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Fourier Transform Infrared Spectrometer
フーリエ変換赤外分光光度計

Palmtop Raman Spectrometer
パームトップラマン分光光度計

ラマン測定を、手の中に。

FT/IR-4X は、小型の筐体でありながら堅牢性を誇り、性能、機能、拡張性はリサー
チグレードクラスであり、高分解、高S/N、高感度検出器、測定波数拡張、マルチチャ
ンネル顕微鏡、ラピッドスキャンに対応しています。試料室は大型装置と変わら
ない幅 200 mm あり、サードパーティー製を含む大型付属品も使用できます。

リサーチグレードでありながら、
ダウンサイジングを追求

PR-1s/PR-1w は、手のひらに収まる超小型ラマン分光光度計です。測

定波数範囲とレーザー出力の異なる２つのモデルをラインアップして

います。測定対象の自由度が高く、専用試料室やバイアルホルダーも

用意しており、シンプルで手軽なラマン測定を実現します。

ATR に取付けて FTIR との複合分析

究極の FTIR＋次世代ラマンが生み出す
分光分析の新境地

異物の定性分析に効果的な FTIR とラマン分光光度

計の複合分析が、低価格でコンパクトになりました。

赤外・ラマン測定ともに前処理は不要で、試料を動

かさずに簡単な操作で測定手法の切換えが可能です。

Fourier Transform Infrared Spectrometer

チグレードクラスであり、高分解、高S/N、高感度検出器、測定波数拡張、マルチチャ
ンネル顕微鏡、ラピッドスキャンに対応しています。試料室は大型装置と変わら
ない幅 200 mm あり、サードパーティー製を含む大型付属品も使用できます。

究極の FTIR＋次世代ラマンが生み出す

Palmtop Raman Spectrometer

New

New

日本分光HP日本分光の最新情報はこちらから

https://www.jasco.co.jp

2023    2/1（水）▶3（金）
グランキューブ大阪 （大阪府立国際会議場）

日本分光ブース：I-03

■新技術説明会
【LC & LC/MS】参考書では教えてくれないノウハウ～ベースラインドリフト発生時の対処法～
【FTIR・ラマン】今日から使える分析テクニック～顕微分析の測定・解析手法を一挙公開 ! ～
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http://www.shibayama.co.jp


A3A3A4

大阪支店／
〒573-0094 大阪府枚方市南中振1-16-27
TEL: 072-835-1881　FAX: 072-835-1880

東京本社／
〒103-0014 東京都中央区日本橋蛎殻町1-14-10
TEL: 03-3666-2561　FAX: 03-3666-2658http://www.stjapan.co.jp

輸入総販売元

ESIイオン源一体型
マイクロチップ・キャピラリ電気泳動装置

ZipChipTM

ZipChipTMの特徴
●迅速な分析時間（ほとんどの分析時間は２～３分）
●高感度・高安定のナノレベルスプレー
●少ない試料消費（ピコグラム～ナノグラム）
●オンラインの脱塩により、サンプル調整が最小限

アプリ別に便利な分析キットが用意されています。
●ペプチド用　　●インタクトタンパク質用
●ネイティブタンパク質用　
●代謝物（アミノ酸）用　　●オリゴ核酸用

下記メーカーの質量分析計でご使用いただけます。
●ThermoFisher Scientifi c社
●Bruker社　　●SCIEX社　
（対応モデル名・型式につきましては別途ご照会ください。）

ZipChipTMプラットフォームは、キャピラリ電気泳動（CE）とエ
レクトロスプレーイオン化（ESI）を一つのマイクロ流体チップ
に統合し質量分析計にスプレーするシステムです。

広範囲の生体試料の調整、分離、イオン化を迅速に行い試料
を質量分析計へ直接導入可能です。

CE/ESIチップはユニット内にクリップで装着するだけです。
分析時間は通常３分程度で完了し、ほとんどのLCよりも短時
間でより良い分離品質を得ることができます。

シンプルなワークフローと複数のキットオプションにより、
多数のバイオセラピー、メタボローム、およびプロテオミクスの
アプリケーションをサポートします。

お使いのMSが高速CE-ESI/MSになります！
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新年おめでとうございます．昨年は BA5 の蔓延により，ウイズコロナの状況は

依然として収束とは言えない状況でした．しかしそのような中でも，茨城大学での

分析化学討論会，岡山大学での分析化学年会は，実行委員会の皆様方の大変なご努

力により，久しぶりの対面での開催であったことは，会員にとって大きな励みであ

りました．本部・支部の休止していた様々な活動も，コロナ禍で培ったオンライン

もうまく活用しながら，活発に再開されることを切に願っております．

本年度は会長の交代の年でもあり，この 2 年間を振り返り，これまでの取り組

みと課題について考えてみたいと思います．学会として一番大きな問題は，会員の

減少に歯止めがかからないことがあります．まだ本会が 9000 名の会員だった時代

感覚での学会運営から脱却を諮るために，2019 年 12 月に（故）内山会長のもと

で岡田前会長を中心とするタスクフォースが立ち上がり，その答申に従って会員数

3000 名でも運営可能となる学会改革を行って参りました．具体的には，1）職員

人件費の大幅削減，2）ぶんせき誌の電子化，3）Analytical Sciences 誌の Springer 

Nature 社への外部委託，4）X-ray Structure Analysis Online の廃止，5）学術誌出版関

係の㈱双文社印刷への一元化，6）アトラス社の新システムを利用した年会・討論

会の自主運営と会員管理の連動化，7）新会員管理システムによる会費徴収などが

上げられます．人件費の削減には，徹底した本部業務のスリム化が必要でした．こ

の改革のために会員の皆様にも様々なご負担をお願いし，ご理解頂いたことを会長

として感謝致します．一方でぶんせき誌の冊子体配送の停止に伴い，気軽に会報を

読めなくなった等の不満の声も頂きました．現在，デジタルトランスフォーメー

ション（DX）が進む中で，企業や大学では既にペーパーレス化が加速しています．

我々会員もこの DX の波に乗り遅れず，普段から学会マイページを利用した情報収

集，会報や本学会の学術誌を閲覧する習慣を身につけて頂きたいと思います．本学

会の残された課題として，1）本部の少人数組織体制の確立，2）新会員管理シス

テム運用の効率化，3）DX に向けた各種規定の見直し，があります．

会員減少の歯止めとなる取り組みとして，企業会員にも魅力的な学会となるよう

産官学連携の促進に加え，退職を迎える会員の 69 歳までの会費の一括支払いで，

恒久的な会員に就任できる「シニア会員」制度の早期導入の検討を進めています．

また会長就任中に女性理事メンバーを増員しましたが，今後，女性に限らず，人

種，国籍，年齢に捉われない多様なバックグラウンドを持つ理事を受け入れること

が，学会の発展に多大なる恩恵をもたらすと考えています．

昨年も申し上げましたが，より積極的に会員の皆さんが参加したいと思う学会を

築くことが会長の最大の使命です．絶え間なく困難な状況は続きます．しかしなお

学会改革を緩めること無く継承し，歴史ある日本分析化学会の存続のために，会員

の皆様，理事会構成員，および事務局の皆様のご理解とご協力を，どうぞ宜しくお

願い致します．

〔Takashi Hayashita，上智大学理工学部，日本分析化学会会長〕

学会改革の継承を期待して

早　下　 隆　士
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この度，2023 年の入門講座として「分離技術：原理か

ら最新技術まで」を企画いたしました．

近年，分析技術は高精度化・高感度化が求められ，一方

で分析対象物は高精密化・高機能化に伴い複雑化しており

ます．複雑な分析対象物から有用な情報を得るためには，

分離技術は無くてはならない技術であり，日々多くの分析

化学者に活用されております．しかしながら，装置のブ

ラックボックス化により，分離技術の原理まで深く理解せ

ずともそれを使用できる場合が多くなってきております．

本入門講座では，分離技術の中から 11 個のテーマを取

り上げ，その原理と，活用事例や最新技術についてご執筆

いただきました．分析化学者が普段何気なく活用している

分離技術を改めて深く理解していただくことで，さらなる

活用のきっかけとなれば幸いです．

〔「ぶんせき」編集委員会〕

1　は じ め に

溶媒抽出法は，古くから研究されてきた非常に古典的

な分離手法である．しかしながらいくつもの魅力的な利

点があるので，今なお多くの研究が活発に進められてい

る．すなわち，①主に錯体生成などの溶液中の化学反応

に基づいた分離法なので，クロマトグラフィーと異なり

特別な実験装置を必要としない．pH メーターと横揺れ

振とう機，ホールピペットがあれば，すぐに実験が始め

られる．②分離のための実験変数が多いので，例えば化

学的性質の似た複数の共存成分が高濃度で存在する廃液

中から少量の目的成分を分離濃縮する（システムを開発

する）といった場面では，最適の分離法である．③理想

的に抽出平衡が成り立っていれば「Slope analysis」に

よって抽出機構を解析でき，抽出機構を化学式で明確に

表現することが出来る．④溶液化学・錯体化学のような

基礎化学的アプローチからレアメタルを資源回収するた

めの分離技術開発研究に至るまで，研究対象になる門戸

ならびに成果の応用範囲が広い，などの特長が挙げられ

る．

ここでは金属イオンをキレート錯体として抽出する際

の解析方法である「Slope analysis」と溶媒抽出の実験操

作を中心に説明する．なお，イオン会合体の溶媒抽出に

ついてはここではふれないが，関心がある方は優れた解

説があるのでそちらを参照して頂きたい1）2）．

2　溶媒抽出の原理とメカニズム

2･1　液─液分配現象について

最初に，溶質が 2 相間に分配する液─液分配現象につ

いて説明する．溶媒抽出に関しては，多くの良書3）～7）が

あるので，本稿を読んでもよく理解できなかった人は併

せて読むことを薦める．

今，溶質 S が有機相と水相間に分配して平衡に達し

たとき（反応式（1）），Nernst の分配律にしたがって分

配平衡にあると定義される．この時，両相中のモル濃度

の比を分配定数（KD：distribution coefficient）と言い，

式（2）で表される．

Saq ⇄ So ……… （1）　　　KD ＝
［S］o

［S］aq
 ……… （2）

ここで，添え字の o は有機相を，aq は水相を表す．

KD 値は一定値を取るが，使用する有機溶媒によって値

は異なり，特にオクタノール／水間の KD 値は物性値と

して試薬の安全データシート（SDS）にも記載されてい

る．ただし，薬学の分野では分配係数（partition coeffi-
cient： log P）と表現することが多く，SDS では log P が

よく使われている．

溶質 S が溶液中で解離してイオン化したり重合した

りして（分子量が変化して）いる場合は，両相中にある

溶質のすべての化学種 S1, S2, ... Sn の濃度の総和の比を

とって，分配比（D：distribution ratio）として表す．

D ＝
［S1］o＋［S2］o … ＋［Sn］o

［S1］aq＋［S2］aq … ＋［Sn］aq
 （3）

D 値は，KD 値と異なり，pH などの溶液条件によっ

て大きく変動する．D 値と KD 値は「Slope analysis」に

よって抽出機構を解析するのに使われるが，単に抽出効

率を評価する際には，溶質の全質量（WT）に対する有

機相に抽出された溶質の質量（WO）の割合で定義され

る抽出率（E（％）：percent extraction）が良く使われる．

藤　永　　薫

　　　　　分離技術：原理から最新技術まで入門講座

溶媒抽出

Introduction to Solvent Extraction in Analytical Chemistry.
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E（％）＝
WO

WT
×100＝

CoVo

CaqVaq ＋ CoVo
×100  （4）

式中，C は各相における溶質の全濃度，V は容積を表す．

ここで，D と E（％）の関係は次のようになる．

E（％）＝
D

Vaq

Vo
＋ D

×100  （5）

2･2　弱酸の分配平衡

多くのキレート配位子は，プロトンを解離してアニオ

ン種となり，金属イオンと結合して錯体を形成する．し

たがって，キレート配位子の酸解離定数（Ka）は抽出を

支配する大きな要因の一つである．

今，弱酸 HA が 2 相間で分配して，図 1 のような平

衡にあるとする．系中では，弱酸の分配（過程（I））と

弱酸の解離（過程（II））の二つの平衡が存在し，KD と

Ka はそれぞれ以下のように定義される．

KD ＝
［HA］o

［HA］aq
 （6）

Ka ＝
［H＋］aq［A－］aq

［HA］aq
 （7）

HA の分配比，D，は次式で表されるので，

D ＝
［HA］o

［HA］aq＋［A－］aq
 （8）

式（8）に式（7）を代入すると式（9）が得られ，

D ＝
［HA］o

［HA］aq＋Ka
［HA］aq

［H＋］aq

 （9）

次に右辺を［HA］aq で割って式（6）を代入すると，式

（10）が得られる．

D ＝
KD

1＋
Ka

［H＋］

 （10）

ここで 1 ≪ Ka/［H＋］となる pH 領域では，式（10）の

両辺対数をとると式（11）が得られる．

log D ＝ log KD － log Ka － pH  （11）

HA の水溶液の pH を変えて有機溶媒と振り混ぜた後

に，水相中の A の全濃度（［HA］aq＋［A－］aq）を測定し

て D 値を求め log D 対 pH 曲線を作成すると，図 2 が

得られる．図 2 から，以下の情報が得られる．Ⅰ．式

（11）で log KD と log Ka は定数項であるので，log D 対

pH 曲線は傾き－1 の直線になることを確認することに

よって，図 1 の平衡が成り立っているか否かが判定で

きる；Ⅱ．式（10）から［H＋］値が大きい領域，即ち

低 pH 領域では，D ＝ KD となることから HA の KD 値

が得られる；Ⅲ．同じく式（10）から D 値が
KD

2
の時

の pH をもって，HA の Ka 値であると決定できる．ま

た図 2 は，安息香酸のような難溶性の酸性物質 HA は

低 pH 領域では水と分離し，pH の上昇と共に HA は水

に溶ける，という我々が感覚的に知っている現象を定量

的に図示している．

アルカロイドなどの難溶性の塩基性物質の場合，曲線

は図 2 と逆向きになる．すなわち，高 pH 領域では

log D 値は log KD 値の位置で一定値となり，pH の低下

に伴って傾き 1 の直線となる．いずれの場合も，log KD

（log P）値と pKa 値が入手できれば，実験すること無く

図 2 と同じグラフが作図できる．

2･3　キレート抽出系における抽出平衡

金属イオン（Mn＋）の水溶液を，キレート試薬（HL）

を含む有機溶媒と振り混ぜて抽出平衡に達したとき，系

中では図 3 に示すような四つの過程で平衡が存在して

いると仮定できる．各過程の平衡定数は，式（12）～

（15）で定義される．

図 1　弱酸の分配

図 2　弱酸の log D対 pH曲線
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過程（Ⅰ）：HL の分配定数　

KDR ＝
［HL］o

［HL］aq
 （12）

過程（Ⅱ）：HL の解離定数　

Ka ＝
［H＋］aq［L－］aq  

［HL］aq
 （13）

過程（Ⅲ）：錯生成定数　

bn ＝
［MLn］aq  

［Mn＋］［L－］n
aq

 （14）

過程（Ⅳ）：キレート錯体の分配定数　

KDC ＝
［MLn］o

［MLn］aq
 （15）

水中で生成したキレート錯体（MLn）は，溶解度が小さ

く速やかに有機相中へと抽出されるので，水中での

MLn（aq）濃度は無視できると仮定すると，Mn＋の分配比，

D は式（16）で表される．

D ＝
［MLn］o

［Mn＋］aq
 （16）

式（16）に，前節の弱酸の分配平衡の時と同様に式

（12）～（15）を順次代入して誘導すると，

D ＝
KDC・bn・Ka

n

KDR
n ・

［HL］o
n

［H＋］n
aq

 （17）

が得られる．ここで，式（17）中に［Mn＋］項が含ま

れておらず，理論上 D 値は［Mn＋］に影響されないこ

とになっているが，実際には金属イオンの加水分解など

の予想外の実験因子によって影響を受けることがあり得

るので，実験的に確認しておくことが望ましい．

式（17）の右辺第 1 項を抽出係数，KEX，とおくと，

KDC・bn・Ka
n

KDR
n ＝ KEX  （18）

式（17）は次のような簡単な形になる．

D ＝ KEX・
［HL］o

n

［H＋］n
aq

 （19）

式（19）の両辺対数をとると，

log D ＝ log KEX ＋ n log［HL］on ＋ n pH  （20）

が得られる．log D と pH もしくは log D と log［HL］o の

相関をプロットすると，いずれも傾き n の曲線が得ら

れる（図 4）．この解析法を“Slope analysis”という．

ここで，傾きの値 n は，金属イオンの価数に由来する

ものであり，したがって整数になる．実験によって得ら

れ た 測 定 値 か ら log D 対 pH 曲 線 お よ び log D 対

log［HL］o 曲線を作図し，それらの傾き n 値が金属イオ

ンの価数と一致すれば，図 3 で仮定した抽出機構が正

しいと証明されたことになるが，一致しなかった場合は

図 3 以外の化学反応が抽出に関与していることを意味

しているので，考えられる要素を実験的に検討していか

なければならない．

2･4金属イオンの抽出を支配する要因

金属イオンを効率的に抽出するために，抽出条件をど

のように設定すれば良いかは，式（17）を見れば明ら

かである．すなわち，水素イオン濃度を低くし，キレー

図 3　金属イオンのキレート抽出系

図 4　（A）log D対 pH曲線，（B）log D対 log ［HL］o曲線
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ト試薬濃度を大きくすれば良い．分析化学的にはそのよ

うに実験条件を設定することに何ら問題は無い．しか

し，工業的にはそれは望ましい条件では無い．分離回収

の対象となる金属イオン溶液は，多くの場合鉱石や廃棄

物などから酸で浸出させて得られており，（強）酸性で

ある．大量の溶液の pH を塩基性に調節したり，高濃度

のキレート試薬溶液を用いることは，生産コストの面で

不利になる．酸性溶液中からできるだけ低濃度のキレー

ト試薬溶液で目的とする金属イオンを効率良く抽出でき

る抽出試薬が開発されれば，実用的価値は高い．

さらに式（17）は，KEX 値が大きいキレート試薬を選

択すれば良いことも示しているが，これも簡単では無

い．KEX を定義している式（18）中には 2 組の定数が

存在している．KDC と KDR が一つ目の組み合わせであ

り，KDC 値が大きく KDR 値の小さいキレート試薬が良い

ことを示している．しかし，親水性のキレート試薬

（KDR 値小）が作る錯体は親水性になりがちである．

もう一方の Ka と bn の組み合わせでは，図 3 中の過程

（Ⅱ）と（Ⅲ）で Mn＋と H＋は L－をめぐって競合してお

り，Ka 値と bn 値を同時に大きくすることは難しい．強

酸（Ka 値大）の共役塩基 L－は弱塩基であり，Mn＋との

親和性も低く（bn 値小）なる．

この節の結論としては，式（18）中の四つの定数は

互いに効果が相反しており，単純にすべて満足する条件

のキレート試薬を得ることは難しい，ということにな

る．とは言うものの，式（18）中で Ka 値と KDR 値は n
乗になっており，酸性度の高い（Ka 値が大きく KDR 値

が小さい）キレート試薬は，そのことに伴って bn 値と

KDC 値が低下する悪影響よりも良い効果をもたらすこと

が期待できる．

2･5　分離係数

ある試薬で二つの金属イオン M1
n＋と M2

n＋を水相と

同体積の有機相で抽出したときに，M1
n＋の E（％）が

99 ％ 以上（log DM1＝2）で M2
n＋の E（％）が 1 ％ 以下

（log DM2＝－2）であれば，完全分離できたとみなせる．

同一 pH 条件下での金属イオン間の D 値の比を分離係

数（a）と呼び，キレート試薬の分離能の評価に用いら

れる．

a ＝
DM1

DM2

＝
KEX1

KEX2

 （21）

a は，式（21）から二つの金属イオンの抽出定数 KEX1

と KEX2 を比べているものであることが分かる．a ＝

10000 を達成するのに，理論上 M3＋間では 4/3 pH 単

位が，M2＋間では 2 pH 単位，M＋間では 4 pH 単位必要

である（図 5）．この関係から，a を金属イオンの抽出

率が 50 ％ の時の pH 値（pH1/2）の差で表すこともよ

く行われる．［HL］o ＝ 1.0 mol/L で抽出した場合，抽

出率が 50 ％ の時 D ＝ 1 であるから，式（20）より

pH 1
2

＝ －
1
n  log KEX  （22）

となるので，二つの pH1/2 値の差（DpH1/2）をとっても

KEX 値を比較していることになる．言うまでも無く，こ

れらの数値処理が許されるのは log D 対 pH 曲線の傾き

が理論的な整数値になっているときに限られる．

3　実　　験

3･1　一般的な抽出操作

溶媒抽出というと分液漏斗を連想される方が多いと思

う．しかし，原子吸光光度計（AAS）や ICP 発光分析

装置（ICP-OES）が常用されている今日では，測定に

必要な液量は数 mL であり，抽出には 30～50 mL 程度

のガラス製ネジ口遠沈管が多用されている．内蓋あるい

はパッキンが使える遠沈管であれば，振とう中にキャッ

プが緩んで試料溶液が漏れ出す，といった不愉快な事故

図 5　二つの金属イオン間の分離 図 6　抽出操作のスキーム
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を避けることが出来て理想的である．

