、エチレンジアミン四酢酸・二無水物（ＥＤＴＡ・二無水物）、エチレンジアミン
四酢酸・一無水物（ＥＤＴＡ・一無水物）、ジエチレントリアミン五酢酸・二無水物（Ｄ
ＴＰＡ・二無水物）、ジエチレントリアミン五酢酸・一無水物（ＤＴＰＡ・一無水物）等
が例示されるが、中でも特に好ましいのは、ＮＴＡ無水物、ＥＤＴＡ・二無水物、ＤＴＰ
Ａ・二無水物である。
【００２１】
そして、これらの酸無水物と、分子中に反応性官能基を有する前記繊維とを、Ｎ，Ｎ’－
ジメチルホルムアミドやジメチルスルホキシド等の極性溶媒中で、例えば６０～１００℃
程度で３０分～数時間程度反応させると、酸無水物基が繊維分子中の反応性官能基（例え
ば水酸基やアミノ基など）と反応して結合し、前記一般式［１］で示されるアシル基がペ
ンダント状に導入され、金属イオンに対して選択的吸着性に優れた繊維を得ることができ
る。
【００２２】
繊維を構成する分子中に反応性官能基が存在しない場合は、該繊維を酸化、グラフト重合
など任意の手段で反応性官能基を導入してから、前記ポリカルボン酸の無水物を反応させ
ればよく、また反応性官能基が存在する場合でも、上記ポリカルボン酸の無水物との反応
性が低い場合は、反応性の高い反応性官能基を導入してから前記ポリカルボン酸無水物と
反応させることも有効である。
【００２３】
かくして得られる金属キレート形成能を有する繊維における、上記アシル基の導入量は、
上記導入反応に使用する上記ポリカルボン酸無水物の使用量や反応条件等によって任意に
調整することができるが、十分な重金属捕捉能を与えるには、前記式によって計算される
ポリカルボン酸無水物の置換率を１０重量％以上、より好ましくは２０重量％以上にする
ことが望ましい。置換率の上限は特に制限されないが、置換率が高くなりすぎると、繊維
の結晶性が高くなって脆弱になる傾向が現れてくるので、経済性なども考慮して１００重
量％程度以下、より一般的には５０重量％程度以下に抑えるのがよい。但し、繊維分子中
の反応性官能基の種類や導入量によっては、１００～２００重量％といった高レベルの置
換率を与えることも可能であり、その様に置換率が非常に高く、従って金属イオン捕捉性
能の著しく高められた繊維も、用途によっては極めて有用となる。
【００２４】
上記アシル基の導入反応を、綿あるいは絹とエチレンジアミン四酢酸・二無水物との反応
を例にとって模式的に示すと、下記の通りである。
（綿の場合）
【００２５】
【化５】
　
　
　
　
　
　
　
　
（絹の場合）
【００２６】
【化６】
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【００２７】
尚上記では、繊維分子中の水酸基またはアミノ基に前記ポリカルボン酸無水物を反応させ
た場合を代表的に示したが、＝ＮＨ，－ＳＨその他の反応性官能基を利用して前記アシル
基を導入する場合も、同様に考えればよい。
【００２８】
かくして本発明によれば、繊維分子中に前記一般式［１］で示されるアシル基を導入する
ことによって、後記実施例でも明らかにする如く、中性付近はもとより低ｐＨ域において
も、また金属イオン濃度の低い被処理水に適用した場合でも、優れた重金属イオン選択吸
着活性を示し、優れた捕捉効果を得ることができる。
【００２９】
また、本発明の金属キレート形成能を有する繊維によって吸着・捕捉された金属は、たと
えば塩酸や硫酸等の強酸水溶液で処理すると、前記アシル基中のカルボキシル基から簡単
に離脱するので、こうした特性を利用すれば容易に再生することができ、必要によっては
再生液から金属を有価金属として回収することも可能となる。
【００３０】
本発明にかかる上記金属キレート形成性繊維を用いた捕捉対象となる金属としては、銅、
ニッケル、コバルト、亜鉛、カルシウム、マグネシウム、鉄など、または希土類元素であ