一般的な抽出操作のスキームを図 6 に示す．有機相

中に抽出された金属イオンの濃度（［MLn］o）は，有機

相を酸溶液と振り混ぜて逆抽出し，その濃度を測定して

決定する．ただし，用いたキレート試薬がジチオカルバ

ミン酸（図 7 中⑫）のように酸と一定時間接触すると

分解する場合や有機相中の金属イオンが逆抽出できない

場合（4･1･4 節参照）には正抽出のみ行い，間接法（あ

るいは簡便法）として済ませる場合がある．その場合の

［MLn］o は，抽出前の金属イオン濃度（［Mn＋］aq,init）から

抽出後の金属イオン濃度（［Mn＋］aq,eq）を差し引いた差

を用いる．

遠心分離は，2000 rpm で 20 分程度行えばたいてい

の場合相分離できる．遠心分離器のローターは遠沈管を

8 本装着できるので，試料数は 8 の倍数にしておくと実

験上都合が良い．また試料の中に，水相として金属イオ

ンと緩衝溶液やイオン強度剤（図 3 中過程（III）の進

行に伴うイオン強度の変動の影響を消去する目的で添加

図 7　代表的なキレート試薬
括弧内は略記号．
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する）を含む溶液を用いて，キレート試薬を含まない有

機溶媒と共に振り混ぜたものを 0 ％ 抽出ブランクとし

て加えておいて，その測定値を［Mn＋］aq,init として用い

ると，特に間接法の場合には測定誤差を低減できる．ま

た，金属イオンを除いて緩衝溶液とイオン強度剤のみを

含む水溶液を水相として，有機相にキレート試薬溶液を

用いて振り混ぜたものを 100 ％ 抽出ブランクとして加

えておくと，試薬から Mn＋の汚染があった場合に検知

できるので，これらの使用を推奨しておく．

3･2抽出に影響するいくつかの操作条件

3･2･1　温　　度

溶媒抽出におよぼす温度の影響は 2 種類ある． 一つ

目は生成したキレート錯体の有機溶媒中への溶解過程に

関係している．水から有機溶媒への相間移行標準自由エ

ネルギー（DG 0
tr）は，溶媒和に関係するエンタルピー

（DH 0
tr）項と溶媒の配向性などのエントロピー（DS 0

tr）

項の和で決まり，銅や亜鉛のアセチルアセトン錯体のよ

うな中性で親水性のキレート錯体の場合，DH 0
tr 項が正

の値（吸熱的）で支配的であるために温度が上がるほど

D 値は増大する8）．しかし，2 項のどちらが支配的なの

かは錯体─溶媒間の組み合わせ個々の状況によって異な

るため，一概には言えない．

一方，錯生成過程が発熱的であれば，温度の上昇は抑

圧的に働くので D 値は低下することになる．Kelex100

（図 7 中⑦）による水酸化ナトリウム溶液中からのガリ

ウムイオン（Ga3＋）とアルミニウムイオン（Al3＋）の

抽出系などでこの現象が知られている9）．逆に錯生成過

程が吸熱的であれば，加温下で抽出することによって抽

出速度が加速されることになる15）.
いずれにしても温度変化は D 値に影響するので，抽

出操作は恒温環境下で行うことが望ましい．

3･2･2　振とう時間

溶媒抽出は，多くの場合正抽出・逆抽出共に非常に早

く（数分程度）平衡に到達するので，振り混ぜ時間は

60 分に設定すれば十分である．ただし，抽出速度が遅

い系もいくつかあるので，抽出平衡に達するまでの所要

時間を確かめておく必要がある．抽出速度の律速過程

は，主に図 3 中の過程（Ⅰ）と（Ⅲ）である．

水相中のキレート試薬濃度が低いと抽出速度は遅くな

る．特に，疎水性の強いキレート試薬を使った場合には

過程（Ⅰ）が抽出速度を支配する要因になる．水溶性の

試薬であっても，図 1 から分かるように酸性側では水

相中のキレート試薬濃度は低くなる．特に新規化合物で

抽出する場合は，pH の異なるいくつかの溶液で平衡到

達時間を確認しておくと良い．

今ひとつは，過程（Ⅲ）の錯生成が遅い場合である．

水溶液中で金属イオンは水和イオンとして存在してお

り，錯生成反応は多くの金属イオンで下式のように 2

段階（Eigen-Wilkins 機構と言われる）で進む．

M（H2O）n＋L－ ⇄［M（H2O）n, L－］→

　　　　　　　　［M（H2O）n－1L－］＋ H2O  （23）

この反応式中で，2 段目は配位している水分子が L－に

よって置換されるプロセスであり，この過程は配位子の

種類によらずほぼ一定であることから，水和金属イオン

の配位水とバルクの水分子（＊H2O）との交換反応（反

応式（24））の速度定数 kH2O が NMR などによって実験

的に求められ，この交換反応の速度が錯生成反応の反応

速度ひいては抽出速度を支配しているとしてよく引用さ

れる．

［M（H2O）n］
m＋ ＋ ＊H2O →

　　　　［M（＊H2O）（H2O）n－1］
m＋ ＋ H2O  （24）

kH2O 値が大きい銅イオン（Cu2＋）やカドミウムイオ

ン（Cd2＋）などは多くのキレート試薬によって迅速に

抽出されるのに対して，交換反応の遅いクロムイオン

（Cr3＋）などの金属イオンでは，抽出に時間がかかる場

合がある．例えば，Cr3＋は室温下では 8─キノリノール

（図 7 中⑤，慣用名はオキシン）によって事実上抽出で

きない．他にも， Co3＋の kH2O は 10－1 程度であり，kH2O

が 106 程度の Co2＋は正抽出はスムーズに進行するにも

かかわらず，抽出操作中に酸化されると逆抽出できな

い，という問題を引き起こすことが知られている．

抽出の速度に影響する因子は，金属イオンとキレート

試薬の組み合わせやキレート試薬濃度，pH，溶媒，温

度などいくつかあるが，普通はキレート試薬濃度が支配

的で濃度を上げれば速度は増大する．また，水相の pH
を高くしても抽出速度は早くなるが，マスキング剤を添

加していないと金属イオンが加水分解して全く抽出され

なくなるので，この点にも注意が必要である．しかしな

がら，EDTA のような強力なマスキング剤を使用する

と，かえって抽出速度が遅くなることもある．抽出に影

響する実験因子が多いことは，それだけ工夫の余地が多

いということであり，溶媒抽出法の醍醐味と言える．

錯生成の速度論的な解析に関心のある方は，解説を参

照して頂きたい10）．

4　試　　薬

溶媒抽出で使用する主な試薬は，金属塩類，キレート

試薬，有機溶媒，マスキング剤，イオン強度を保つため

に添加する塩類である．抽出に影響する要因を上でいく

つか紹介してきたが，金属イオンの抽出挙動に一番大き

く影響するのはキレート試薬である．ここでは，キレー

ト試薬と溶媒を紹介する．
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4･1　キレート試薬

キレート試薬は通常，HSAB 則の考え方にもとづい

て抽出対象の金属イオンに対する親和性を考慮して選択

される．キレート試薬には多種多様なものがあるが，こ

こでは 2 座配位子に限って配位原子による分類で紹介

する．略称で示した各試薬の正式名称と構造式を図 7

に示した．

4･1･1 O,O─配位型

O,O ─配位型の代表的なキレート試薬には，アセチル

アセトン（図 7 中①）に代表される b ─ジケトン類と呼

ばれる一群のキレート試薬がある．アセチルアセトンの

メチル基をトリフルオロメチル基に変えて酸性度を高め

た TTA（図 7 中②）等数多くの誘導体が開発され，古

くから数多くの研究例が報告されている．Hacac は，溶

液中でケト型とエノール型の互変異性の平衡状態で存在

し て い る．O,O ─ 配 位 の 代 表 的 な 工 業 用 試 薬 は，

DEHPA（図 7 中③）に代表されるアルキルリン酸誘導

体であり，希土類元素やアクチニド元素の湿式冶金に使

われる．O,O ─配位型のキレート試薬は他にも数多くあ

るが，優れた抽出能を有する試薬として 4─ベンゾイル─

3─メチル─1─フェニル─5─ピラゾロン（図 7 中④）の

名前だけを紹介しておく．

4･1･2  N,O─配位型

N,O ─配位型キレート試薬も数多くあるが，オキシン

が最も代表的な試薬で，40 種類以上の金属イオンの溶

媒抽出に用いられいる．オキシンの誘導体の中では，2─

メチル置換体（図 7 中⑥）が立体障害のために Al3＋と

結合できないことで有名である．7 位に長鎖アルキル基

で置換した Kelex100 は，長鎖アルキル基の立体障害の

ために Fe3＋の抽出速度が非常に遅いことを利用して，

Fe3＋からの Cu2＋の工業的分離に用いられてきた．

4･1･3 N,N─配位型

1,10─フェントロリン（図 7 中⑧，慣用名は o ─フェ

ナントロリン）は Fe2＋と選択的に結合して錯イオン

Fe（phen）3
2＋を生成するので，現在でも環境化学の分野

で Fe3＋ と Fe2＋ の 分 別 定 量 に よ く 用 い ら れ て い る．

Fe（phen）3
2＋は，過塩素酸イオンのようなかさ高い陰イ

オンとイオン会合体を形成して極性溶媒中に抽出される

ことで有名である．ジメチルグリオキシム（図 7 中⑨）

に代表される a ─ジオキシム類やヒドロキシオキシム類

（N,O ─配位型）も多くの化合物が存在する．

4･1･4 O,S─配位型

実のところ，O,S ─配位型キレート試薬は Cyanex 302

（図 7 中⑩）以外に安定な良い試薬がない．硬い酸（金

属イオン）の抽出には O,O ─配位型キレート試薬が，軟

らかい酸には S,S ─配位型キレート試薬が適している．

O,S ─配位型キレート試薬は必然的に両者の中間的な性

質を持ち，硬い酸と軟らかい酸の両方に親和性がありな

がら，O,O ─配位型や S,S ─配位型試薬ほど金属イオンと

強く結合しないので，非常に有用な立場を占める配位型

であるが良い試薬がない．一例を挙げると，硬い酸であ

るスカンジウムイオン（Sc3＋）は O,O ─配位型リン酸エ

ステルと容易に抽出されるが，結合が強固であるために

逆抽出できなかった．著者らが BOHTP（図 7 中⑪）を

開発して，定量的な回収に初めて成功したが11），この

試薬は依頼合成によって入手したもので，市販されてい

ない．良い試薬の開発が望まれる．

4･1･5 S,S─配位型

このグループに属する試薬として，ジチオカルバミン

酸類と Cyanex301（図 7 中⑬）を紹介する．ジチオカ

ルバミン酸類（図 7 中⑫）は環境水中のクロム（Ⅲ）

とクロム（Ⅳ）の濃縮光度定量が報告されている12）．

上記以外にクラウンエーテル類やカリックスアレーン

類など数多くの試薬が合成されて，抽出性能や分離性能

に優れた試薬が探索されている．リチウムイオンなどの

需要の高い金属イオンに対して，選択的に抽出分離能を

有するキレート試薬を新規に開発できれば，産業構造を

一変させることも可能であり，夢は尽きない．

4･2　抽出溶媒

4･2･1　通常溶媒

かつては，抽出溶媒にクロロホルム（CHCl3）が重用

されていたが，現在は健康への被害が考慮されてほとん

ど使われていない．替わって現在では，n ─ヘキサンと

トルエンが常用されている．抽出溶媒には，極言すれば

何を用いても良い（4･2･2 節，4･2･3 節参照）が，ト

リグリセリド（脂肪油）のような粘性の高い溶媒が抽出

操作によって乳化し，エマルジョンになるのは溶媒抽出

を行う際に最も不愉快な現象である．

抽出溶媒に求められる条件としては，

1）　疎水性である，

2）　水と比重が異なる（1 に近いと分相しにくい），

3）　蒸気圧が小さい，

4）　水と安定なエマルジョンを形成しない，

5）　化学的に安定である，

等が上げられる．

最近では，リモネンなどの天然物由来の溶媒が人の健

康に影響しない環境調和性の溶媒として，検討されてい

る．

4･2･2　易固化性溶媒

溶媒抽出法で最も煩わしい操作は抽出平衡到達後の相

分離である．もし有機相が固化できれば水相を傾しゃ法



ぶんせき 2023 1� 9

で除去できるので，相分離操作が簡便に行える．この観

点 か ら， ナ フ タ レ ン を 有 機 相 に 用 い， 融 点（m.p. 
80.2 ℃）以上の温度で抽出平衡に到達せしめた後放冷

して有機相を固化せしめる方法を用いて，種々の抽出光

度法が開発された13）．

溶融ナフタレン抽出法は，高温で抽出操作を行う点

と，相分離後の有機相が固体であるという二つの点に特

徴がある．第一の特徴は，抽出平衡に到達するのに時間

がかかる系においては通常の溶媒抽出法と比べて本質的

に優位である，ことを意味している．例えば，0.2 mol/L
の TTA 溶液で Fe3＋を塩酸酸性溶液から抽出した場合，

平衡に達するのに 12 時間以上かかるのに対して，佐竹

らは 90 ℃ でナフタレン中に 1 分以内の振り混ぜで定

量的に抽出している14）．他にも室温下では通常の有機

溶媒によって抽出されない金属イオンが，溶融ナフタレ

ン抽出法では多くの場合非常に短時間で抽出できてお

り，100 報以上の研究例が報告されている15）．一方で，

固体溶媒を用いる高温抽出法における相分離は簡単であ

るものの，有機相中に抽出された化学種を AAS や ICP-
OES などによって定量するには他の溶媒に溶解して液

化させなければならず，濃縮比の点で不利である．ま

た，高温での抽出操作は初学者には安全管理上問題が多

い．

これに対し，融点が室温付近にある易固化性溶媒は，

固体溶媒のこの欠点を補う．すなわち，易固化性溶媒を

有機相に用いて室温下で抽出平衡到達後，冷却遠心分離

を行うと有機相は固化する．傾斜法によって相分離後，

室温で暫時放置しておくだけで有機相は再び液化するの

で以後の分析法に直接供与でき，操作性のみならず濃縮

比の点でも有利である．－2 ℃，3000 回転で 30 分間

冷却遠心分離したときに固化することが確かめられてい

る難溶性溶媒を，表 1 にまとめて示す．

易固化性溶媒を用いた抽出操作法については，先に本

誌解説で紹介されているので参照して頂きたい17）．

4･2･3　反応性溶媒

いくつかの反応性有機溶媒を混合して有機相に用いて

金属イオンの抽出を行うと，振とう操作中に系中でキ

レート試薬が生成し，キレート試薬を用いることなく金

属イオンを抽出できる．一例を紹介すると，アルコール

類とピリジン，二硫化炭素（CS2）の混合溶媒を有機相

に用いて金属イオンの抽出を行うと，系中でアルキルキ

サントゲン酸が生成し，金属イオンはキサントゲン酸錯

体として抽出される（図 8）．この時に生成するアルキ

ルキサントゲン酸の骨格は用いるアルコールによって決

まり，使用するアルコール類の種類を変えることによっ

て種々のキサントゲン酸誘導体の抽出性能を個々のキ

レート試薬を合成することなしに検討することが出来

る．このような抽出法を in situ 抽出剤生成法といい，こ

れまでにキサントゲン酸生成系，ジチオカルバミン酸生

成系（2 級アミン類と CS2，希釈溶媒），アルドキシム

生成系（アルデヒド類と希釈溶媒）などいくつかの抽出

系が開発されている．

in situ 抽出剤生成法は，新規キレート試薬開発のため

の探査ツールとして使うことが出来るので，この方法に

よってアントラセンメチルキサントゲン酸により抽出さ

れるカドミウム錯体が蛍光を有していることや 2─ピリ

ジンカルボキシアルデヒドが Cd2＋を選択的に抽出する

ことが見いだされている18）19）．

近年では，イオン液体や深共晶溶媒などが防災安全上

の観点から抽出溶媒として関心を集めている．特にイオ

ン液体は，陰イオン種にキレート配位子アニオンを用い

ると金属イオン抽出能を付与できるので，反応性溶媒と

して多くの研究がなされている．イオン液体については

詳しい総説20）があるので，参照して頂きたい．

5　お わ り に

ICP-MS のような高感度の機器が行き渡ってきた今日

では，分離濃縮の必要性を意識する人は少なくなってき

ているかもしれない．しかし，どれほど高感度な測定機

器であろうと定量下限は存在する．定量下限以下の極低

表 1　易固化性溶媒の固化挙動と化学的性質16）

易固化性溶媒 融点 ／℃ 比重1） 固化挙動

p ─キシレン 13
0.861

（20）
上層固化

ジフェニルメタン 26～27
1.006

（20）
下層固化

フェニルエーテル 27
1.148

（20）
下層固化

アセトフェノン 20
1.024

（25）

上層

または

下層固化

プロピオフェノン 21
1.013

（16）

上層

または

下層固化

1,2,4─トリクロロベンゼン 17～18
1.446

（26）
下層固化

1）かっこ内の温度における4 ℃ の水に対する値．

図 8 3元混合溶媒による金属イオンの抽出機構
ROH：アルコール，B：ピリジン，HL：キサントゲン酸
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濃度領域の物質の挙動を解明しなければならない時に

は，目的化学種を選択的に濃縮分離するより手立てがな

い．このような場面でデータ解析法に優れ，抽出条件を

多様に選択できる溶媒抽出法によって前濃縮法を検討す

れば，案外早く解決策を見つけられるかもしれない．ま

た，検討の結果得られた抽出系が金属イオンの選択的抽

出能などの点で秀でていれば，固相抽出法やクロマトグ

ラフィーに応用できるだけでなく，レアメタルの資源回

収などの工業的用途に展開することも可能である．溶媒

抽出法にはこのように優れた特徴があるので，試してみ

ることを推奨する．
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1　は じ め に

自然界に存在する水素には 3 種類の同位体が知られ

ている．このほとんど（99.99 ％）が質量数 1 の水素

（1H, protium）で占められ，ごく僅か（0.02 ％ 程度）

に質量数 2 の水素（deuterium, 2H）がある．また，極微

量ではあるが質量数 3 の水素（tritium, 3H）が存在する

ことは，最近開かれた国の検討会合での専門家からの説

明資料にも掲載されるほど知られてきた1）．

これら水素の同位体のうち，質量数 3 の水素は放射

性同位体であり，「トリチウム」として世に知られてい

る（固有名称で呼ばれる同位体は珍しい）．環境に存在

するトリチウムの由来は，宇宙線と高層大気との相互作

用で生じて絶えず地表面に付加される天然起源に加え，

1945 年以降に北半球を中心に盛んに実施された大気圏

核爆発実験や，人類の発展を支えてきた原子力発電，原

子力施設の事故など人為的起源に帰する施設由来トリチ

ウムの存在も知られている2）．天然起源と人為的起源の

割合については，時期により異なるが，例えば 1995～

1997 年の 3 年間に全世界の関連施設から気体として放

出されたトリチウムでは，年平均換算で宇宙線により生

成する量のおおむね 1/5 に相当するとされる3）．また，

過去には腕時計の夜光塗料に含まれたトリチウムが，分

析を実施する際の影響が指摘されるなど，身近にある放

射性核種の一面も持つ4）．

2021 年 4 月には，東京電力ホールディングス株式会

社福島第一原子力発電所（以下，「東電福島第一原発」

という．）敷地内に保管・管理されている多核種除去設

備（advanced liquid processing system, ALPS）で浄化した

いわゆる ALPS 処理水について，政府の原子力災害対

策本部（当時，本部長は菅義偉内閣総理大臣）によりト

リチウムを含む ALPS 処理水の海洋放出での処分方針

が示された5）．これを契機に，ALPS 処理水のみならず

海洋環境におけるトリチウムに対する社会的関心が高

まってきた．海洋でのトリチウムの環境動態の要約につ

いては，併せて文献6）を参照されたい．

トリチウムの物理的性質としては，約 12.3 年の半減

期を持つ純 b 線放出核種の一つであり，3He への壊変に

際して，最大 18.6 keV（平均で約 5.7 keV）の弱い b 線

を放出する．この微弱な b 線を直接に効率よく測定す

ることは困難であるものの，比放射能（Bq/g）は約 3.6
×1014（計算上トリチウムは 1 g 当たり約 360 兆 Bq の

放射能になる）と質量分析によるよりも放射線計測によ

るほうが有利であるため，ほとんどの調査研究機関にお

いて b 線計測による方法が採用されている．

我が国で実施されている環境試料を対象としたトリチ

ウム分析は，国の方法7）に準じて，前処理，電解濃縮

（必要に応じて実施），蒸留及び液体シンチレーションカ

ウンタ（以下，「LSC」という．）を用いた b 線計測によ

る定量が行われているが，人の手間と多くの時間を要す

ることはあまり知られていない（図 1）．

本稿では，一般環境に存在するトリチウムのうち，海

水を例とし，公益財団法人海洋生物環境研究所（以下，

「海生研」という．）で実施してきた試料採取から分析結

果を得るまでの概略をまとめ，併せて現在得られている

海洋環境での調査結果の一部を記載した．

2　海水を対象としたトリチウム分析の実例

環境に存在するトリチウムは，そのほとんどが水

（HTO）として存在しており，分析方法も試料水の精製

から始まる．例えば，河川水，湖沼水，飲料水，海水な

ど既に水の形である場合には蒸留を，生物試料（肉部

等）の場合には真空凍結乾燥等による水分の分け取りや

燃焼などの多くの手間のかかる処理が必須となり，迅速

化に向けた検討も行われてきた8）．

解　説
海水を対象としたトリチウムの

分析方法とその実測例

　　　

Radioanalytical Method for Tritium in Seawater Samples and Recent 
Status of Tritium in the Coastal Sea around Japan.

解　説

城 谷 勇 陛，神 林 翔 太，及 川 真 司

昨今の社会情勢から関心が高まりつつある環境試料中のトリチウムについて，海水を例

として試料採取，蒸留，電解濃縮，放射線計測に至る一連の概要を記した．トリチウムを

分析・定量するに当たっては，海水 600 mL 程度を供することが多く，約 1 月半の時間

を要するなど，思いのほか手間と時間がかかることや，未熟者による分析については多く

の場合「高め」の結果に繋がることなど，実測から得られた知見の一部を紹介し，併せて

調査結果の一部を記載した．
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2･1　海水試料の採取

海水試料を採取することは，本誌でも既出9）のとおり

洋上での作業になる．沿岸の場合には比較的小型の漁船

等で対応可能であるが，数十 km 以遠の沖合や外洋とも

なれば相応の調査船が必要になる．また，試料採取時の

海洋観測情報として，気象・海象観測，水温，塩分など

の物理観測も必要となる．

表層水の採取では，バンドーン採水器の使用やポンプ

採水などによる方法が一般的に行われている．一方，下

層水の採取では，海流の影響により採水器を常に垂直に

降下させることは至難の業であり，目的深度に応じた相

応の資機材が必要となる．また，海水の採取量が少ない

場合でも大型バンドーン採水器やニスキン採水器等を用

いる場合が多い（写真 1）．

トリチウム分析に供する海水の量としては，予備を含

めて 2 L 程度で十分であり，酸などの添加も水素の添

加行為になるため行わない．海水試料はプラスチック製

容器に分け取り，大気水蒸気との接触を断つために密栓

する．なお，海洋放射能モニタリングの対象である 90Sr
や 137Cs の放射化学分析に供するための海水試料は，50

～100 L の大量採水で得ており，採取直後に硝酸や塩酸

を添加するため，トリチウム分析との系統分析や試料の

融通は原則できない．

2･2　バックグラウンド水

大気水蒸気や水道水などのトリチウム濃度は海水より

も高いことが多く，分析中に湿気を含めた水分の付加が

あってはならない．そこで，トリチウムを含まない水を

用意して，実際の試料と同時並行分析を行い，トリチウ

ムが検出されないことを確認している．このトリチウム

を含まない水はバックグラウンド水（以下，「BG 水」

という．）として試料と区別している．

BG 水は大気由来のトリチウムが含まれる地表面の河

川水や海水等から得ることはできない．国の方法7）では，

深層地下水，深海水，天然ガスの燃焼水などを蒸留精製

して BG 水とするが，温泉・鉱泉水を利用することも多

い．海生研では，相当期間（トリチウムの半減期（約

12.3 年）の数倍の期間）で大気との接触や地表水の混

図 1　海水試料を対象としたトリチウム分析の工程概要

写真 1　洋上における海水試料の採取作業例

（撮影協力：海洋エンジニアリング株式会社）

（a）船上ウインチにより大型バンドーン採水器を揚収している

ところ．

（b）トリチウム分析用に海水を褐色容器に分取しているところ．
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入がない比較的深い掘削深度の温泉・鉱泉水，日本海の

ほぼ中央部に位置する大和堆で採取した深層海水などを

検討し，前者の温泉・鉱泉水がトリチウム濃度に換算し

て約 0.03 Bq/L 以下（後述の電解濃縮法でも検出され

ない濃度レベル）であることを確認して BG 水としてい

る．

2･3　海水試料の前処理

海生研で実施しているトリチウム分析の概要は既出の

図 1 のとおりで，その内容を次に記した．

海水に含まれる塩や有機物などは夾
きょうざつ

雑物そのものであ

り，蒸留による前処理・精製が必要不可欠である．実際

には，1 L の丸底フラスコに粒状の過マンガン酸カリウ

ム（約 0.1 g）と粒状の過酸化ナトリウム（約 0.1 g）を

入れ，次いで約 600 mL の海水試料を注ぎ，回転式エ

バポレータ（40 ℃ 程度のウォーターバス）での減圧蒸

留による前処理・精製を行っている．

この減圧蒸留作業時には，時としてフラスコ等の表面

に目に見えるほどの結露が生じる場合がある．機器の接

合が不十分であると減圧下にある系内へ結露水が混入す

る恐れが生じ，ウエス等で拭くなどの注意を要する．

蒸留時の水素の同位体分別効果については，国の検討

会合でも指摘があり，蒸留が進むにつれて残液に含まれ

るトリチウムの割合が高くなり，蒸留が 9 割程度進ん

だ時点において 1.2 倍程度までになるとされる1）．この

ため，海生研では以前から減圧蒸留の工程は途中で止め

ず，過マンガン酸カリウム溶液が乾固するまで（フラス

コ内壁が乾固物で一様になるまで）蒸留を継続してい

る．

蒸留後の試料溶液は，LSC での計測時に有機物の影

響が及ばないこと，微量でも電解濃縮時に金属電極を腐

食させる原因となる塩化物イオン等のイオン類がないこ

とを確認するため，電気伝導度が 10 mS/cm 以下（市販

の純水製造装置で得られる純水～蒸留水と同程度）にな

るまで蒸留を繰り返すこととしている．この減圧蒸留の

作業は，6 時間程度の時間を要し，ほとんどの場合，1

回の蒸留で終わる．蒸留後の試料溶液はガラス瓶に入れ

て密栓し，次の工程に供するまで冷暗所で保管してい

る．

2･4　金属電極を用いたトリチウムの電解濃縮

電解濃縮の実施に際して，試料水をアルカリ性とし，

金属電極を利用した電気分解によりトリチウムの同位体

濃縮ができることは以前から知られている7）．この電解

濃縮に関する基本的原理を含む知見は文献10）を参照さ

れたい．海水のようにトリチウム濃度が極めて低いこと

が予想される試料に対しては，測定用試料調製の一環と

して，電解濃縮法がよく用いられている．水を電気分解

すると同位体間の質量差（1H と 3H では 3 倍もの差が

ある）が著しい水素では，電気化学反応速度の相違も大

きく，同位体濃縮ができる．

純粋な水を電気分解すると，次の反応により陽極と陰

極から酸素と水素が発生する；

陽極：4OH－ → O2 ↑ ＋ 2H2O ＋ 4e－

陰極：2H＋ ＋ 2e－ → H2 ↑

系全体として：2H2O → 2H2 ＋ O2

この電気分解を行う際には，理論上 1.23 V 以上の印

加電圧を要するが，電極表面での電子の授受に際しての

活性化エネルギーの存在により，ある程度の過電圧とな

るように電圧の印加を要する．しかし，純粋な水に含ま

れる水素イオンや水酸化物イオンの数はごく僅かで，過

電圧としても電位差が高くなり反応式の通りの電気分解

は思うように促進されない．

実際には，電極表面での酸化還元反応（電子の授受）

を促進させるため，電気分解に供する試料水に電解質と

して少量の過酸化ナトリウム（水酸化ナトリウムは水素

の添加行為となるため使用できない）を加え，

Na2O2 ＋ 2H2O → 2Na＋ ＋ 2OH－ ＋ H2O2

　　　　　　　→ 2Na＋ ＋ 2OH－ ＋ H2O ＋ 1/2O2 ↑

とし，アルカリ性溶液を調製して電気分解に供してい

る．

金属電極による電気分解では，金属と試料溶液の接触

面及び通電終了後の試料容量を考慮して，へら状に加工

図 2　（a）電気分解の際の接続模式図
各セルを直列に接続して通電を行う（海生研の場合，15 セル

まで対応可）．

（b）電気分解を行う際の通電パターンの例
（ア）段階的に調整するパターン

（イ）段階的な調整を行わないパターン
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した金属電極及び対応するガラスセルを用い，複数セル

を並べて直列接続としている（図 2（a）及び写真 2）．

この際，電極に用いる金属の選定では，鉄（Fe）やニッ

ケル（Ni）などが候補になる．Fe 電極は保管の際には

アルカリ性溶液に浸し，使用前に表面に生じた錆
さび

などを

除去するため，希硝酸や希塩酸での処理を要するなど取

り扱いは煩雑となるが，電解濃縮率は高い利点がある．

一方，Ni 電極は Fe 電極と比較して錆などが生じにくい

などの利点があるが，電解濃縮率は Fe 電極には及ばな

い7）．なお，通電時に水素が発生する陰極に Fe 電極，

酸素が発生する陽極に Ni 電極を用いることも選択肢の

一つとなる7）．

電気分解時の主たる注意点は，通電中の試料水の蒸発

を可能な限り避けることである．すなわち，蒸発なしに

「水分子の電気分解のみで減容する」ことが理想である．

金属に電流が流れると，金属の抵抗値に比例するように

ジュール熱が生じて発熱する．電極として用いる Fe と

Ni の電気抵抗率は温度により若干差はあるが，Ni に比

べて Fe のほうが僅かに大きいようで，ジュール熱によ

る電極の発熱による試料水の蒸発を少しでも避ける観点

では，Ni のほうに利点がある．なお，これら電極の金

属を選定する際には，機関ごとの実情に合わせることに

なる．

理論上，1 g の水を完全に電気分解するために要する

積算電流値は 2.98 Ah（2.98 A の電流を 1 時間流す）

である7）．金属電極を用いた電解濃縮法では，電気分解

により約 500 mL の試料水を約 60 mL まで減容させる

際，電極自体の発熱を抑えつつ，積算電流値として約

1300 Ah を要し，約 2 週間かかる状況である．試料水

の電気分解では，単に電極を試料水に入れて通電すれば

よいわけではない．通電により試料水が減容するにつれ

て，電極の露出部分が増え，電極面の単位面積当たりの

電流値が変わるため，電気分解時の条件を一様に保つた

めに電流値の調整が必要となる（図 2（b））．また，通

電開始初期は比較的高い電流を通じ，電気分解が進みト

リチウム濃度が上昇する終盤に，電流値を段階的に下げ

るなど，一定条件下で穏やかに電気分解を行うことで同

位体分別の効果を高める狙いもある．海生研では使用す

る電極やガラスセルの形状により通電条件を検討し，段

階的に電流値を下げるパターン（図 2（b）（ア））のほ

うが電解濃縮率として 1 割程度の改善が見られること

を見いだし，季節（気温・湿度）に応じた運用効率と高

い電解濃縮率となるような通電パターンを適用している

状況である．

なお，海生研では Fe 電極の適用によりトリチウムの

濃縮率が 9 程度（元の試料の濃度に比べ，トリチウム

濃度が 9 倍）になることも経験しているが，煩雑さを

考慮して当初より両極を Ni 電極とした電気分解を実施

してきた．これまで実施してきた一連の電解濃縮法によ

る濃縮率は 6～7 程度を達成している．

2･5 固体高分子電解質膜を用いたトリチウムの電解

濃縮

固体高分子電解質膜（solid polymer electrolyte, SPE）

を用いた電解濃縮法は，2･4 に記載した方法とともに既

知の方法7）で，現在ではトリチウム電解濃縮装置として

市販品もあり，必要に応じて利用できる．

SPE は陽イオン交換樹脂の一種であり，高分子鎖に

イオン伝導を担う化学結合したスルホン酸基などを有す

る．SPE 膜の両側を多孔質の金属電極で挟み，電極に

通電することで電気分解が行われる．装置の原理や構造

は文献11）のとおりで，基本的原理としては金属電極を

用いた電解濃縮法と同様である．この装置の主な利点

は，水素ガスと酸素ガスが SPE 膜の両側から分離状態

で発生できること，通電中 SPE 膜は露出しないため，

細かな電流値の調整が不要であること，そして金属電極

を用いた電解濃縮法では必須の電解質（Na2O2 など）の

添加を必要とせず，その後の中和や精製処理も不要にな

るなど作業の簡略化が期待できることである．

一方，装置の構造上，同時に複数試料の処理ができな

いことや，試料水を入れるリザーバ容器や SPE 膜の洗

浄に多量の BG 水を要するなどの難点もある．例えば，

トリチウム標準溶液や比較的高い濃度の試料水を電解濃

縮した後には，純水等（トリチウムとして 1 Bq/L 以下）

を用い，1 A 程度の小電流で 48 時間程度 SPE 膜に通電

するなど，いわゆるメモリ効果を除去する必要があ

る12）．

なお，海生研では 2021 年度中盤から同装置の運用を

開 始 し て お り， 約 3 日 間 か け て 約 1 L 試 料 水 を 約

55 mL まで減容した場合の濃縮率は 10 程度となる．

写真 2　電解濃縮のための電気分解装置例
（a）装置外観，（b）電解セル，（c）通電時の気体の発生，（d）直

列接続したセル（白い管は気体排出管）．
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2･6　測定用試料の調製

電解濃縮後の試料水は，水素の添加を避けるように塩

化鉛（Ⅱ）を少量加えて中和する．次いで，常圧蒸留・

精製して液体シンチレータと混合させ LSC による b 線

計測を行うための測定用試料の調製に供する．

液体シンチレータは，界面活性剤を含む親水性の乳化

シンチレータ（キシレンなど）を溶媒とし，溶質として

発光剤である PPO（2,5─ジフェニルオキサゾール）や

bis-MSB（1,4─ビス─（o）─メチルスチリルベンゼン）を主

たる有機成分とするものが市販されている（例；Parkin-
Elmer 社製高引火点シンチレーションカクテル「Ultima 
Gold uLLT」）．測定用試料は，試料水 50 mL と同量の

液体シンチレータを混合して PFA 製 100 mL 容器に定

容して調製している（図 1）．なお，近年では極めて低

いトリチウムの b 線エネルギーに対応するため，計測

上夾雑物となる 40K を低減化した液体シンチレータやガ

ラス容器などが製品化されている．

2･7 LSCによる b線計測

LSC は b 線を直接計測するのではなく，b 線とシン

チレータとの相互作用で生じる微弱な蛍光を光電子増倍

管を経て生じた電気パルスとして計測する機器で，上述

の PFA 製 100 mL 容器でのトリチウムの計数効率は

30 ％ 程度と比較的高い．

測定用試料を調製した直後に計測を開始すると，ほと

んどの場合「高め」の値になる．この一因として，測定

環境に存在するラドンとその子孫核種からの a 線や b

線，測定用試料調製時の化学疑似発光（ケミカルルミネ

センス），そして試料容器への帯電が挙げられる7）．特

にフッ素樹脂製品は有機溶媒の浸透蒸発を防止できる

が，経験上ではあるが帯電しやすいようである．

これら要因への対処法として，調製した測定用試料を

「一週間程度冷暗所で静置すること」が必要で，この静

置は実際上省略できない．この静置期間が十分でない場

合，疑似発光により計数値がほぼ高めとなり，実際のよ

りも高い定量結果となる．

これとは逆に「低め」の結果を得る要因の一つとし

て，クエンチング（消光現象）があり，主に共存する化

学種に帰する化学クエンチングや溶媒の着色に帰する色

クエンチングがある．いずれも本来計数すべきトリチウ

ムからの b 線による発光エネルギー領域をずらす要因

となり，エネルギースペクトルを変位させ，計数効率の

低下を招く．なお，この事象に対しては試料水の適切な

精製前処理と共に，測定用試料のクエンチングの程度を

標準試料との比較による補正で克服でき，分析をやり直

すことなく正確な計数値を得ることができる7）．

LSC による b 線の計測時間は，国の方法7）では目安と

して「500 分」が例示され，複数の試料を測定してい

る時間中に起こる BG 計数率の変化を考慮して「500

分×1 回」ではなく，「50 分×10 回」の計測結果から

計数率（通常 1 分当たりの計数（cpm））を求めること

が推奨されている．海生研では，事前に計数時間等を検

討して「50 分×15 回程度」とし，初回を除く 2 回目

以降の 14 回程度の結果について棄却検定の対象として

いる．

計数時の検出下限値については，計算上，バックグラ

ウンド計数率，測定供試量，計測時間及び計数効率から

得ることが一般的である7）．海生研で実施した実例では，

電解濃縮法で供試量約 600 mL，500 分（50 分×10 回）

計測した年間約 100 試料の実測において，試料ごとに

若干の差が生じるものの，計算上の定量下限値は 0.04

～0.05 Bq/L 程度であった13）．

2･8　分析に係る技能試験の結果

国際原子力機関（International Atomic Energy Agency, 
IAEA）が中心となり様々な環境試料中放射能を対象に

国際的規模で分析機関間比較（Inter-Laboratory Compar-
ison, ILC）や技能試験（Proficiency Test, PT）が実施さ

れてきた14）15）．これら比較・試験について，海生研も

積極的に参加し，昨今，本稿記述の方法によるトリチウ

ムに加え，134Cs と 137Cs について，2015～2019 年の

ILC と PT で良好な結果を得たことをまとめた16）．さら

に直近の 2021 年にも ILC と PT が実施され，トリチ

ウム，134Cs 及び 137Cs に対して合格とされる「Accepted」

の評価を受けた．

3 海水中トリチウムの濃度変遷（青森・岩手県

沖太平洋の例）

一般環境に存在するトリチウムは極めて量が少なく容

易に検出できない．なかでも海水中のトリチウムは，通

常，降水や河川水よりも濃度が低い．この理由の一つと

して，降水，河川水，海水の「量」に帰するもので，環

境に付加されてから均質になるまでに時間を要するが，

同時にトリチウム自身の物理壊変により減少するため，

降水直後や河口近くの表層海水などは別として，海水の

トリチウム濃度は降水→河川水の濃度変化に追いつけ

ず，低い濃度を維持するとされる17）．

日本周辺海域のトリチウムについて，国が主導した調

査研究の一環として，1970～1980 年にかけて科学技

術庁放射線医学総合研究所（現国立研究開発法人量子科

学技術研究開発機構）により，原子力施設に面する海域

での調査が実施された．また，1975 年以降には原子力

発電所立地道県を中心に，当該自治体により表層海水を

対象に調査が実施されてきた．さらに，1991 年以降，

海生研により国の委託事業の一環で，主に青森・岩手県

の太平洋側の核燃料（原子燃料）サイクル施設沖合海域

（以下，「核燃海域」という．）での調査が実施されてき

た．これらの結果は調査報告書に集約され，併せて国所
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管のデータベース18）へ登録されている．

昨今，海生研では一連の調査結果を基に，核燃海域に

おけるトリチウム濃度の変遷を取りまとめた19）．この

一部成果から，調査を開始した 1991 年の表層水と底層

水の濃度は 0.47 及び 0.43 Bq/L であったが，2019 年

には 0.13 及び 0.11 Bq/L となり全体を俯瞰して減少傾

向にあることを確認している（図 3）．

2007～2008 年には日本原燃㈱核燃料再処理工場（青

森県六ケ所村）で，使用済核燃料を用いたアクティブ試

験が実施され，同年中 3 か月間に PBq（ペタ Bq：1000

兆 Bq）オーダーのトリチウムを含む液体廃棄物が管理

排出された．同年にはこれら排出に帰すると思われる一

時的な濃度上昇が見られ，表層水（1.3 Bq/L）及び底層

水（0.27 Bq/L）で最大濃度を観測した．この試験後に

は同工場から管理排出されたトリチウムは 3 か月間で

GBq（ ギ ガ Bq：10 億 Bq）～TBq（ テ ラ Bq；1 兆 Bq）

程度まで減少し，表層海水のトリチウム濃度は 2009 年

までに同試験前の水準に減少していた（図 3）．

また，2011 年 3 月に発生した東電福島第一原発事故

で環境中に放出されたトリチウムの総量は約 1.6 PBq と

推定されている20）．しかし，当該原発から数 km 以遠と

もなれば経年変化で有意なトリチウム濃度の上昇は確認

されていない．その後に海生研で分析を実施した福島県

沿岸沖合を含む全国規模の調査結果13）も踏まえると，

2022 年時点において日本周辺で採取した海水のトリチ

ウム濃度には地域差はほぼなく，表層水では「おおむね

ね 0.1 Bq/L の濃度で，約 20 ％ の計数誤差が付く」結

果を得ている13）．

なお，0.1 Bq のトリチウムは約 2.8×10－16 g に相当

し，量としては極めて少ないが，分析結果が社会に与え

る影響は計り知れず，今後更なる精進を期するところで

ある．放射能分析に係る基礎的事項は文献21）を併せて

参照いただくこととし，本稿がトリチウム分析等の理解

の一助となれば幸いである．
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分析に必要な要素技術である，混合，反応，抽出，分離，