るスカンジウム、イットリウム、およびランタノイド系に属するランタン、セリウム、プ
ラセオジム、ネオジム、サマリウム、ユウロピウム、ガドリウム、ジスプロシウム、ホル
ミウム、エルビウム、イッテルビウムなど、更には放射性元素であるテクネチウム、プロ
メチウム、フランシウム、ラジウム、ウラン、プルトニウム、セシウムなどが例示される
。
【００３１】
従ってこの金属キレート形成性繊維は、様々の液状物質の精製（例えば過酸化水素水の精
製、界面活性剤含有物質の精製、純水の製造、日本酒などの品質安定化、水溶性染料浴の
精製など）、各種液体からの金属の除去または捕捉・回収（例えば、繊維製錬排水の如き
各種排水からの有害金属の除去、排水や各種反応液、海水等からの有価金属の捕捉回収、
より具体的には、化学銅めっき浴からの錫の回収・精製、各種排水からの重金属の除去あ
るいは分離・回収、天然水からのレアメタル等の分離あるいは捕捉、鉱石処理水からの有
価金属の分離・回収、精製など）に幅広く有効に活用することができる。更に本発明繊維
の他の利用形態として、該繊維に触媒活性を有する金属、例えば鉄などを捕捉させ、レド
ックス試薬（ＮＯ x  やＳＯ x  等の除去触媒など）として利用したり、あるいは銅、銀、ニ
ッケル等の抗菌性もしくは殺菌性金属を捕捉させた抗菌もしくは殺菌性繊維として利用す
ることも可能となる。
【００３２】
【実施例】
次に実施例を挙げて本発明をより具体的に説明するが、本発明はもとより下記実施例によ
って制限を受けるものではなく、前・後記の趣旨に適合し得る範囲で適当に変更を加えて
実施することも可能であり、それらは全て本発明の技術的範囲に包含される。
【００３３】
実施例１
（綿－ＥＤＴＡ型キレート形成能を有する繊維の製造）
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エチレンジアミン四酢酸・２無水物３５．３ｇを、Ｎ，Ｎ－ジメチルホルムアミド２００
ｍｌに８０℃で加熱溶解した溶液に、綿布（未晒しの綿ニット）０．４ｇを浸漬し、８０
℃で６時間加熱処理する。次いで、該綿布を蒸留水５００ｍｌに浸漬し、アンモニア水を
用いてｐＨを約１０に調整してから３時間攪拌することにより、未反応のエチレンジアミ
ン四酢酸を溶解除去する。その後、綿布を０．１規定の硫酸水溶液５００ｍｌに浸漬して
３時間攪拌した後、蒸留水を用いて洗浄液が中性になるまで洗浄を繰り返し、６０℃で５
時間乾燥することにより、綿－ＥＤＴＡ型キレート形成能を有する繊維０．５４ｇ（置換
率：３５重量％）を得た。
【００３４】
得られた綿－ＥＤＴＡ型キレート形成能を有する繊維０．０５ｇを、夫々約１ミリモル／
リットル濃度の銅、亜鉛、ニッケルおよびコバルトを含有し、ｐＨを１～７に調整した希
硫酸水溶液５０ｍｌに添加し、２０℃で２０時間撹拌した後の各金属イオンの吸着量を調
べた。結果は図１に示す通りであり、銅、亜鉛、ニッケル、コバルトのいずれの金属イオ
ンに対しても優れた捕捉効果を示し、且つ中性付近はもとより低ｐＨ域においても高い吸
着活性を示すことが分かる。また図１からも分かる様に、金属イオンの種類によっても吸
着活性はかなり変わってくるので、該吸着活性の差を積極的に活用し、例えば最初に最も
吸着活性の高い銅を選択的に捕捉し、その後ニッケル、亜鉛、コバルトを順次捕捉するこ
とにより、溶存金属イオンを吸着活性の高い順に選別して分別することも可能となる。
【００３５】
実施例２
（綿－ＮＴＡ型キレート形成能を有する繊維の製造）
上記実施例において、エチレンジアミン四酢酸・２無水物に代えてニトリロ三酢酸・無水
物３５．３ｇを使用し、綿布（未晒しの綿ニット）０．４ｇを使用した以外は実施例１と
同様にして、綿－ＮＴＡ型キレート形成能を有する繊維０．５１ｇ（置換率：２８重量％