検出などをマイクロ・ナノ空間で行うことで，分析装置や

システムの小型化や集積化が達成します．その結果，試料

量の削減，多検体の同時分析，オンサイト分析などが実現

するため，分析法の利用が大幅に広がります．また，空間

の大きさを小さくすることで，存在する分子の数が少なく

なるため，分子自身の性質や界面の影響が顕在化し，個々

の分子のふるまいの解析につながると期待されます．今回

のミニファイルでは，基礎研究から応用研究，さらには商

品化などまで，様々な分野での利用や理解の進む，マイク

ロ・ナノ空間を利用した分析手法に関して，その作製法や

要素技術，応用研究などを取り上げていきます．

〔「ぶんせき」編集委員会〕

概論・基礎
1　はじめに

精密機械加工や半導体製造技術などをもとに発展した

先端マイクロ・ナノ加工技術を化学分析に利用するとい

う概念は比較的古くからある1）．光リソグラフィなどの

先端加工技術を利用したデバイスの例は，1979 年発表

されたシリコンウェハ上のガスクロマトグラフィーデバ

イスである．また，ヒトゲノム計画や個別診断に向けた

技術指向を時代背景として 1990 年代前半に発表された

電気泳動マイクロデバイスにより，マイクロ・ナノ分析

化学の可能性が分析化学分野を含む多くの分野で認知さ

れることとなった．混合・抽出・反応といった分析化学

にかかわる操作の集積化も急速に発展した．分析化学操

作に利用可能なレベルでのマイクロ・ナノ流体挙動・輸

送現象・化学反応の理解が進むことにより，目的に合わ

せたマイクロ・ナノ分析デバイス開発が進んだ．

本稿では，マイクロ・ナノ流体に注目し，その基礎的

特性と応用分野の概要をまとめる．

2　マイクロ・ナノデバイスの材料

マイクロ・ナノ分析に用いるデバイスの材料は，まず

加工法との適合性が重要である2）．マイクロ・ナノサイ

ズの流路加工などの“デバイス材料に直接加工を施す”

場合，パターン転写には光リソグラフィや電子線リソグ

ラフィを用いることが多く，加工基板には，ガラスやシ

リコンを用いる．シリコンや厚膜レジスト鋳型を加工し

た後に，その 3 次元パターンを転写する手法では，ポ

リジメチルシロキサン（PDMS）やポリメチルメタクリ

レート（PMMA）やシクロオレフィンポリマー（COP）

などの高分子材料が用いられる．最近では，紙やポリ

マーフィルムなどの廉価な材料，インクジェットプリン

ト加工やスクリーンプリント加工などの Do-it-yourself
的な簡易加工法，Open Source とされた加工法・分析法

に関する報告も多い3）．

加工法との適合性とともに，使用条件との適合性も重

要である．例えば，有機溶媒などを用いる場合は，シリ

コン・ガラスなど耐溶媒性の高い材料を用いる必要があ

る．また，表面への試料の吸着の影響がない分析を実現

するためには，材料そのものに吸着防止性能のあるもの

を選ぶか，表面ブロッキング剤との相性の良いものを選

ぶ必要がある．光検出を想定する場合には，材料の透明

性だけでなく，光通過部表面が平坦に加工できる材料が

分析精度の観点から好ましい．

3　マイクロ・ナノ流体の特徴

3･1　マイクロ流体の駆動法

マイクロ流体の駆動法にはシリンジポンプや空圧ポン

プを利用した圧力駆動が多く用いられる1）．分析に用い

る流路内での直接的な電気浸透流も利用可能であるが，

電気浸透流は溶液成分に影響を受けやすいため，比較的

制御が難しい．電気浸透流により駆動した流体により，

ダイアフラムを通じて試料溶液を間接的に圧力駆動する

電気浸透流ポンプは小型の送液用ポンプとして用いられ

る．毛管現象を利用して自発的に流体が前進する毛管流

は，紙デバイスをはじめとした簡易的なデバイスで頻繁

に用いられる．

3･2　拡散距離と比表面積

サイズの小さな流路では，二液混合時の拡散混合の時

間を短くできる．また，試料中溶質の壁面への衝突頻度

も高めることができる．表面にセンシング分子を配置す

るような状況では，小さなサイズの流路ほどセンシング

分子の比率を高くすることができ，分析上大きな利点と

なりうる．

デバイス基材に比べて流路の体積は小さいため，基板

の温度と導入溶液の温度が異なる場合，溶液の温度は短

時間のうちに基板温度に一致した温度となる．

3·3　流体としての特徴
マイクロ・ナノ流路の中の流体は，水道管のような実

験室サイズの管内流れとは異なる特徴をもつ4）．粘性力

に対する慣性力の比である Reynolds 数（Re）は，密度

r，平均線速度 n，水力学直径 DH，粘度 m を用いて

Re ＝
rnDH

m

と表され，おおむね 2000 以上で乱流，それ以下で層流

を形成する．通常マイクロ・ナノ分析に用いられる条件

では Re は 1 以下の値をとり，粘性支配の層流領域の流

れである．特に障害物のないきれいな断面をもつ流路で

は，二液の混合の場合も拡散のみによる混合となる．積

極的に二液を混合したいような状況でも乱流条件を達成

するのは困難であり，底面に staggered herringbone 型の

溝を形成するなどして，流路断面内で分割・回転するよ

うな流れ（二次流れ）を誘起し，層流条件下において拡

マイクロ・ナノの分析化学
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散距離を短縮することができる．

表面張力に対する粘性力を表す Capillary 数（Ca）は，

表面張力 g を用いて

Ca ＝
mn
g

と表される．マイクロ・ナノデバイスで通常用いられる

条件では線速度は十分小さく表面張力が流体挙動を支配

することが多い．有機相と水相のような互いに混ざり合

わない溶媒同士を合流させて液滴を形成させるような場

合，ガラス管のようなサイズの大きな実験（粘性支配領

域）では，一方の相の形状が変形した場合，空間的に非

常に複雑な速度分布（粘性損失の分布）をとり，結果的

に形成される液滴系に大きなバラツキがでることが多

い．これに対してマイクロ・ナノ流体の二相実験では，

表面張力支配であるため多少複雑な速度分布があって

も，液滴形成過程全体では表面張力が支配的となり，単

分散の液滴が形成される．

4　マイクロ・ナノ分析操作

4･1　混合

混合に関する近年の大きなトピックスの一つは脂質ナ

ノ粒子形成である5）．新型コロナ感染症対策として用い

られた RNA 型ワクチンのキャリアとして脂質ナノ粒子

は，エタノールなどの有機溶媒に分散させた脂質に，水

溶液を接触・急速混合することで得られる．多くの場

合，前述の staggered herringbone 型溝付流路を用いて混

合を促進することにより均一なナノ粒子を得ている．

4･2　二相操作

水相と有機相のような互いに混ざり合わない二溶媒を

用いた操作はマイクロ・ナノ流体でも用いられる．水相

と有機相が並行して流路内を流れる中での抽出操作は，

上述の高い比界面積・短い拡散距離の特性を利用して高

速に行われる．

マイクロ・ナノ流路を用いると均一径の液滴を高速に

多数生成することができる．この特性を活かした分析法

に digital droplet PCR（ddPCR）がある6）．核酸が各液滴

に 1 分子入るか，入らない（空液滴）条件にしておく

と，増幅が起こって蛍光強度が高まった液滴数を数える

ことで試料中の核酸分子数を数えることができる．

ddPCR の例のような多数並列の分析操作，あるいは 1

分子を対象とする分析操作は，マイクロ・ナノ分析での

大きなトレンドとなっている．

4･3　反応

マイクロ・ナノ流路の特徴を活かした反応として，フ

ロー中の PCR がある6）．試料溶液の温度は，基板温度

によく追随する．基板に三つの温度領域をつくり，各温

度領域を定められた順序で繰り返し通過することで

PCR を実現できる．逆に発熱反応や吸熱反応を安定し

た温度管理下で進行させることもできる．

4･4　分離

マイクロ・ナノ分析が多くの研究者から注目される大

きな切っ掛けとなった電気泳動分析では，電位印加ス

イッチにより，高速に電気浸透流を切り替えることで数

十ミクロン幅の試料インジェクションを実現した7）．こ

の基本的なフォーマットから派生した様々な電気泳動分

離法が依然研究されている．

ガス・クロマトグラフィーや液体クロマトグラフィー

の集積化も多く研究がある．主にカラム部分の高度化・

高再現性のためにマイクロ・ナノ加工技術が用いられ

る．

粒子分子・細胞分離はマイクロ・ナノ流路の特徴を活

用して大きく発展した8）．粒子の大きさと，流路幅を適

切に設計すると，粒子が壁面に接近して離れると，粒子

の大きさによって層流中の異なる流線に乗ることになる．

この原理によって粒子が空間的に分離される Pinched 
Flow Fractionation 法や Deterministic Lateral Displacement
法が有名である．

4･5　細胞

多くの研究者が細胞を培養・分離するマイクロ・ナノ

デバイスを研究している9）．一つの大きな流れは，体内

組織に近い形での細胞培養であり，Organ on Chip など

と呼ばれている．体内の 3 次元構造を模倣したフォー

マットで細胞を培養するデバイスが数多く研究されてい

る．また，3 次元的な細胞塊を培養することで，単一細

胞よりも体内に近い条件で薬剤アッセイを行う研究も盛

んである．もう一つの大きな潮流は細胞分離である．超

音波を用いて流路の中心線に細胞が流れるようにして，

高度な分光法やイメージングに基づき高速に細胞を診

断・分離することが可能になっている．

4･6　ナノ流路

電子線リソグラフィなど高度加工技術を用いたナノサ

イズ流路の研究も進んでいる10）．ナノ流路表面の電荷

を利用したイオン濃縮や，ナノサイズクロマトグラ

フィー，光触媒反応などの応用に発展している．
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1　は じ め に

自然界から得られる草根木皮を主とする生薬は，非常
に多くの二次代謝産物からなる多成分系を特徴とする．
生薬成分の研究によりこれまで様々な生物活性物質が発
見され，多くの医薬品の開発そして薬学の発展につな
がった．生薬を起源として開発された医薬品の多くは単
一化合物で顕著な生物活性を示すものである一方，多く
の生薬は複数の成分が相互作用（相加作用や相乗作用）
して薬効を示すとされている．また，生薬は天産品であ
ることから生育条件や自然環境により成分に違いが生じ
ることがある．複数の生薬の組み合わせたである漢方薬
の成分はさらに複雑で，使われる個々の生薬に含まれる
成分の分析により品質を確保することは漢方薬の有効
性・安全性を担保するために重要な役割を果たす．

薄層クロマトグラフィー（TLC）やフォトダイオー
ドアレイ（PDA）検出器を用いた三次元高速液体クロ
マトグラフ（HPLC）法は生薬成分の分析に広く利用さ
れている．しかし，TLC や HPLC-PDA 分析では感度
や特異性が十分でないことが多く，また検出したスポッ
トやピークの化学構造に関する情報がほとんど得られな
い．近年では，高速液体クロマトグラフ－質量分析計

（LC-MS）が高感度かつ幅広い種類の化合物の分析に対
応できるなどの利点から生薬成分の分析に用いられてい
る．また，質量分析計の進歩は目覚ましく，高分解能質
量分析計が登場したことでより複雑な試料を高精度に分
析できるようになった．現在，高分解能質量分析計とし
て呼ばれるものには，二重収束型，飛行時間（TOF）
型，フーリエ変換（FT）型があるが，なかでも FT 型
質量分析計は高い質量分解能を誇る．そこで本稿では，
FT 型質量分析計に着目してその生薬成分解析における
活用について紹介する．

2 フーリエ変換型質量分析計を活用した生薬成
分解析の実際

生薬成分の解析では検出されたピークがどの化合物に
由来するのかを突き止める化合物同定を行うために，高
分解能精密質量データが非常に重要な要素となる．FT
型質量分析計は強磁場や電極に導入したイオンを周回運
動させることで生じる周波数をフーリエ変換してマスス
ペクトルを得ることで，高い質量分解能を実現してい
る．ここで，汎用されている漢方薬の一つである大建中
湯の構成生薬「乾姜（カンキョウ）」を用いて，筆者が
実際に FT 型質量分析計である Orbitrap 質量分析計にて
分析したデータを例に成分の解析について説明する．

2･1　分子式の決定およびデータベース検索
図 1A に乾姜の熱水抽出物をスキャンモード（スキャ

ン質量範囲：m/z 150～2000）にて分析したクロマト
グラムを示した．前述の通り非常に多くのピークが検出
されていることがわかるが，今回は保持時間 8.12 分に
溶出されたピーク A に着目して解析を行う．最初のス
テップでは解析するピークの分子式を決定する．ピーク
A のマススペクトルをみると，質量差よりポジティブ
モードの m/z 375.1797 に観察されるイオンはプロトン
付加分子，ネガティブモードの m/z 373.1657 に観察さ
れるイオンは脱プロトン分子であると推定できる（図
1B）．このとき低分解能の質量データの場合，解析する
ピークの「分子量が 374 である」ということしか推定
することができない．また，モノアイソトピックイオン
と同位体イオン間の質量差，同位体イオンピークの相対
強度に着目し含有する元素の種類や個数を推定すること
で，信頼性の高い分子式の推定結果が得られる．ピーク
A についてポジティブモードとネガティブモードで観察
されるイオンピークの計算結果を合わせると分子式は

「C21H26O6」と導き出された．
次に分子式の情報をもとに化学情報の総合データベー

ス SciFindern や生薬を中心とした天然物データベース
KNApSAck Family1）などを活用して，候補化合物を検索
する．今回は KNApSAck Family を使い，Core System に
て「C21H26O6」について分子式検索を行った．その結
果，47 件のヒットがあり，さらにヒットした化合物の
中から乾姜の基原植物であるショウガ科ショウガ属ショ
ウガ（Zingiber officinale）から報告された化合物を抽出し
たところ一つの化合物「hexahydrocurcumin」のみがヒッ
トした．以上の解析により，乾姜より検出したピーク A
は hexahydrocurcumin である可能性が高いことが示され
た．しかしながら，データベース検索によって基原植物
と分子式が一致する化合物がヒットしただけでは化合物
の同定としては不十分だと考えられる．同一分子式から
考えうる化学構造は複数存在するため，化学構造の情報
に基づく検証は同定結果の信頼性の向上に必要不可欠で
ある．

2･2 MS/MSスペクトルの解析
未知化合物の同定において標準品との比較は最も信頼

性の高い手法の一つであるが，すべての化合物について
標準品を入手できるわけではない．そこで，マススペク
トルライブラリーの活用や MS/MS フラグメンテーショ
ンの解析が高い信頼性で化合物を同定するために必要な
情報を得るのに有用である．有償のスペクトルライブラ
リーとしては NIST20 が頻用されており，無償で利用
できるものには MassBank2）などがある．また，高分解
能質量分析計では MS/MS スペクトルで観測されるプロ
ダクトイオンも精密質量データとして取得できるため，
分子式情報に基づいた MS/MS フラグメンテーションの
解析により化合物の詳細な構造推定が可能となる．

今回ピーク A は data dependent MS2 測定にて Higher 
energy collisional dissociation（HCD） に よ る MS/MS ス
ペクトルを取得した（図 1B）．プロトン付加分子およ
び脱プロトン分子をプリカーサーイオンとして取得され
た MS/MS スペクトルは MassBank に登録されている
hexahydrocurcumin のスペクトルとよく一致した．また，
プロダクトイオンの分子式より推定した MS/MS フラグ
メンテーション経路（図 1C）は，hexahydrocurcumin の
化学構造と矛盾していないことを確認することができ，
ピーク A の同定結果の妥当性が確認された．

2･3 生薬成分解析における分子ネットワーク解析の
有用性

一方，成分解析を行うなかで検出されたすべてのピー
クが上述のように運よく同定ができるわけではない．こ
れまでに天然物として報告されている化合物の数と，
データベースに MS/MS スペクトルが登録されている化
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合物の数の間には大きなギャップがある3）．そのため，
生薬のような多成分系の分析では検出した多くのピーク
は高い信頼性の同定を行うことができないことが課題で
ある．これに対して近年では分子ネットワーク解析

（Molecular Networking）が注目されており，質量分析
データの分子ネットワーク解析ができるプラットフォー
ム と し て Global Natural Products Social Molecular Net-
working（GNPS）4）がよく知られている．分子ネットワー
ク解析は，MS/MS スペクトルの類似性によりクラスタ
リングしたネットワークを可視化することで，構造的に
類似した化合物の検出や新規化合物の探索を容易にす
る．これを活用することで，データベースや MS/MS フ
ラグメンテーション解析により同定したピークの情報か
ら，同定できなかったピークの部分構造を推定すること
ができ，成分解析のヒントを得ることができる．

3　お わ り に

本稿では，生薬の成分分析における FT 型質量分析計
の有用性について実際の解析手順とともに紹介した．質
量分析計を用いた生薬成分解析には同じ質量をもつ異性
体の解析の難易度が高いことがいまだ課題として残され
ている．構造異性体は MS/MS フラグメンテーションの
違いを分析できる場合もあるが，立体異性体同士は保持
時間が異なる以外に区別することは難しい．しかしなが
ら，LC-MS による高感度・高分解能・高精度で網羅的
な成分分析が可能になったことにより，生薬成分分析は
大きく進歩したといえる．生薬・漢方薬の品質向上はも
ちろんのこと，これまで明らかにされていない生薬の有
効成分の解明や生薬からの新たな生物活性物質の発見に
つながることが期待される．
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図 1　乾姜の質量分析データの解析

A）乾姜のトータルイオンクロマトグラム，B）ピーク A のマスおよび MS/MS スペクトル，C）MS/MS フラグメンテーション経路
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1　は じ め に

1･1　硬骨魚類の鱗（ウロコ）

硬骨魚類の鱗は破骨細胞と骨芽細胞によって骨中のカ

ルシウム代謝が調節される．ヒトの骨の研究において鱗

が優秀なモデル試料となりうるため，大きく注目されて

いる1）．硬骨魚類の鱗はコラーゲンを主成分とする繊維

層とコラーゲンにハイドロキシアパタイト（HAP）や

炭酸アパタイトが沈着した骨質層の二層構造から成

る2）3）．ヒトの骨は骨折しても修復され再生されるよう

に，鱗も再生される4）．種々の硬骨魚類の鱗の成分分布

の可視化により，骨の再生に関する知見を得ることは重

要である．本稿では赤外イメージングを用いた硬骨魚類

の鱗のタンパク質，HAP，炭酸アパタイトの各成分分

布の可視化の手法について述べる．

1･2　赤外分光法と赤外イメージング法

鱗表面の HAP や炭酸アパタイトの成分分布を可視化

する方法として，赤外分光法，ラマン分光法による方法

が挙げられる．ラマン分光は 1 mm 以下の微小領域の測

定が可能であるが，コラーゲンを構成するタンパク質の

吸収バンドが弱く，かつ大面積の測定には不向きであ

る．赤外分光法はタンパク質，HAP，炭酸アパタイト

の特徴的なバンドが良好に得られ，かつ 10 mm 程度の

大きさまで赤外光を絞った顕微測定が可能なため，本分

析の目的によく合致している．

赤外顕微測定は，赤外分光計を赤外顕微鏡に接続する

ことで可能となる．赤外顕微鏡はカセグレン鏡と呼ばれ

る凹面鏡により光源からの赤外光を集光でき，かつ赤外

光を高感度で検出可能なテルル化カドミウム水銀

（MCT）検出器を備えている5）．赤外イメージングシス

テムは赤外顕微鏡の検出器としてアレイ型 MCT 検出器

を備えたもので，視野内の複数の箇所のスペクトルを一

度に取得できる．このシステムでは赤外顕微鏡の焦点位

置に試料を配置し，精密な電動ステージにより試料を奥

行き方向と左右方向に移動させることで，2 次元イメー

ジングデータを高速で得ることができる．このような測

定法を赤外イメージング法と呼ぶ5）6）．本講では，赤外

イメージング法を用いた魚類の鱗の成分分布の可視化の

方法を紹介する．

2　鱗の成分分布分析

2･1　分析対象とサンプリング

硬骨魚類として条
じょうきこう

鰭網─ 骨
こっぴょうじょうもく

鰾 上 目 ─コイ目─コイ科に

属するキンギョ，モツゴ，フナ，ゼブラフィッシュの 4

種を対象とした．各個体から鱗を超精密ピンセット

（Dumont 製 No.Du-5）で採取し，エス・ティ・ジャパ

ン製 Low-E グラススライド上にサンプリングした．鱗

は乾燥すると反りやすいため，乾燥する前に Low-E グ

ラススライドに密着させた．Low-E グラススライドは

可視光を透過し，かつ赤外光を良好に反射する光学基板

である．赤外反射測定における最も一般的な基板は金蒸

着ミラーであるが，Low-E グラススライドは金蒸着ミ

ラーと比べ可視画像の色情報を損なわず，かつ良好な反

射スペクトルが得られる．

2･2　装　置

すべての測定は PerkinElmer 社製赤外イメージングシ

ステム Spectrum3/Spotlight400 を使用した．装置の外観

を図1に示す．FTIR 本体である Spectrum3に Spotlight400

を接続した構成である．Spectrum3 が有する改良型マイ

ケルソン干渉計によって安定的に高いシグナルノイズ比

のスペクトルが得られるため6），イメージング測定にお

ける高速スキャンが可能となる．鱗のような数 mm 角

株式会社パーキンエルマージャパン

新居田　恭 弘

赤外イメージングを用いた

硬骨魚類ウロコの成分分布分析

技術紹介

図 1 PerkinElmer社製 Spectrum3/Spotlight 400
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の大きさのサンプルのイメージングデータに含まれるス

ペクトル数は 5 万本以上になるが，数分～数十分程度

の測定時間で解析に足るデータが得られる．

2･3　測定方法

可視画像は Spotlight400 の赤外光学系を利用した装

置内蔵の可視光学系を利用して取得した．視野サイズは

各鱗の大きさに合わせた．測定方法は反射イメージング

を選択した．Spotlight400 は透過イメージング , 反射イ

メージング，ATR（Attenuated Total Reflection）イメー

ジングの三つのイメージング手法を選択できる．これら

のうち透過イメージングは鱗の厚みが厚いため吸収ピー

クが飽和する問題がある．ATR イメージングは鱗の大

きさが Ge クリスタルの測定可能サイズより大きく，

データ取得領域に問題がある．反射イメージングは，こ

れらの問題が起こらず，鱗全体の赤外吸収スペクトルの

収集が期待できる．

反射イメージングの取得領域は可視画像と一致させ

た．測定条件は分解能 4 cm－1，積算回数 4 回，波数範

囲 4000～700 cm－1，干渉計の移動速度 2.2 cm s－1，ピ

クセルサイズ 25 mm とした．バックグラウンドに使用

するリファレンスは Low-E グラススライドの未使用箇

所で取得した．

2･4　解　析

測定によって得られた反射率スペクトル（R）を以下

の式に基づき吸収スペクトル（A）に変換した．

A ＝ log（100/R）

更に PerkinElmer 製 HyperView ソフトウェアを使用し，

吸収スペクトルに Savitzky-Golay 法による 2 次微分処理

を加えた．2 次微分処理は吸収スペクトルのベースライ

ンの変動を抑制することが目的である．

3　結果及び考察

3･1　硬骨魚の通常鱗

3･1･1　可視画像と赤外スペクトル

キンギョの鱗の可視画像を図 2 に示す．鱗の大きさ

は，もっとも小さいゼブラフィッシュで約 1 mm 角，最

も大きいフナが約 6 mm 角の大きさであった．鱗の表面

構造である骨質の線状隆起によって形成される隆起

線4），鱗の中心から縁辺にのびる溝条4），露出部と被覆

部の色差が明瞭に観察された．

キンギョ通常鱗の反射イメージングから抽出および解

析したスペクトルを図 3 に示す．

図の上段は抽出した吸収スペクトルの元データ，下段

は 2 次微分後のスペクトルである．2 次微分スペクトル

は吸収ピークの向きが微分前と比べ上下逆転するため，

2 次微分スペクトルに－1 を乗算し，元データの吸収

ピークの向きと合わせている．反射スペクトルの元デー

タには正反射光に由来する屈折率の異常分散の寄与がわ

ずかに認められたものの，全体的には拡散反射光が支配

的なスペクトルが得られた．

生データは 1655 cm－1 にタンパク質のアミドⅠバン

ド（主に C ＝ O 伸縮振動），1551 cm－1 にアミドⅡバン

ド（主に C─N─H 変角振動），1242 cm－1 にアミドⅢバ

ンド（主に C─N 伸縮振動）がそれぞれ観察された7）．

さらに 1065 cm－1 に HAP に含まれるリン酸イオン，

868 cm－1 に炭酸アパタイトに含まれる炭酸イオンに起

因するバンドが観察された8）．元データのスペクトルは

赤外光の散乱によるベースラインの傾きが大きい．ベー

スラインの傾きはケミカルイメージを描く際に特定の吸

収バンドで予期せぬアーティファクトをもたらすため，

排除する必要がある．図 3 の微分後の鱗のスペクトル

は，各ピークの波数位置は生データとほぼ一致し，かつ

散乱によるベースラインの傾きが良好に補正された．

図 2　通常鱗の可視画像

図 3 キンギョ通常鱗の IRスペクトル（上段）と 2次微分 IR
スペクトル（下段）
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3･1･2　キンギョ通常鱗の赤外イメージング

キンギョ通常鱗の 2 次微分後赤外イメージングデー

タからアミドⅠ，アミドⅡ，HAP，炭酸アパタイトの

各ピークを抽出してケミカルイメージを作成した．ケミ

カルイメージとは特定の官能基の強度分布を示した画像

情報である．結果を図 4 に示す．左上はアミドⅠバン

ド，右上はアミドⅡバンド，左下は HAP，右下は炭酸

アパタイト（CO3Ap）のケミカルイメージである．

アミドⅠは鱗の露出部側に多く分布しており，被覆部

側は少なかった．加えて，アミドⅠは溝条に沿って分布

していることが示唆された．アミドⅡはアミドⅠと同じ

傾向を示した．HAP はアミドⅠ, Ⅱと異なり被覆部側に

多く存在していた．また隆起線に沿って分布している様

子が観察された．被覆部側の HAP の吸収が弱い．これ

は被覆部側の表面を被覆しているコラーゲン層の存在た

めで，その下部に存在する骨質層まで赤外光が届いてい

ないためと考えられる．炭酸アパタイトも HAP と同様

に隆起線に沿って分布していた．

3･1･3　モツゴ・フナ・ゼブラフィッシュ

同じ手法でモツゴ・フナ・ゼブラフィッシュのケミカ

ルイメージを作成した．図 5 以降はアミドⅡは省略す

る．各図のうち，左上が可視画像，右上がアミドⅠ，左

下が HAP，右下が炭酸アパタイトである．図 5 にモツ

ゴのケミカルイメージを示す．モツゴのアミドⅠはキン

ギョと同様には露出部側に多く分布していた．HAP と

炭酸アパタイトは特定の隆起線に沿って分布しており，

HAP と炭酸アパタイトの分布のパターンは互いに異

なっていた．図 6 にフナのケミカルイメージを示す．

フナのアミドⅠは被覆部に加えて鱗の縁を囲うように分

図 4　キンギョ通常鱗のケミカルイメージ

図 5　モツゴ通常鱗のケミカルイメージ 図 7　ゼブラフィッシュ通常鱗のケミカルイメージ

図 6　フナ通常鱗のケミカルイメージ
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布していた．HAP と炭酸アパタイトが隆起線に沿って

濃淡が観察されており，HAP と炭酸アパタイトの分布

のパターンはやはりそれぞれ異なっていた．図 7 のゼ

ブラフィッシュの HAP と炭酸アパタイトも隆起線に

沿った分布が見られ，かつ HAP と炭酸アパタイトが異

なる分布を示していた．ゼブラフィッシュは鱗が小さい

ため，より高い解像度で測定する必要があると考えられ

る．

3･2　キンギョの再生鱗

最後にキンギョの再生鱗を図 8 に示す．再生鱗は鱗

が急激に発達するため，個体の発生から一生を通じて成

長を続けてきた通常鱗とは構造が異なると考えられてい

る4）．キンギョの再生鱗でも HAP と炭酸アパタイトの

分布が異なることが明らかになった．

4　ま　と　め

本講では，赤外イメージングを用いた魚類の鱗の成分

分布の可視化の方法を紹介した．反射イメージング法で

測定したデータを 2 次微分することで，タンパク質，

HAP，炭酸アパタイトの分布を明瞭に示すことが可能

となり，特に HAP と炭酸アパタイトは鱗の内部で異な

る分布を示すことが示唆された．

謝辞　　本稿は東京医科歯科大学との共同研究の成果の一部を

まとめたものです．奈良雅之教授，服部淳彦教授，丸山雄介先

生には，試料のご提供，研究の進め方や枠組みに関して大変有
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1　は じ め に

弊社は，1983 年 10 月にオイル分析専門機関として

設立した．設立当時のオイル分析はオイルメーカーのカ

スタマサービスが主であった．現在でもオイル分析専門

会社は国内で数社のみでニッチな存在である．しかし，

資源循環型社会，環境問題，資源枯渇など ISO 14001

の普及で油のリデュース・リユース・リサイクルが注目

されオイルを管理することで設備保全，予知保全，原因

除去型保全等でのコスト削減や生産性向上が確認報告さ

れ，オイル分析の重要性が認められてきた．従来の油脂

管理は使用時間管理が主体で定められた時間が経過する

と油交換を実施し油の健全性を担保していた．昨今の

ISO 14001，SDGs，カーボンニュートラルなど限りあ

る資源を有効活用し資源枯渇に歯止めをかける取り組み

が急速に進んでいる．オイル分析で油脂継続使用の妥当

性を示すことで，これらの取り組みに多大なる貢献がで

きる．

2　オイル分析の目的

2･1　オイルは管理が必要

オイルが劣化するとどうなるのか？

オイルの清浄度が悪化するとどうなるのか？

それはオイル管理を怠ると致命的な機械故障に至り生

産停止に追い込まれてしまう．

油を劣化させる四大要素として油温，水分，空気，金

属摩耗粉がある．これらは油劣化の触媒となるので油へ

の混入や油中発生を適切な管理で抑制しなければならな

い．油の一般管理基準値として，油温は 60  ℃ 以下で

使用する，（60 ℃ を超えると酸化速度が倍になる）水

分値は 1000 ppm 以下にする，（1000 ppm を超えると

酸化促進と潤滑不良に至る）油中に混入した空気を除去

する，（混入による酸化促進と潤滑不良，及び金属摩耗

の発生）油中で発生した金属摩耗粉を除去する，（銅，

鉄の摩耗粉は酸化を促進させ，流体制御部の隙間に侵入

し機器停止に至らしめる．）などがあげられる．

油圧設備のオイル 250 mL をサンプリングして分析

すれば未然に機械故障を防止できる．新油の状態を維持

できれば機械安定稼働は可能である．この状態基準をオ

イル分析で監視しながら保全活動を実施するのが状態基

準保全（Condition Based Maintenance：CBM）である．

以下に必須分析項目でオイル状態の何が解るのか，必要

な管理項目を説明する．

2･2　各分析項目の説明

2･2･1 NAS等級
「National Aerospace Standard」の頭文字をとった略語

が NAS 等級である．

油中の夾雑物を，5～100 mm 以上の粒径測定範囲で

定められた粒径分類での試験油 100 mL 中の夾
きょうざつ

雑物個

数を示すものである．粒径分類中，最も高い等級を総合

結果とする（表 1）．等級は 00～12 級まで有り，12 級

が汚染度最大で，それ以上の汚染の場合は OVER 12 と

表す．一般に，作動油：新油時（ドラム缶内）の清浄度

は NAS8 級程度である．

通常の一般油圧装置においては，油清浄度を NAS 10

級程度で抑えることが望ましいとされている．また，7

MPa 以上の油圧装置においては，NAS 9 級以下の清浄

度が求められている．（但し，サーボ弁使用の場合は

NAS7 級管理が望ましい．：クリアランスが 3 mm 程度

のため．）

表 1 の規格表を見ると，NAS 等級上昇で倍々に夾雑

物個数が多くなり，油圧部品表面の摩耗も激しくなりク

リアランスに侵入する確率も増大する．この夾雑物の中

で金属摩耗紛と水分は，油温の上昇で酸化触媒となり作

動油は酸化劣化を繰り返し，酸化劣化物が形成される．

これらは，重合，凝集を経てタンク底部に堆積する．ま

た，油温の低温時に樹脂状に固体化した酸化劣化物は機

械始動時にバルブ等のクリアランスに侵入しバルブス

ティック等の不具合原因物質となる．NAS 等級の粒径

分類では，特にバルブやポンプのクリアランスに近い，

5～15 mm の個数監視が重要である．

現在では，コンタミネーションコントロールを徹底す

ることにより，油圧機械のトラブルの 8 割以上が解消

されるという事実が，多くの生産現場で証明され，

CBM の基礎となっている．但し，NAS 等級での管理は

東京オイルアナリスト株式会社

山 中　克 浩

機械の状態基準保全を実現するオイル分析
─オイル分析による機械状態監視とトラブル解決─

技術紹介
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現在，アジアでも日本で使用される程度で世界的には

ISO 4406 の 4/6/14 mm（C）以上の粒子径で 1  mL 中

の粒子数をカウントして清浄度（スケール番号）を判定

することが主流となっている．文中の（C）は ISO 11171

で校正した粒子カウンタ（図 1）で測定した数値の意で

ある．これは，NAS 等級の標準コンタミが製造中止に

なったことで，あと数年で NAS 等級校正が出来なくな

るからである．他にも測定法など諸条件があるが今後は

ISO 4406 での測定に移行していくのは確実である．表

2 の ISO 4406 清浄度コードをご参照願いたい．

2･2･2　重量汚染度 mg/100 mL
JIS B 9931 の試験法である．

試験油 100 mL を，直径 47 mm，0.8 mm のメンブラ

ンフィルターでろ過し，フィルター上の残留物質量を計

測する方法である．NAS 等級や ISO 4406 の粒子カウ

ントとの相関関係はない．夾雑物質量は物質密度で異な

るので個数と質量に相関がない．試験法の効果は，固形

夾雑物が，メンブランフィルター上に捕捉されるので，

顕微鏡観察や写真撮影，蛍光 X 線分析などが可能で物

質の推測や特定に役立つ．また，酸化劣化物やバーニッ

図 2　酸化劣化物の顕微鏡画像

（A）ワニス状の酸化劣化物；（B）添加剤酸化劣化による変質物．

表 2 ISO 4406

粒子数 N/mL スケール

番号

粒子数 N/mL スケール

番号＜N N≦ ＜N N≦

2,500,000 ＞28 80 160 14

1,300,000 2,500,000 28 40 80 13

  640,000 1,300,000 27 20 40 12

  320,000   640,000 26 10 20 11

  160,000   320,000 25 5 10 10

   80,000   160,000 24 2.5 5 9

   40,000    80,000 23 1.3 2.5 8

   20,000    40,000 22 0.64 1.3 7

   10,000    20,000 21 0.32 0.64 6

    5,000    10,000 20 0.16 0.32 5

    2,500     5,000 19 0.08 0.16 4

    1,300     2,500 18 0.04 0.08 3

      640     1,300 17 0.02 0.04 2

     320       640 16 0.01 0.02 1

     160       320 15 0 0.01 0

図 1　自動粒子カウンター

表 1 NAS1638

粒子サイズ

（ミクロン）

等　　　級

00 0 1 2 3 4 5

5 ～ 15 125 250 500 1000 2000 4000 8000

15 ～ 25 22 44 89 178 356 712 1425

25 ～ 50   4   8 16   32 126 126 253

50 ～ 100   1   2   3    6   22   22   45

100 以上   0   0   1    1    2    4    8

粒子サイズ

（ミクロン）

等　　　級

6 7 8 9 10 11 12

5 ～ 15 16000 32000 64000 128000 256000 512000 1024000

15 ～ 25 2850 5700 11400 228000 45600 91200 182400

25 ～ 50   506 1012 2025   4050   8100 16200   32400

50 ～ 100    90   180    360    720   1440   2880    5760

100 以上    16    32     64    128    256    512    1024
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シュ（ワニス）も捕捉されるので，これら 5 mm 以下の

NAS 等級個数にカウントされない異物確認，観察に効

果大である．一般管理基準値は，低圧の機械で 10 mg/
100 mL 以下，サーボバルブ使用で 5 mg/100 mL 以下

とされている．酸化劣化物の顕微鏡写真を図 2 に示す．

2･2･3　水分 ppm
JIS K 2275 の試験法である．ほとんどはカールフィッ

シャー法で測定する．試験法には電量法，容量法，気化

法がある．カールフィッシャー法において，水は塩基と

アルコールの存在下でヨウ素，二酸化硫黄と下記式（1）

のように定量的に反応する．

H2O＋I2＋SO2＋3RN＋CH3OH…

　　　2RN・HI＋RN・HSO4CH3（RN：塩基）   （1）

容量法において，ヨウ素は KF 試薬（力価既知）の形で

加えられ，電量法おいては下記式（2）に従い，陽極液

に含まれるヨウ素イオンの電解酸化により供給される．

2I → I2＋2e  （2）

発生ヨウ素は直ちに式（1）に従って陽極液に加えた試

料中の水分と反応して消費される．双白金電極でヨウ素

が消費されたことを検知すると，再び電気分解が行われ

要素が発生する．発生したヨウ素量は「ファラデーの法

則」に従って電気分解に要した電気量に比例する．式

（1）より I2 と H2O は 1 モル：1 モルの反応のため，水

1 モ ル（18 g） が 96500×2 ク ー ロ ン に 相 当， 即 ち

0.0933 mgH2O／1 クーロンとなる．したがって水分量

は電気分解に要した電気量がクーロンから直ちに換算で

きる． 測定器に投入するサンプル油 1 g 中に含有され

る水分の量を ppm で表わす．これらの測定は図 3 に示

す自動滴定装置を用いて行う．

油圧機械には水分が大敵である．油温の上昇に伴って

金属摩耗粉や添加剤と化学反応を起こし，酸化を促進さ

せ酸化劣化物発生の触媒になる． 一般に新油でも，

100 ppm 前後の水分量が存在する．設備ではエアーブ

リーザーから侵入してくる外気や油温上昇に伴う結露現

象等により 100～150 ppm 程度の水分は油中に混入し

ている．一般管理基準値は 1000 ppm 以下とされてい

る．

2･2･4　動粘度 mm2/s
JIS K 2283 の試験法である．毛細管式のガラス製粘

図 3　カールフィッシャー法水分測定装置

（A）外観図；（B）測定部構造．

図 4　粘度測定装置

（A）毛細管式ガラス管粘度計；（B）粘度計測定用恒温槽．±

0.01 ℃ の温度制御が可能である．

図 5　自動電位差滴定装置
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度計（図 4A））に一定の試験油を入れ，粘度測定用恒

温槽（図 4B））内で試料油を 40 ℃ に保持し，毛細管内

を票線から票線まで落下する秒数を計測する．計測秒数

に粘度計定数を掛けたものが動粘度となる．図 5（A）

において，恒温槽内に浸した粘度計の m2 から m3 まで

の流出時間を測定し，粘度計定数とかけあわせた値が動

粘度である．動粘度は油圧機械において最も重要な条件

の一つで，その低下によっては機械的摩耗の促進や内部

リーク，効率の低下等が問題になっている．粘度の増加

によっては，配管内の抵抗増加による圧力損失や発熱，

内部摩耗の増加につながる．

粘度変化は酸化劣化物の発生量，異種油混入量等，コ

ンタミナントによる影響が主な要因となっている．一般

管理基準値は新油値の±10 ％ 以内とされている．

2･2･5　酸価 mgKOH/g
JIS K 2501 の試験法である（中和価滴定）．図 5 のよ

うな自動電位差適定装置による計測で，試験油 1 g 中の

酸性物質を中和させる KOH（水酸化カリウム）の量を

mg で示したものである．酸価の上昇は，油が酸化し酸

化劣化物が発生した結果である．但し，その値は油種に

よって大きく異なる．

（1）　R&O 作動油

新油値の酸価値が一般に 0.2 mgKOH/g より低い性状

のオイルで，一般的な油圧装置に使用されている． こ

のタイプの油は，図 6（A）のように酸化に伴い酸価値

の上昇を示す．新油値と分析値を比較することにより，

分析値が新油値よりも上昇していれば，酸化が促進し酸

化劣化物の発生と判断することが出来る．

（2）耐摩耗性作動油（AW 作動油）

従来の AW タイプは，新油値の酸価値が 0.5 mgKOH/
g より高い性状のオイルで，一般的には高圧油圧装置に

使用されていた． このタイプの作動油は図 6（B）のよ

うに，使用後，酸価値が下降して，その後上昇する傾向

を示す．これは作動油中の添加剤であるジチオリン酸亜

鉛の性質により生じる現象と考えられる．現在は非亜鉛

系耐摩耗性作動油が主流なので上記のような傾向はない

が，従来設備に亜鉛系作動油を継続して使用している場

合があるので注意が必要である．

2･3　鉱油系作動油の一般管理基準値

各種文献には様々な管理基準値が掲載されているが，

下記に示した管理基準値は一般的に使用されている表で

ある．オイルメーカー及び機械メーカーも，ほぼ同様の

管理基準値を周知している．参考までジュンツウネット

で閲覧可能な管理値を表 3 に示した．

3　オイル分析による機械状態監視とトラブル解決

オイル分析を専門機関に依頼する際に依頼方法で困っ

たことはないだろうか．必要な情報を得るために分析項

目はどれを選択すれば良いのか．以下の表 4 で説明す

る．分依頼先が油脂管理で課題としてる事象をどのよう

な分析項目を依頼すれば解決の糸口になるのか依頼方法

を図示した．左側の列に課題として油脂に起こっている

事象例を示している．中央列は，その事象の状態を知る

ための分析項目を示している．右側列は，その分析項目

で使用される分析機器を示している．中央列の丸付き数

字と右側の丸付き数字はリンクしている．

図 6　使用時間に伴う全酸価値変化の概略図

（A）R&O 作動油；（B）AW 作動油．

表 3　鉱油系作動油の管理基準＊2（潤滑通信社：ジュンツウネット参照）

項　目 管理基準値 評価の内容

動粘度　mm2/s 40 ℃ 新油比±10 ％ 以内 異種油の混入，作動油の劣化

酸価　mgKOH/g 降下後の上昇値 0.5 以下＊ 添加剤の消耗度合い，酸化劣化

水分　vol％ 0.1 以下または白濁のないこと 水分の混入

汚染度　mgKOH/100 mL
（0.8 mm フィルタ）

10 以下（サーボ系の場合は NAS 8 級）
ごみ，摩耗粉などのきょう雑物作動油の

劣化・変質物の生成

色相（ASTM） 著しく変化のないこと 熱，酸化劣化，異物の混入

＊亜鉛系耐摩耗型作動油の場合
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4　ま　と　め

機械状態監視と状態基準保全にはオイル分析が重要と

述べてきたが，オイル分析だけでは機械の安定稼働を維

持することはできないのは御承知の通りである．オイル

の清浄度を保つためにはフィルトレーションが不可欠で

あり，酸化防止には目的に合わせた添加剤入りの油を使

用することが求められる．さらに，湿度，油温，水分，

空気，金属摩耗粉の監視も重要である．一般管理基準値

は参考であって万能な数値ではない．機械装置ごと，油

種ごと，使用条件で様々に管理基準値は異なる．オイル

分析を有効な機械状態監視の手段にする為には新油時か

らの継続分析で，より現場に即した感度の高いオイルか

らの情報を活用して頂くことを望むものである．

● ●

山中 克浩（Katsuhiro YaManKa）

東京オイルアナリスト株式会社（〒329─

4423 栃木県栃木市大平町西水代2531─1）

E─mail : yamanaka@tokyo-oilana.com

表 4　オイル分析による機械状態監視とトラブル解決

会社ホームページ URL：
www.tokyo-oilana.com
関連製品ページ URL：

www.tripl-r.com
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● 誘導結合プラズマを利用した