）を製造した。また、得られた綿－ＮＴＡ型キレート形成能を有する繊維を用いて同様の
吸着実験を行なったところ、図２に示す結果を得た。
【００３６】
比較例１
前記実施例１で採用した吸着実験において、キレート形成性樹脂として、ビーズ状のスチ
レン－イミノジ酢酸系キレート樹脂（三菱化学社製「ダイヤイオンＣＲ１１」）を使用し
た以外は上記と同様にして吸着実験を行なった。結果は図３に示す通りであり、銅イオン
についてはｐＨ２程度でも吸着できるが、ニッケル、亜鉛、コバルトについてはｐＨ３～
４以上でなければ吸着されず、ｐＨ依存性が強いことが分かる。
【００３７】
実施例３
前記実施例１で得た綿－ＥＤＴＡ型キレート形成性繊維と、比較例１で用いたのと同じビ
ーズ状スチレン－イミノジ酢酸系キレート樹脂を、それぞれ直径１０ｍｍのガラスカラム
内に各４ｇ充填し、各カラムに１０ｍｍｏｌ／リットルの硫酸銅水溶液をＳＶ＝１０ｈｒ
- 1の流速で流し、流出液の銅イオン濃度を測定することによって破過曲線を求めた。
【００３８】
結果は図４に示す通りであり、ビーズ状キレート樹脂を用いた場合は、銅イオンがビーズ
状樹脂に十分捕捉されないうちに流出してしまうのに対し、本発明のキレート繊維を使用
すると、キレート繊維の金属捕捉能が飽和するまではほぼ完全な金属捕捉能を発揮してお
り、これらの結果からも、本発明のキレート繊維は卓越した金属イオン捕捉能を有してい
ることを確認できる。
【００３９】
【発明の効果】
本発明の金属キレート形成能を有する繊維は、従来のキレート樹脂に比べてｐＨ依存性が
少なく、低ｐＨ域においてまた金属イオン濃度の低い被処理水に対しても優れた吸着活性
を示し、かつ金属イオンに対する選択吸着活性にも優れているので、従来のイオン交換樹
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脂やキレート樹脂では不十分であった用廃水からの金属イオンの除去を効率よく行なうこ
とができ、高い浄化効果を得ることができ、あるいは各種処理液からの有益金属の捕捉回
収や精製にも有効に活用できる。
【００４０】
特に本発明では、金属捕捉能を有するキレート形成骨格が繊維分子表面に化学的に結合し
た状態で存在しており、金属イオンに対して効率よく接触するので、従来のビーズ状キレ
ート形成性樹脂に比ベて格段に優れた吸着・洗浄・溶離速度を得ることができる。また性
状が繊維状であるので、非再生の使い捨てで利用する場合も焼却処理が容易であり、充填
密度を調整することによって圧力損失を任意に調整することができ、更には、不織布状や
布帛状としカートリッジ方式とすれば、交換その他の作業性も高めることが可能となる。
また本発明の方法によれば、電離性放射線等の特別の装置を使用せずとも、極性溶媒中で
の加熱処理といった極く簡単且つ安全な方法で安価に高性能のものを得ることができるの
で、極めて実用的である。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明に係る金属キレート形成能を有する繊維を用いた吸着実験結果を示すグラ
フである。
【図２】本発明に係る他の金属キレート形成能を有する繊維を用いた吸着実験結果を示す
グラフである。
【図３】従来のビーズ状金属キレート形成能を有する樹脂を用いた吸着実験結果を示すグ
ラフである。
【図４】本発明のキレート形成性繊維と従来のビーズ状キレート形成性樹脂を用いた銅イ
オンの吸着破過曲線を対比して示すグラフである。
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【 図 ３ 】 【 図 ４ 】
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