マイクロプラスチック計測

直径 5 mm 以下の微小プラスチックであるマイクロプ

ラスチック（MPs）は，スクラブ剤として配合されたマ

イクロビーズ（1 次 MPs）や，使用されたプラスチッ

クの一部が環境中に放出されて，紫外線や波浪などに

よって微細化した破片（2 次 MPs）を指す．MPs の存

在は，これまでに河川や海域において広く確認されてい

るが，飲食物においても確認されているため，水圏環境

のみならず人体への影響も懸念されている．MPs の計

測には，主にラマン顕微鏡法やフーリエ変換赤外分光法

（FTIR）などが用いられてきたが，2020 年以降，誘導

結合プラズマ（ICP）を利用した計測が試みられてきた．

なかでも，寺本らが開発した時間・空間分解 ICP 発光

分光分析法（ICP-OES）1）は，ICP 中で分解・原子化し

た MPs の原子発光を時間・空間分解計測できる点で特

筆に値する．

一般的な ICP-OES では，噴霧器及び気化室を使って

直径 10 µm 以下の試料液の微細液滴を発生させ，それ

を横向き又は上向きプラズマトーチで発生させた ICP
に連続的に導入し，ICP 中で励起された原子・イオンか

らの発光を，分光器を通して光電子増倍管又は半導体検

出器で検出する．それにより，得られた発光スペクトル

の波長及び強度からそれぞれ元素の定性，定量を行う．

一方，寺本らが開発した時間・空間分解 ICP-OES では，

単分散マイクロドロップレット発生器を使って直径 50

µm の粒子分散液の微細液滴を発生させ，それを下向き

プラズマトーチで発生させた ICP に間欠的に導入し，

ICP 中で励起された原子からの発光を，分光器（ダブル

モノクロメーター）及び光増幅器を通して高速度カメラ

で検出する．それにより，原子発光の位置と発光スペク

トルを µs レベルの時間分解能で同時計測でき，その発

光特性から粒子の元素組成，粒子径，構造などの分析を

行う．プラズマトーチを下向きにしたことで，液滴がガ

ス流及び重力によって安定して ICP に到達できるため，

従来よりも高い再現性で計測を行うことができる．実際

に，疑似 MPs として用いた市販の直径 1.5 µm 及び

3 µm のポリスチレンビーズの水分散液を ICP に導入し

た結果，ビーズの主成分である炭素の原子発光スペクト

ルの時間変化は粒子径に依存的であり，また発光強度の

立方根の分布は，ビーズ製造元が報告する粒子径分布と

よく一致した．このように本法は，MPs の元素組成を

推定できるだけでなく，MPs 由来の炭素の発光強度か

ら，真球仮定した粒子径分布を推定できるため，今後，

飲料水や環境水などの様々な水試料中の MPs への応用

が期待される．

1） Y. Teramoto, H. Kim : J. Anal. At. Spectrom., 36, 1594（2021）.
〔産業技術総合研究所　宮下 振一〕

● 血管再現マイクロ流体デバイスの進化

血管は，全身へ栄養や酸素を運搬し，老廃物を回収す

る重要な役割を担っている．臓器機能や薬剤応答性の研

究においては，物質輸送により組織や細胞の機能を維持

する血管を有するモデルを用いることで，より生体内に

近い環境で評価することができる．しかし，臓器や組織

周辺に血管を有するモデルの一つとして挙げられる in 
vivo 試験を，繰り返し実施することは倫理的観点から困

難である．そこで，生体内環境を生体外に模倣可能なマ

イクロ流体デバイスを用いて血管網を再現する評価系に

ついて研究されてきた．ここでは，マイクロ流体デバイ

スを用いた血管網の再現から，その応用に至るまでの進

化の過程について紹介する．

血管が物質輸送の役割を果たし組織や細胞の機能を維

持するには，三次元的な管状構造を有する灌流可能な血

管を形成する必要がある．Yeon らが開発した Laddar 構

造のマイクロ流体デバイスでは，血管を構成する細胞と

血管形成を促進する細胞を共培養することで，初めて灌
かん

流可能で実用的な血管モデルを作製した1）．形成した血

管に試薬を導入することで，管腔をもち耐久性のある灌

流可能な血管であることが確認された．

さらに梨本らが開発したマイクロ流体デバイスでは，

血管モデルと三次元細胞凝集体のがんモデルを組み合わ

せることで，がん細胞周囲での血管形成過程を再現する

ことに成功した2）．がん細胞周辺の血管網は，薬物送達

やがん細胞の発生や進行に影響を与える．本デバイスで

は，細胞凝集体と血管網の接続や，血管の管腔構造を通

した物質輸送が初めて可能となった．また，血管を介し

た薬剤投与により，がん細胞の変化や薬剤の有効性が評

価された．

がん細胞以外にも，血管が細胞の生存率や機能性に影

響する例が存在する．Bonanini らは，梨本らが開発した

モデルを応用し，ヒト肝臓組織を模倣した三次元細胞凝

集体と微小血管を接合するマイクロ流体デバイスを開発

した3）．細胞凝集体と血管の接合に成功し，さらに免疫

抑制剤投与により静脈閉塞性疾患モデルを構築した．

これらのデバイスを用いた評価は，血管新生評価や血

管に関与する疾病の研究において応用が期待される．さ

らに血管のみならず，血管と接続した細胞や組織との複

合的な評価により，多種多様な臓器の機能評価や薬剤ス

クリーニングへの適用が期待される．

1） J. H. Yeon, H. R. Ryu, M. Chung, Q. P. Hu, N. L. Jeon : Lab 
Chip, 12, 2815（2012）.

2） Y. Nashimoto, R. Oka, S. Hanada, Y. Arima, K. Nishiyama, 
T. Miura, R. Yokokawa : Biomaterials, 229, 119547（2020）.

3） F. Bonanini, D. Kurek, S. Previdi, A. Nicolas, D. Hendriks, 
S. de Ruiter, M. Meyer, M. Clapés Cabrer, R. Dinkelberg, 
S. B. García, B. Kramer, T. Olivier, H. Hu, C. López-Iglesias, 
F. Schavemaker, E. Walinga, D. Dutta, K. Queiroz, K. Domansky, 
B. Ronden, J. Joore, H. L. Lanz, P. J. Peters, S. J. Trietsch, 
H. Clevers, P. Vulto : Angiogenesis, DOI: 10.1007/s10456-
022-09842-9, in press.

〔東北大学大学院環境科学研究科　今野 杏〕
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ハイブリッドロケットは，高頻度な打上需要が見込ま

れる観測ロケット，そして新宇宙探査機や有人飛行用ロ

ケットに対応する次世代型推進機として注目されてい

る．パラフィン等に代表される低融点ポリマーを固体燃

料に用いることで従来の熱硬化性樹脂燃料と比較して優

れた燃料後退速度（燃料の消費速度）を獲得したが，い

まだ実運用に耐える十分な燃料後退速度が得られていな

いこと，そして推進剤性能を左右する燃焼効率の低さが

現在の課題である．それゆえ，固体燃料のガス化に着目

した燃料組成の改善の観点から，熱分解挙動の解明およ

び燃焼機構の確立は必須である．そこで本研究では，パ

ラフィンを主成分とし，燃料の大型化に求められる十分

な機械的物性と接着性を有する低融点熱可塑性樹脂

（low-melting-point thermoplastic, LT）燃料の熱分解挙動

に着目し，境界層拡散火炎の燃焼機構にかかわる相変

化・熱分解プロセスの解明を目的とした．多成分系熱可

塑性樹脂の熱分析は複数の現象が同時に発生することで

解析を困難にさせるため，一般的な手法に視覚的計測を

取り入れ，形状や色の変化など直接的な情報から相変化

反応の詳細な評価を実施した．さらに，高温環境で急速

に加熱される固体燃料表面の熱分解生成物は反応活性が

非常に高いことが予想されるため，イオン付着イオン化

質量分析法を用いて熱分解ガスをダイレクトに測定する

発生気体分析を実施した．これらの実験から気泡発生を

含む相構造と急速加熱環境特有の芳香族炭化水素を含む

熱分解生成物の存在を明らかにし，LT 燃料表面の相変

化・熱分解プロセスを議論した．以下に各章の概要を述

べる．

第 1章“序章”　では，ハイブリッドロケットに用い

られる固体燃料の特徴および現在の課題を概説し，本研

究の目的と意義について述べた．

第 2章“ハイブリッドロケット燃料”　では，実用的

な固体燃料に求められる事項を述べたうえで，それらの

要求事項を満たす LT 燃料の特徴を説明した．

第 3章“熱分析と発生気体分析”　では，燃焼中の燃

料表面近傍で発生する溶融，ガス化，そして燃焼に至る

相変化プロセスの解明を目的として，熱分析，発生気体

分析および速度論解析を実施した．試料観察技術やダイ

レクトな質量分析手法を用いて，多成分系燃料かつ熱可

塑性樹脂である LT 燃料の相変化挙動と発生ガス挙動を

明らかにした．LT 燃料は大気圧・不活性雰囲気下にお

いて「固相→溶融層→気液二相→気相」に至る熱可塑性

樹脂特有の相変化挙動を有すると結論付けた．また発生

ガスの挙動から，気液二相で観察された気泡は LT 燃料

の構成成分であるポリスチレン系エラストマやキシレン

樹脂由来の熱分解生成物であることが示された．

第 4章“LT燃料の温度場・火炎温度測定”　では，

ラボスケールのモータ内部で燃焼する固体燃料の燃料表

面近傍の温度プロファイルを測定し，境界層拡散火炎を

形成する燃料表面は最大 1.4×104 k s－1 で急速に昇温さ

れることを明らかにした．また複数の測定手法を用いる

ことで，燃焼室圧力 2.0 MPa の高圧条件下では断熱火

炎温度 3200 K に対して 17 ％ 低い火炎温度を持つこと

を明らかにし，推進剤性能の低下を招く一因であると結

論付けた．

第 5章“LT燃料の急速加熱実験”　では，第 4 章で

明らかとなった急速加熱環境を模擬した熱分解実験を実

施し，LT 燃料のメイン成分であるパラフィンオイルの

急速熱分解プロセスについて考察した．第 3 章に示す

従来の加熱環境における発生気体分析では m/z 200 以

上の MS ピークが検出されていたが，5.0×103 K s－1 以

上の急速加熱環境では m/z 100 前後の炭化水素のガス

発生が認められた．これは，パラフィン系の燃料表面で

生成が予想される C1 種や C2 種と比較して高い m/z で

あった．さらに，ベンゼンやスチレンなどの芳香族炭化

水素を含む熱分解ガスが発生することを本実験から明ら

かにした．

第 6章“LT燃料の相変化・熱分解プロセスの考察”
では，第 3 章から第 5 章の成果を踏まえて，LT 燃料表

面の相変化・熱分解プロセスを考察した．熱可塑性樹脂

である LT 燃料は，従来の固体推進薬の燃焼構造と比較

博士論文要録
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して，溶融層を無視できない厚さで形成することが明ら

かとなった．さらに気相火炎帯の燃料過多領域で生成さ

れる m/z 100 程度の炭化水素と芳香族炭化水素の存在

を明らかにした．さらに，境界層拡散火炎を伴う燃料表

面の分子拡散および乱流拡散の観点，そして低融点系燃

料に共通する燃料表面の形状変化の特徴から，ベンゼン

を含む熱分解生成物の一部は未燃の状態で燃焼器外部に

排出される可能性が十分にあると結論付けた．この結果

を踏まえ，推進剤の性能を表す特性排気速度向上にむけ

た燃料開発の提案を行った．

第 7章“総括”　では本論文を総括し，本研究で用い

た分析化学的手法が他の炭化水素系を用いたハイブリッ

ドロケット燃料の燃焼機構の調査に応用できることを示

し，急速加熱環境下の発生気体分析が燃焼シミュレー

ションの精度向上に大きく寄与すると結論を述べた．

公 表 論 文

1） A. Banno, Y. Wada, Y. Mishima, T. Tsugoshi, N Kato, K. Hori, 
R. Nagase : Int. J. Energ. Mater. Chem. Propul., 18, 4（2019）.

☆
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Hybrid rocket is considered the next-generation propulsion system for sounding rockets, new space probes, and 
human-crewed flight rockets.  Paraffin-based multi-component thermoplastic fuel has a higher regression rate than 
conventional thermosetting fuel.  However, its suitable regression rate for real operation has not been determined and 
its combustion efficiency, which affects propellant performance, is still low.  Therefore, in this study, we focused on the 
pyrolysis of paraffin-based low-melting-point thermoplastic (LT) fuel to elucidate its phase changes and pyrolysis 
processes.  To analyze the multiple phenomena that occur when heating multi-component thermoplastics, a detailed 
evaluation of the phase changes was conducted by incorporating visual observation into the conventional method.  It 
was found that LT fuel has the phase-structure characteristics of thermoplastics, forming a melted layer of non-negligible 
thickness under an inert environment at atmospheric pressure.  Furthermore, since the pyrolysis products on rapidly 
heated surfaces are sensitive to secondary reactions, the analysis of evolved gases was conducted using ion attachment-
mass spectrometry, which analyzes gases non-destructively.  The pyrolysis gases detected included benzene and styrene 
under rapid heating conditions.  This paper discusses the phase changes and pyrolysis processes occurring on the surface 
of LT fuel based on thermal analysis, evolved-gas analysis, and flame-temperature measurements.
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富山県立大学工学部医薬品工学科の大坂一生先生より

バトンを受け取りました，帝京大学理工学部バイオサイ

エンス学科の榎元廣文と申します．大坂先生とは約 7

年前，FT-ICR タイプの質量分析イメージング装置を利

用させていただいたのが縁で知り合いました．超高性能

の装置を体感させていただき，ありがとうございまし

た．ポストコロナに入ったこの初夏の対面学会で本リ

レーエッセイのお話をいただき，お引き受けさせていた

だくことにしました．

実は私はこの夏に日本分析化学会の会員になったばか

りで本リレーエッセイが学会デビューになりますので，

ここでは自己紹介も兼ねて，私の研究経歴を振り返って

みたいと思います．私は現在，帝京大学で食品科学研究

室を主宰しており，「食品科学分野への質量分析イメー

ジングの応用展開」に関する研究に取り組んでいます．

そもそも，私が質量分析イメージングに出会ったのは約

13 年前，浜松医科大学分子イメージング先端研究セン

ター分子解剖学研究部門（教授 瀬藤光利先生）に応募

したのがきっかけです．なぜ，こちらに応募したかと申

しますと，私は鹿児島大学大学院連合農学研究科で食品

化学研究室（教授 青木孝良先生）に所属して食品に関

する研究を行っていたのですが，質量分析を行ったこと

はありませんでした．一方で，食品の研究でも何らかの

分析技術でデータを取得する必要があり，測定対象分子

の種類によって分析法を使い分けていました．当然，多

くの知見を得るためには様々な分析技術の習得が必須で

すので，当時から分析技術の重要性を強く認識していま

した．また，その当時，食品の研究で蛍光顕微鏡による

イメージングの利用がみられるようになり，イメージン

グという分析技術に興味を持っていました．このような

中，浜松医科大学で質量分析を使ったイメージングとい

う，これまで聞いたことのない分析技術で農学系の研究

を行うポスドクの募集を知り，直感的に大きな可能性を

感じて当時，同大学におられた財満信宏先生（現近畿大

学農学部 教授）のおかげもあり，運良くお仲間に入れ

ていただきました．

実際に質量分析イメージングをやって感じたのは，質

量分析が質量というすべての分子種が持つ性質を検出す

るものであること，また，イメージングだけでなく成分

分析に不可欠な定性や定量まで出来る可能性があるとい

う，それまで私の修得していた分析技術からしたら驚く

ほど汎用性の高い技術であるということです．結果，質

量分析イメージングだけで食品成分の分析に重要な多く

のことが出来てしまうと考え，より強い興味を持つよう

になりました．

帝京大学に異動後は，質量分析イメージングを使って

自分のホームである食品の研究をしたいと思い，始めに

装置の導入に励みました．周りの方々のサポートや若さ

ゆえの勢いもあって，現在では 2 タイプの質量分析イ

メージング装置を保有しています（図 1）．また，最近

は大学の国際化が求められておりますが，この技術のお

かげでスペイン，バスク大学の研究者と新たなネット

ワークも生まれ，この縁がきっかけで，この 10 月より

バスク大学大学院を修了したスペイン人のロレアさんに

ポスドクとして来ていただいております．まさか海外生

活の経験のない私が欧州の方をポスドクとして受入れる

日が来るとは，数年前は夢にも思っておらず，人生は本

当に面白いなと感じております．

一方で，このような研究では高額な装置が必須になり

ますが，装置は導入だけでなく，維持も大変だと感じて

おります．また，装置は数年おきに，より高性能なもの

が出てきます．本研究の継続に向けて前途は決して平坦

ではありませんが，今後も学生さんとワクワクするよう

な食品研究が続けられるよう，日々，しっかりと準備を

していきたいと思っています．

次にバトンをお渡しするのは，東京大学農学部分析化

学研究室の鈴木道夫先生です．鈴木先生は「生体鉱物形

成における分子機構の研究」に取り組んでおられ，多く

の興味深い研究成果を上げてこられています．今回，本

学理工学研究科長の作田庄平先生にご紹介いただいたの

ですが，初めてコンタクトさせていただいたにもかかわ

らず快くお引き受けくださいました．これも新たな縁に

なると期待しております．それでは鈴木先生，何卒よろ

しくお願い申し上げます．

〔帝京大学理工学部　榎元 廣文〕

図 1　保有する質量分析イメーシング装置

リレーエッセイ

大学教員になって早12年目
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談 話 室
■

日本企業のキレート樹脂

日立ハイテクサイエンス製キレート樹脂 NOBIAS Chelate-

PA1 は，親水性メタクリレートにエチレンジアミン三酢酸基

とイミノ二酢酸基を修飾したキレート吸着剤である．私が初め

てこの樹脂を知ったのは，同社技師による日本分析化学会での

口頭発表であった．私は，エチレンジアミン三酢酸基は

EDTA と似た構造であり，ひとつの金属イオンに対して最大

5 配位できるので，この樹脂が海水中微量金属の濃縮分離に適

しているのではないかと考えた．それまで私たちは 8─ヒドロ

キシキノリン基を有するキレート樹脂を海水分析に応用してい

た．当時の修士学生漆原聖平君に二つのキレート樹脂の比較検

討を行ってもらった．同君はカラム抽出法で，周期表のほとん

どの元素について濃度 ppm オーダーでの捕集率と試料溶液 pH

の関係を調べた．その結果，NOBIAS Chelate-PA1 は海水中の

アルミニウムやマンガンを定量的に濃縮し，かつ海水中主要成

分を除去できることがわかった．これは，8- ヒドロキシキノ

リン樹脂のみならず従来のほとんどのキレート樹脂では難し

かった．アルミニウムとマンガンは海洋学にとって重要な元素

であるので，私たちは NOBIAS Chelate-PA1 の可能性を追求

することにした．

次の修士学生肥後衣里君と技術職員南知晴君らが，2008 年

に海水中 9 元素（アルミニウム，マンガン，鉄，コバルト，

ニッケル，銅，亜鉛，カドミウム，鉛）の濃縮分離 -ICP-MS

定量法を確立した．NOBIAS Chelate-PA1 は微量金属イオンの

汚染が少なく，また化学的・物理的にきわめて頑丈であり，海

水分析にうってつけであることがわかった．当時，海水中微量

元素の全球分布をあきらかにすることを目的とした国際共同観

測計画 GEOTRACES が始動していた．私たちの方法は，

GEOTRACES のキーパラメータ元素すべてを世界で初めて一

括定量した方法として注目された．分析化学の代表的な英語教

科書でも紹介された．本法はさまざまな元素・同位体に応用さ

れ，NOBIAS Chelate-PA1 を用いる固相抽出は海洋学における

微量金属研究の世界標準となった．私は世界各地の研究者から

依頼を受けて，NOBIAS Chelate-PA1 の入手をお手伝いしてき

た．

その後，私たちの研究室では，南知晴君と修士学生鄭臨潔君

が，平沼産業・日立ハイテクフィールディングと自動濃縮装置

SPE-100 を共同開発し，2015 年に濃縮分離の自動化に成功

した．これにより，作業者の負担が大きく軽減され，また操作

ブランクを低減し，分析精度を高めることができた．私たちは

本法を用いて，太平洋，東シナ海，日本海，オホーツク海，

ベーリング海，北極海，インド洋などで海洋観測を行い，9 元

素の海盆規模の分布をあきらかにし，海洋学に大きな進歩をも

たらしてきた．

しかし，Chelate-PA1 を含む NOBIAS 樹脂のほとんどは，

2022 年かぎりで製造・販売が中止されることになった．私は

日立関係者に海洋学における NOBIAS Chelate-PA1 の重要性

と製造・販売の継続を訴えてきたが，ほとんど効果がなかっ

た．伝え聞くところ，日立はグループ全体として収益事業への

集中を進めており，本決定はその一環であるらしい．また，

NOBIAS 樹脂の仕入れ価格が高騰したことが致命的であった

という．しかし，純粋に学術・科学技術の立場から見ると，

せっかく日本企業が世界に冠たる製品を創り出したのに，それ

をあっさりと切り捨ててしまうのは誠に残念である．

気づいてみると，私の研究室では日本企業の製品はますます

少なくなるばかりである．故松井正和教授が研究室に初めて導

入された二重収束型 ICP-MS は日本電子製であった．二代目

以降は外国製となった．現在，日本企業は二重収束型 ICP-MS

の製造を行っていない．SPE-100 は外国企業の同等機能の製

品に比べて定価が半額以下で優位性があったが，やはり製造中

止となってしまった．先端的な製品や装置は大量販売で収益を

上げるのは難しいだろう．しかし，研究開発の多様性を維持

し，先端的な製品や装置の製造・販売を継続することは，明日

の新しい発展のためには絶対に欠かせないのではないか．大学

において運営交付金の削減と研究費の過度な集中が進み多様な

基礎研究が縮んでいるのと同じような現象が日本企業全体でも

進んでいるように見える．これは日本の将来のために正しい道

だろうか？

〔京都大学化学研究所　宗林 由樹〕

■

生涯分析談話会に寄せて（その 4）

―今と昔―

コロナ禍で 2020 年度から中断していた生涯分析談話会が今

年（2022 年）は行われた．前夜祭（9・13）の翌日には，島

根大学名誉教授の奥村稔先生による講演「穴道湖・中海の話い

ろいろ」と懇親会が行われた．この会は，中村洋先生が分析化

学会長だった 2010 年に発足し，今回は 11 年目だった．中村

先生のメイル（6・19）によれば「金沢大での年会では，（旧）

四高出身者の池田先生や寺田先生らが肩を組んで寮歌を歌われ

た…」とあった．

そのメイルへの返信として筆者は《3 月に永い大学生活にピ

リオドを打ち，3 月から Twitter を始めましたのでご笑読下さ

れば幸甚です》と私信を送った．それに対し《…私共の LC 研

究会の論文誌兼会員誌「LC と LC/MS の知恵」（電子ジャーナ

ル）に原稿を戴けないか．…この機会に，本誌に「人生の達

人」欄（仮称）を設置します．…》との返信があった．そのメ

イルに添付されていた「会員誌」には，2022 年第 1 号の巻頭
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言「漢字は脳の栄養素」（LC 研究懇談会委員長・本誌編集委

員長，中村 洋）もあった．中村先生は生涯分析談話会だけで

なく，LC 研究懇談会をも発足されたことを知り，改めてつく

づく感心した．それは学会の役割には「会員相互の親睦懇親」

もあるからである．

特に分析化学会は，いろいろな分野（＝理・工・農・薬・医

など）の研究者から構成されているから，会員相互の親睦・懇

親の意義は大きい．しかし実際には難しいことなので，生涯分

析談話会の発足・実行を評価したい．そして今後もずっと継続

することを願いたい．

さて今回，第 71 年会の懇親会も盛会だった．恒例のご当地

の余興「八岐大蛇」は迫力満点だった

今から 30 年前（1992・9・12）の懇親会が筆者の脳裏から

湧いて出てきた．

講演会場は同志社大学田辺キャンパスで行われたのだが，懇

親会場は，奈良の新公会堂（ビッグルーフと通称）で開催され

た．恒例の「余興」は《奈良女子大生のモダンダンス》に決

まった．しかしそれが奈良にご当地自慢とは誰も考えないので

相当に不安だった．それなのに，なぜ？に応えたい．それは前

年に知人のゴミス教授（スペイン人で京大化学研究所に短期滞

在者）を，奈良女大学祭に案内した際，モダンダンスを観て，

彼が大喜びしたからだった．

この《ダンス》は大学生（18～22 歳ほどの女学生ギャル）

が大音響ミュジック下で野性的 acrobatic（？）に踊りまくるも

のだった．が，当初の不安を払拭して（？）大うけしたよう

だった．一方，女の先生からは「まあハシタナイ！」との声も

あった．

その翌年の学会で『あの同志社大の学生のダンスはよかっ

た！』と何名かの先生から声をかけられた．その都度，『同志

社大ではありません．奈良女大ですよ !』と言い返した．そし

て思った．《奈良女大のような「かたい」イメージと，同志社

大のような「モダン」なイメージ！》の思い込みがなんと強い

ことゾ！と．

最後に付記したいことがある．「年会」担当をしていた久米

さんも「大喜び！」者中のお一人だった．それから数年後の学

会で，ふと本部の方に久米さんはお元気？と尋ねたら，「残念

ながらお亡くなりになった」といわれ本当にビックリした．

今回，分析化学会本部に確認したところ，「久米宗史，1974

年から学会に勤務され 1995 年の夏に 46 歳で死亡」の記録が

あるとの回答があった．ここに改めて故久米さんのご冥福を祈

りたい．

奈良女子大では卒後 30 年会が毎年開催され，その席で「あ

のダンス踊った…」と名乗った卒生がいた．ああ！懐かしい！

ウブ・ムクな学生の頃だったね！と笑い合った．これも生涯分

析のひとコマではなかあろうか．

　〔日本分析化学会名誉会員，

奈良女子大学・奈良学園大学名誉教授　木村 優〕

インフォメーション
◆

第 27 回高分子分析討論会

2022 年 10 月 27 日（木）と 28 日（金）の 2 日間の日程で，

名古屋国際会議場白鳥ホールにおいて，日本分析化学会高分子

分析研究懇談会の主催により，第 27 回高分子分析討論会が開

催された．本討論会は新型コロナウイルス感染症（COVID-19）

の影響により第 25 回と第 26 回がオンラインで開催されてお

り，現地開催は 2019 年 10 月につくば国際会議場で開催され

た第 24 回以来となった．今回は with コロナ対策として会場

のレイアウトを例年より大きく変更し，ポスターボードの数を

半分に減らしてポスターセッションの回数を倍に増やすことで

密を避けて実施した．これにより口頭セッションの座席も例年

より広くとることができた．しかし限られた開催日程の中で，

本討論会の目玉である 2 分半のショートプレゼンテーション

をオンライン配信とせざるを得ず，懇親会を実施できなかった

ことが残念であった．来年になるか再来年になるか見通しは立

たないが，after コロナではショートプレゼンテーションと懇

親会を復活できればなによりである．

今回の討論会には 334 名が参加し，特別講演 2 件とポス

ター発表 87 件が行われ，協賛企業のうち 18 社が展示を行っ

た．参加者数と発表件数はこれまでオンライン開催により減少

傾向であったが，今回はおおむねコロナ前の水準に戻った．ポ

スター発表や企業展示では活発な討議や相談が行われ，それ以

外にも会場内で朗らかに雑談する光景が例年より多かったよう

に感じた．オンラインでの面識はあるが，実際に対面するのが

初めてというケースも多かったようで，名刺交換も活発に行わ

れ，あらためて現地開催の意義が再確認された．

写真　懇親会の余興「昔と今」

1992・9・12（上）と 2022・9・15（下）
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初日午前は実行委員長である森田成昭（大阪電気通信大学）

から開会挨拶があった後にポスター発表Ⅰが行われ，昼休みを

挟んだ後に午後は特別講演Ⅰとポスター発表Ⅱが行われた．特

別講演Ⅰは名古屋工業大学の大谷肇先生により「高分子分析討

論会との関わりを振り返って」と題した講演が行われた（写

真）．大谷先生は 1996 年に開催された第 1 回から本討論会に

深く関わってこられ，立ち上げの経緯，これまでの国内外での

動向，今後への期待が示された．

2 日目は午前にポスター発表Ⅲが，午後にポスター発表Ⅳと

特別講演Ⅱが行われた．特別講演Ⅱは産業技術総合研究所の佐

藤浩昭先生により「サプライチェーンの擦り合わせ力強化のた

めの材料診断技術」と題した講演が行われた．本討論会は企業

からの参加者が多いのが特徴であるが，サプライチェーンの

「川上」（素材メーカー），「川中」（部品・材料メーカー），「川

下」（製品メーカー）を俯瞰的に捉えて問題解決を行ってきた

佐藤先生のこれまでの取り組みと，参加者への提言が示され

た．

また閉会時には，87 件の研究発表に対して審査委員の選考

による「審査委員賞」4 件と参加者全員の投票による「ポス

ター賞」4 件が選出され，表彰と副賞が授与された．以下に受

賞した研究発表の演題と演者を記す．

◆審査員賞

「 MALDI-MS 及び熱分解 GC-MS によるポリブタジエンの

加硫反応機構の解析」，稲葉主斗（名工大院）

「合成高分子材料のイメージング質量分析における走査電子

顕微鏡で作成した機械学習モデルを用いた画質改善と統計

解析への活用」，佐藤貴弥（日本電子㈱）

「二次元ラマン相関マッピングによる樹脂－フィラー間の界

面状態の分析」，新澤英之（産総研）

「和周波発生分光法を用いた熱可塑性樹脂/石英界面の分子配

向分析」，犬束　学（産総研）

◆ポスター賞

「 GC-TOFMS スペクトルに対する機械学習を用いた構造解

析手法の高分子材料への応用」，生方正章（日本電子㈱）

「 MI を指向した分析データの Python による取り扱いと活用

例」，半村和基（旭化成㈱）

「 GC-TOFMS スペクトルに対する機械学習を用いた構造解

析手法の開発」，久保　歩（日本電子㈱）

「 DOSY-NMR を用いた両親媒性シリコーンの詳細構造解

析」，石田明子（花王㈱）

次回は 2023 年 11 月 9 日（木）と 10 日（金）の 2 日間の

日程でつくば国際会議場において第 28 回高分子分析討論会を

開催する予定です．そのときにはコロナ禍が収束していること

を願いますが，再度，オンライン開催となる可能性もあること

をご了解いただけましたら幸いです．

最後に，本討論会の開催にあたり，企業協賛いただいた，i-

NEAT ㈱，アジレント・テクノロジー㈱，伊勢久㈱，インフォ

コム㈱，㈱エス・ティ・ジャパン，㈱島津製作所，スペクト

ラ・フォーラム，㈱ディジタルデータマネジメント，東ソー

㈱，日本ウォーターズ㈱，日本電子㈱，日本分析工業㈱，

NETZSCH Japan ㈱，㈱バイオクロマト，浜松ホトニクス㈱，

㈲ヒューズ，ブルカージャパン㈱，フロンティア・ラボ㈱，

LECO ジャパン合同会社の各社に深く感謝いたします．

〔大阪電気通信大学　森田 成昭〕

◆

第 379 回ガスクロマトグラフィー研究懇談会

講演会・見学会

2022 年 10 月 28 日（金），東京都立産業技術センター（以

下，都産技研）において，標題の講演会・見学会が開催され

た．2019 年以来，コロナ禍で延期となっていたが，この度，

参加人数を約 30 名に限定して開催された．今回の会場となっ

た都産技研の本部は，ゆりかもめテレコムセンター駅からすぐ

のところにあり，道路を挟んで隣にフジテレビ湾岸スタジオが

ある．見学会当日は爽やかな秋晴れで，都産技研の建物前では

テレビ撮影が行われ，参加者はそれを横目に見ながら，都産技

研に集うこととなった．

GC 懇委員長の佐藤先生（長崎国際大）の開会挨拶後，都産

技研・計測分析技術グループ長 林　英男氏から都産技研につ

いて，ご紹介いただいた．都産技研は東京都が設立した公設試

験研究機関ということで，中小企業の振興を図るため，企業か

ら多くの技術相談や依頼試験などを受けているとのことであっ

た．参加者から東京都以外の企業でも技術相談等ができるのか

とのご質問があり，都産技研では東京都以外の企業からも相談

等を受けていること，また，その際の料金は企業の規模に応じ

て設定されているため，東京都以外の企業でも都内の企業と変

わらない金額で利用できる旨，ご回答があった．

都産技研のご紹介の後，都産技研・計測分析技術グループ　

木下健司氏から「熱分解装置を応用した GC による技術支援

～異物分析，成分調査，不具合調査～」というタイトルでご講

演いただいた．木下氏が前年度，企業等から受けて GC を活

用した相談案件の約 9 割で熱分解装置が利用されていたとの

ことで，工夫した点を交え，様々な活用例についてご紹介が

あった．特に混合物など複雑な組成の試料で，熱分解装置が実

用的で強力な手法になるということで，熱分解生成物とその由

来との関連付けが重要になるとのことであった．折り良く「ぶ
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んせき」誌の 2022 年 10 月号の＜解説＞に木下氏が「異物分

析における熱分解ガスクロマトグラフィー質量分析法の活用」

というテーマでご執筆されており，本講演内で紹介された．

続いて，都産技研・墨田支所　佐々木直里氏から「におい嗅

ぎ GC/MS による技術支援～異臭分析，クレーム解析，研究事

例の紹介～」というタイトルでご講演いただいた．都産技研で

は異臭に関する相談は，佐々木氏が所属する墨田支所で対応し

ており，担当者は皆，臭気判定士の資格を有しているとのこと

であった．相談内容としては，カビ臭の相談が多いとのことで

あったが，カビ臭原因物質は木製パレット等からの汚染事例が

多く報告されていることから，関連業者に対してこのような事

例についてもう少し周知する必要があると強調されていた．ま

た，実際にはカビ臭が原因ではないにもかかわらず，いつもと

違うにおいがするとカビ臭と思い込んでしまう事例も多いとの

ことであった．講演内では依頼試験以外にも，セミナーの開催

や共同研究により企業を技術支援している事例が紹介された．

休憩を挟んだ後，都産技研・材料技術グループ　染川正一氏

から「触媒開発支援におけるマイクロ GC の活用」というテー

マでご講演いただいた．触媒開発は設備や試験にお金や人手が

かかるため，大手の企業が中心となっているが，都産技研で

は，なるべく簡便かつ確実な方法で触媒の活性を評価し，中小

企業を支援しているとのことであった．講演内で触媒評価にマ

イクロ GC を用いる利点が紹介され，少ない分析量でも感度

良く測定できる点，2 ～ 3 分程度で分析可能である点，長時間

の反応でも自動化により容易に追従できる点が挙げられてい

た．活用例としては，熱では 1000℃以上が必要な水の分解に

ついて，光触媒を用いて室温で分解を評価した事例等が紹介さ

れた．

講演会終了後，4 グループに分かれて所内を見学した．今回

の会場となった都産技研本部は 2011 年 3 月に臨海副都心青

海地区に開設されたとのことであったが，10 年以上が経過し

ているとは思えないほど，綺麗な施設であった．講演会で異物

分析についてご講演いただいた木下氏が所属される有機機器分

析室では，実際の異物試料を見せていただいたが，目を凝らさ

ないと分からないほど，小さい異物もあり，このような異物分

析は苦労が多いのではないかと思われた．また，放射線応用の

研究室では，大型の X 線透過試験室があり，試験室に入れば，

大型の試料や重量物試料でも撮影可能とのことであった．ユ

ニークな測定試料としては刀剣があり，「継ぎ茎（つぎなかご）」

という作刀者の銘が切ってある茎にそれとは異なる刀身を継ぎ

合わせる偽装手法の調査で使用されるとのことであった．見学

に行く先々で機器や設備が非常に充実しており，東京都以外の

企業等からも多くの相談が寄せられるというのも納得であっ

た．

見学会終了後，GC 懇委員長の佐藤先生からの閉会挨拶があ

り，解散となったが，その後も会場内で講師と熱心な参加者と

の間で活発な情報交換が行われた．参加人数を限定して久しぶ

りに開催された見学会であったが，対面で開催されるイベント

の良さが感じられた会であった．最後に，本見学会・講演会に

ご協力及びご参加いただいた皆様に心より感謝申し上げます．

〔東京都健康安全研究センター　坂本 美穂〕

◆

2023 年の表紙デザインについて

本年の表紙デザインは以下のとおりです．制作者から寄稿い

ただいた文面もあわせて掲載いたします．

表題「ポーラログラフ開発 100周年に向けて」

原案製作：金沢大学　永谷 広久

1922 年にチェコスロバキアの Jaroslav Heyrovský（カレル大

学，プラハ）によって滴下水銀電極の電気化学分析における有

用性が見いだされ，ポーラログラフィーの歴史がはじまりまし

た．後に京都帝国大学農学部教授となる志方益三は，1923 年

から Heyrovský のもとで滴下水銀電極を用いた研究に取り組

み，1924 年には電流─電圧曲線の自動記録が可能な分析装置

“ポーラログラフ”を開発しています．定性分析と定量分析の

両面で利用できるポーラログラフィーは基礎から応用まで幅広

い分野で活用され，Heyrovský は 1959 年にノーベル化学賞を

受賞しました．近年は，水銀の使用に対する世界的な規制強化

や高性能な固体電極の開発などによって分析法としての重要性

が低下したものの，ポーラログラフィーの概念は現代の電気化

学分析法に受け継がれ，装置としてのポーラログラフも自動化

が進む機器分析の先駆けとして歴史に名を残しています．

2023 年の表紙は，開発から 100 周年を迎えようとするポー

ラログラフを題材とし，特徴的な滴下水銀電極と電流－電圧曲

線，Kohlrausch drum（ポテンショメータ・ドラム）をデザイン

したものです．

「ぶんせき」には新旧問わず様々な分析法の原理や応用例を

分かりやすく解説した記事が掲載されています．その時々に

よって必要とされる方法論は変遷していきますが，本誌が分析

化学分野の動向を把握するための情報誌としての役割を果たせ

るよう，魅力ある記事をお届けしていきたいと思います．

〔「ぶんせき」編集委員会〕

都産技研センター紹介時の講演会場の様子
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　日本分析化学会の機関月刊誌『ぶんせき』の再録集 vol. 3 が出版されました！　初学者必見！ 質量分析・同位体分析
の基礎が詰まった 293 ページです．

　本書は書籍化の第三弾として，「入門講座」から，質量分析・同位体分析の基礎となる記事，合計 42 本を再録しました．

　『ぶんせき』では，分析化学の初学者から専門家まで幅広い会員に向けて，多くの有用な情報を提供し続けています．
これまで掲載された記事には，分析化学諸分野の入門的な概説や分析操作の基礎といった，いつの時代でも必要となる手
ほどきや現役の研究者・技術者の実体験など，分析のノウハウが詰まっています．

〈2003年掲載　1章　質量分析の基礎知識〉 
1.　総論

2.　装置

3.　無機物質のイオン化法

4.　有機化合物のイオン化法

5.　ハイフェネーテッド質量分析 I
6.　タンデムマススペクトロメトリー

7.　無機材料の質量分析

8.　生体高分子の質量分析

9.　医学，薬学分野における質量分析法

10.　食品分野における質量分析法

11.　薬毒物検査，鑑識分野における質量分析法

12.　環境化学分野における質量分析法

〈2009年掲載　2章　質量分析装置のためのイオン化法〉 
1.　総論

2. GC/MS のためのイオン化法

3.　エレクトロスプレーイオン化―原理編―

4.　エレクトロスプレーイオン化―応用編―

5.　大気圧化学イオン化

6.　大気圧光イオン化

7.　レーザー脱離イオン化

8.　イオン付着質量分析

9.　リアルタイム直接質量分析

10.　誘導結合プラズマによるイオン化

11.　スタティック SIMS
12.　次世代を担う新たなイオン化法

〈2002年掲載　3章　同位体比分析〉 
1.　同位体比の定義と標準

2.　同位体比測定の精度と確度

3.　同位体比を測るための前処理

4.　同位体比を測るための分析法

5.　生元素の同位体比と環境化学

6.　重元素の同位体比

〈2016年掲載　4章　精密同位体分析〉 
1.　同位体分析の基本的原理

2.　表面電離型質量分析計の原理

3.　表面電離型質量分析計の特性とその応用

4.  ICP 質量分析法による高精度同位体分析の測定原理

5. マルチコレクター ICP 質量分析装置による金属安定同位
体分析

6.　加速器質量分析装置の原理

7.　加速器質量分析の応用

8. 小型加速器質量分析装置の進歩と環境・地球化学研究への
応用

9.　二次イオン質量分析装置の原理

10. 二次イオン質量分析計を用いた高精度局所同位体比分析手
法の開発と応用

11.　精密同位体分析のための標準物質

12. 質量分析を用いた化合物同定における同位体情報の活用

　なお『ぶんせき』掲載時から古いものでは 20 年が経過しており，執筆者の所属も含め現在の状況とは異なる内容を含
む記事もありますが，『ぶんせき』掲載年を明記することで再録にともなう本文改稿を割愛しました．これらの点につい
ては，執筆者および読者の方々にご了承いただきたく，お願い申し上げます．

　日本分析化学会の機関月刊誌『ぶんせき』の再録集 vol. 2 が出版されました！　初学者必見！ 正しく分析するための
241 ページです．

　本書は書籍化の第二弾として，「入門講座」から分析試料の取り扱いや前処理に関する記事，合計 36 本を再録しました．

　『ぶんせき』では，分析化学の初学者から専門家まで幅広い会員に向けて，多くの有用な情報を提供し続けています．
これまで掲載された記事には，分析化学諸分野の入門的な概説や分析操作の基礎といった，いつの時代でも必要となる手
ほどきや現役の研究者・技術者の実体験など，分析のノウハウが詰まっています．

　本書は下記の二章だてとなっています．

〈1章　分析における試料前処理の基礎知識〉 
1.　土壌中重金属分析のための前処理法

2.　岩石試料の分析のための前処理法

3.　プラスチック試料の分析のための前処理法

4.　金属試料分析のための前処理

5.　分析試料としての水産生物の特徴と取り扱い

6.　食品分析のための前処理法

7. Dried blood spot 法による血液試料の前処理

8.　生体試料のための前処理法（液─液抽出）

9.　生体試料のための前処理法（固相抽出）

10.　環境水試料の分析のための前処理法

11.　大気中揮発性有機化合物分析のための前処理

12.　放射性核種分析のための前処理法

13.　脂質分析のための前処理法

14.　糖鎖分析のための試料前処理

15.　イムノアッセイのための前処理法

16. 加速器質量分析における超高感度核種分析のための試料前
処理法

17.　生元素安定同位体比分析のための試料前処理法

18.　セラミックス試料分析のための前処理法

〈2章　分析試料の正しい取り扱いかた〉 
1.　生体（血液）

2.　生体（毛髪）

3.　金属（非鉄金属）

4.　金属（鉄鋼）

5.　食品（酒類）

6.　医薬品（原薬・中間体・原料）

7.　海水（微量金属）

8.　考古資料

9.　海底下の試料（地球深部の堆積物および岩石）

10.　岩石

11.　食品（農産物の残留農薬）

12.　ガラス

13.　環境（陸水）

14.　温泉付随ガス

15.　透過電子顕微鏡観察の試料調整

16.　環境（ダイオキシン類）

17.　高分子材料

18.　沈降粒子

　なお，『ぶんせき』掲載時から数年が経過しているため，記事の中には執筆者の所属も含め，部分的に現在の状況とは
異なる内容を含むものがあるかもしれません．本書では，各記事の『ぶんせき』掲載年を明記することで，再録にともな
う本文改稿を割愛しました．これらの点については，執筆者および読者の方々にご了承いただきたく，お願い申し上げます．

　本シリーズが化学分析の虎の巻として多くの方に活用されることを願ってやみません．
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 編　集　後　記 

◇新年，あけましておめでとうございます．昨年はウイズコロ
ナの生活や社会活動も新たな段階に入り，本会第 71 年会を
はじめ多くの学会が対面で開催されました．さらに，外国人
の入国規制も緩和され，個人的には国内で行われた国際学会
に二度参加し，海外の研究者と交流できたことは，大変良い
経験でした．今年の干支の「卯」は飛躍の象徴です．皆さん
がコロナ禍の三年間で溜め込んだエネルギーを爆発させて，
大きく飛躍する一年となることを祈念します．
◇今年の入門講座は「分離技術：原理から最新技術まで」で
す．皆さんも研究や業務の中で何かしらの分離技術を利用し
ていることと思います．分析は「別々にして区切りをつける
（分）」「ばらばらに切りはなす（析）」という二字から成る通
り，要素や成分ごとに分けて調べるという行為です．分析化
学の本質とも言える分離技術を今一度，見つめ直していただ
ければと思います．
◇ミニファイルでは「マイクロ・ナノの分析化学」が新たにス
タートします．“マイクロ”や“ナノ”と付く材料や技術は
既に多様な分野に広がっています．本号トピックスでも「マ
イクロプラスチック」，「マイクロ流路」が紹介されていま
す．共通のキーワードを通して他分野の研究へ目を向けてい
ただく機会になれば幸いです．
◇ 1月号より表紙デザインが変わりました．表題は「ポーラロ
グラフ開発 100 周年に向けて」です．ロータリー欄にデザイ
ンの詳しい説明がございますので，ぜひ，ご覧ください．

〔Y. T.〕

「ぶんせき」次号掲載予定

〈と び ら〉

学会の会員構成と持続可能性 津越 敬寿

〈入門講座〉 分離技術：原理から最新技術まで

固相抽出 小池 裕也

〈展　　望〉

科学捜査における微細サンプルのスクリーニングと

非破壊分析の重要性 西脇 芳典

〈ミニファイル〉 マイクロ・ナノの分析化学　

先端的分析化学のためのナノ流体デバイスの

作製技術 小林 丈・許 岩

〈話　　題〉 　　　　　

Lanmodulin：希土類金属イオンを選択的に

結合するタンパク質 半田 友衣子
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IR イメージングシステム

Spotlight 400

各測定モードの測定波数範囲

0.7

14700 4000 2000 350

2.5 5 28 µm

 cm-1650

15

Macro-NIR

Micro-NIR
NIR-imaging

Macro-MIR

Micro-MIR
MIR-imaging

中赤外から近赤外まで 1システムで対応
• マクロ中赤外＋近赤外
• 顕微中赤外＋近赤外
• 中赤外イメージング＋近赤外イメージング

イメージングの特長
• ピクセルサイズの選択（6.25 µm, 25 µm, 50 µm）
• ATRイメージング（最小 1.56 µm/ピクセルの空間分解能を実現）

低波数 650 cm-1（透過・反射）までの
イメージング測定が可能

100 µm×100 µmから 50 mm×50 mmまでの
イメージング領域を任意に選択

株式会社パーキンエルマージャパン

https://www.perkinelmer.co.jp/
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原子スペクトル分析

各種水銀測定装置
日本インスツルメンツ㈱
電話072-694-5195    営業グループ
https://www.hg-nic.co.jp 

分子スペクトル分析

FTIR用アクセサリーの輸入・製造の総合会社
市販品から特注まであらゆるニーズに対応
㈱システムズエンジニアリング
https://www.systems-eng.co.jp/
E-mail: info＠systems-eng.co.jp
紫外可視近赤外分光光度計 UH4150 AD+
高感度分光蛍光光度計　F-7100
㈱日立ハイテクサイエンス
https://www.hitachi-hightech.com/hhs/
E-mail: hhs-info.fy.ml＠hitachi-hightech.com
フーリエ変換赤外分光光度計　FT/IR-4X
リサーチグレードでありながら，ダウンサイジングを追求
日本分光㈱  電話 042-646-4111（代）
https://www.jasco.co.jp

レーザー分光分析

レーザーアブレーション  LIBS 装置  J200
伯東㈱システムプロダクツカンパニー
電話 03-3355-7645    https://www.g5-hakuto.jp 
E-mail: info＠g5-hakuto.jp

NMR・ESR・磁気分析

NMR スぺクトル解析ソフトウェア Mnova
㈱リアクト 担当：化学事業部 梅本
電話 045-567-6633
E-mail: umemoto＠react-corp.com 
https://www.react-corp.com/

クロマトグラフィー

ナノカラムからセミ分取カラムまで，豊富なサイズ
逆相 HPLC 用カラム  L-column シリーズ
GC 用大口径中空カラム  G-column
一般財団法人化学物質評価研究機構 クロマト技術部
www.cerij.or.jp    E-mail: chromato＠ceri.jp
UV吸収のない化合物までしっかりフラクション
UVとELSDを内蔵した一体型ダブルトリガー分取装置
日本ビュッヒ㈱　電話 03-3821-4777
https://www.buchi.com/ja

高速液体クロマトグラフ Chromaster 
5610 質量検出器（MS Detector）
㈱日立ハイテクサイエンス
https://www.hitachi-hightech.com/hhs/
E-mail: hhs-info.fy.ml＠hitachi-hightech.com
ムロマックミニカラム  精度の高いクロマトグラフィー
ムロマックガラスカラム  イオン交換反応を可視化
室町ケミカル㈱　電話 03-3525-4792
https://www.muro-chem.co.jp/

電気化学分析

電位差自動滴定装置 カールフィッシャー水分計
最大5検体同時測定，FDA Par11対応，DI 対策も安心
メトロームジャパン㈱  電話 03-4571-1743
https://www.metrohm.jp

質量分析

MALDI-TOF(/TOF)，ESI-QTOF，FT-ICR，
LC-MS/MS，GC-MS/MS
ブルカージャパン㈱ ダルトニクス事業部
電話 045-440-0471
E-mail: info.BDAL.JP＠bruker.com

熱分析

小型反応熱量計 SuperCRC
少量で高感度・高精度な反応熱量測定を実現
最適化・スケールアップ・安全性評価
㈱東京インスツルメンツ
電話 03-3686-4711    https://www.tokyoinst.co.jp

分析装置・関連機器

ユニット機器型フローインジェクション分析システム
AQLAー700
測定項目やご使用環境にあわせて機器の組合せが可能
㈱アクアラボ  電話 042-548-2878 
http://www.aqualab.co.jp
XRF分析用ガラスビードの作製及びICP分析のアルカリ融
解処理には，高周波溶融装置ビード＆フューズサンプラ
㈱アメナテック
http://www.amena.co.jp
英国エレメンタルマイクロアナリシス社製 CHNOS 
有機・無機・同位体微量分析用 消耗品・標準物質等
アルファ サイエンス㈱ http://www.alphascience.jp/ 
電話 03-3814-1374    FAX 03-3814-2357
E-mail: alpha＠m2.pbc.ne.jp
モジュール式ラマンシステム RAMANーQE
高感度の小型ファイバ分光器，励起用レーザ，各種ラマ
ンプローブを組み合わせたコンパクトなシステムです。
励起レーザ選択や光学系のカスタマイズもご相談ください。
オーシャンフォトニクス㈱  https://www.oceanphotonics.com



G U I D E製 品 紹 介 ガ イ ド

A7

電位差自動滴定装置・カールフィッシャー水分計・密
度比重計・屈折計・粘度計・水銀測定装置・熱計測機
器・大気分析装置・水質分析装置・排ガス分析装置
京都電子工業㈱   東京支店 03-5227-3151 
https://www.kem.kyoto/
オンライン・プロセス分析計
滴定・水分・イオンクロマト・近赤外・VA/CVS
メトロームジャパン㈱　※デモ機あります。
https://www.metrohm.jp
秒速粉砕機　マルチビーズショッカー®
ディスポ容器で岩石・樹脂・生体等の凍結粉砕も可能。
分析感度UP，時間短縮，経費節減に貢献。
安井器械㈱  商品開発部  http://www.yasuikikai.co.jp/

研究室用設備機器

グローブボックスシステム MBRAUN 社製
有機溶媒精製装置 MBRAUN 社製
㈱ブライト 本社 048-450-5770  大阪 072-861-0881
https://www.bright-jp.com  E-mail: info＠bright-jp.com

試薬・標準試料

認証標準物質（CRM），HPLC・LC/MS 関連
超高純度試薬（Ultrapur，Primepure®）
関東化学㈱   電話 03-6214-1090 
https://www.kanto.co.jp
研究・産業用の金属/合金/ポリマー/ガラス等 8 万点
取扱サプライヤー
GOODFELLOW CAMBRIDGE LTD 日本代表事務所
電話 03-5579-9285  E-mail: info-jp＠goodfellow.com 
https://www.goodfellow-japan.jp
X 線回折実験等に使える『高度精製タンパク質試料』
グルコースイソメラーゼ，αアミラーゼほか
㈱コンフォーカルサイエンス  電話 03-3864-6606
http://www.confsci.co.jp
信頼性確保に重要な認証標準物質（CRM） 
標準物質のご用命は
シグマアルドリッチジャパン（同）
テクニカルサービス　電話 03-4531-1140 
E-mail: jpts＠merckgroup.com
標準物質は当社にお任せください！
海外（NIST，IRMM，BAS，MBH，Brammer，Alcoa 等）
国内（日本分析化学会，産総研，日環協等）
各種標準物質を幅広く，また，分析関連消耗品も各種取り
扱っております。是非，ご相談ください！
西進商事㈱ https://www.seishin-syoji.co.jp

RESEARCH POLYMERS
㈱ゼネラル サイエンス コーポレーション
電話 03-5927-8356(代)  FAX 03-5927-8357
https://www.shibayama.co.jp
E-mail: gsc＠shibayama.co.jp
お求めの混合標準液を混合成分から検索できる！
農薬・動物用医薬品 混合標準液検索
WEBページで「和光　農薬　検索」で検索！
試薬でお困りの際は当社HPをご覧ください。
富士フイルム和光純薬㈱

薄層クロマトグラフィー（TLC）のリーディングカン
パニーとして最高レベルの品質と豊富な担体・サイ
ズ・支持体のプレートをご用意しています。
メルク㈱ テクニカルサービス
電話 03-4531-1140  E-mail: jpts＠merckgroup.com

書　籍

Pythonで始める
機器分析データの解析とケモメトリックス
森田成昭 著 A5判 216頁 定価3,300円（税込）
㈱オーム社　https://www.ohmsha.co.jp
基本分析化学 ―イオン平衡から機器分析法まで―
北条正司，一色健司 編著
B5判 260頁 定価3,520 円（税込）
三共出版㈱   電話 03-3264-5711
https://www.sankyoshuppan.co.jp/
Primary大学テキスト これだけはおさえたい化学 改訂版
大野公一・村田滋・齊藤幸一　他著
B５判 248頁 フルカラー 定価2,530円（税込）
大学初年次での化学を想定。高校の復習から大学で必要な知識へのテキスト。
実教出版㈱ 電話03-3238-7766  https://www.jikkyo.co.jp/

Pyrolysis-GC/MS Data Book of Synthetic Polymers
合成高分子の熱分解 GC/MS ハンドブック
Tsuge，Ohtani，Watanabe 著 定価31,900 円（税込）
163 種の合成高分子の熱分解 GC/MS，また 33 種の縮合系
高分子には反応熱分解 GC/MS も測定したデータ集。
㈱ディジタルデータマネジメント  電話 03-5641-1771

TOF-SIMS: Surface Analysis by Mass Spectrometry 
John C. Vickerman and David Briggs 著 B5･定価51,700 円（税込)
二次イオン質量分析法の装置と試料の取扱い，二次イオン
形成のメカニズム，データ解析アプリケーション例など
㈱ディジタルデータマネジメント  電話 03-5641-1771
Surface Analysis by Auger and X Ray Photoelectron Spectroscopy
David Briggs and John T. Grant 著 B5･定価51,700 円（税込）
表面分析に欠かせない AES と XPS 法の原理，装置，試料の扱い，
電子移動と表面感度，数量化，イメージング，スペクトルの解釈な
ど｡（SurfaceSpectra，Ltd.）
㈱ディジタルデータマネジメント  電話 03-5641-1771

改訂６版 分析化学データブック
日本分析化学会編 ポケット判 260頁 定価1,980 円(税込）
丸善出版㈱   電話 03-3512-3256
https://www.maruzen-publishing.co.jp

不確かさセミナー

演習中心で解り易いと評判の「不確かさ」セミナー
開催中！
日本電気計器検定所（JEMIC）電話 03-3451-1205
https://www.jemic.go.jp  
E-Mail: kosyukai-tky@jemic.go.jp

「本ガイド欄」の掲載については下記にご連絡ください。
㈱明報社
電話 03-3546-1337 FAX 03-3546-6306

E-mail: info＠meihosha.co.jp
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㈱日立ハイテク･･････････････････A8
フロンティア・ラボ㈱････････････A9

【ヤ行】
安井器械㈱･･････････････････････A4

製品紹介ガイド･･････････････A6 ～ 7

https://www.rigaku.com/
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開発・製造・販売

株式会社クロマニックテクノロジーズ
代表取締役社長 長江徳和 カラムサポート：小山隆次

〒552-0001 大阪府大阪市港区波除 6-3-1  
TEL: 06-6581-0885 E-mail: info@chromanik.co.jp

RCH
H

H

URL: http://chromanik.co.jp 
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Soon

R
C H

H

H



A10

監修：公益社団法人日本分析化学会
［一般］  35,000円（税別）
［（公社）日本分析化学会会員］
　　　  30,000円（税別）

監修：公益社団法人日本分析化学会

（公社）日本分析化学会 DVD係

［一般］  35,000円（税別）
［（公社）日本分析化学会会員］
　　　  30,000円（税別）
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目的に合わせて選べる周辺装置で分析業務をサポート

�������������������������������マルチショット・パイロライザー

豊富な周辺装置

未知試料へ多面的にアプローチ

前処理なしで迅速に分析

高性能で高信頼

⚫ 室温から1050ºCまでの幅広い温度領域を任意設定
⚫ 発生ガス分析や瞬間熱分析などの組み合わせにより

⚫ あらゆる形態のポリマー試料を煩雑な前処理なしで
簡単・迅速に分析

⚫ サーモグラムとパイログラムの高い再現性を保証

未知試料を多面的に分析

お気軽にお問い合わせください
w w w . f r o n t i e r - l a b . c o m / j p i n f o @ f r o n t i e r - l a b . c o m

製品情報

280報を超える多彩なアプリケーションでユーザーをサポート

最新のアプリケーション

��������分析における水素キャリヤーガスの影響
マイクロプラスチックの分析 ほか テクニカルノート

メンテナンス性が向上！
より使いやすくなった
自動分析用オートサンプラー自動分析用オートサンプラー A SA S-A S- 2 0 2 0 E

ライブラリー登録数が大幅増！
ポリマー・添加剤を瞬時に同定できる
マススペクトル検索ソフトウェア

・添加剤を瞬時に同定できる
検索ソフトウェア F

・添加剤を瞬時に同定できる
F -

・添加剤を瞬時に同定できる・添加剤を瞬時に同定できる
F - Se a r c h

簡単操作でパワフル！
各種試料の粉砕・撹拌・分散に最適な
卓上可搬型凍結粉砕装置

試料の粉砕・撹拌・分散に最適な
装置 I Q  MI L L

試料の粉砕・撹拌・分散に最適な
I Q  MI L L -

試料の粉砕・撹拌・分散に最適な試料の粉砕・撹拌・分散に最適な試料の粉砕・撹拌・分散に最適な
I Q  MI L L - 2 0 7 0

微量ポリマーの検出感度が大幅向上！
スプリットレス熱分解用オプション装置スプリットレス
MF S
スプリットレス
MF S-
スプリットレススプリットレススプリットレス
MF S- 2 0 1 5 E

新製品

✓

✓

✓

✓

https://www.frontier-lab.com/jp
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分析計測事業部 LCMS-2050の特長や動画をWebでご紹介

高速液体クロマトグラフ質量分析計
Liquid Chromatograph Mass Spectrometer

LCMS-2050

Seamless integration with LC by design

Superior detection for added con�dence

Streamlined operation for cost ef�ciency

LC検出器としての使いやすさを追求

従来装置LCMS-2020の技術を継ぐMS検出器

省エネ・省スペースでラボの生産性を最大化

 with LC by design

for added con�dence

for cost ef�ciency
Nexera シリーズとの構成例

LCMS-2050は、装置サイズの大幅な小型化と、分析の高速化・高感度化の両立を実現した
シングル四重極質量分析計です。極限まで小さくなったボディの中には、島津の技術が
凝縮されています。LC検出器としての使いやすさとMSの優れた能力をかけあわせて、
完璧なユーザビリティを追求した質量分析計、それがLCMS-2050です。

Cぶんせき　2022 年 6月号（570号）　表紙 2－ 3 M Y K

Bunseki_2022_06(570)_H1-4+H2-3_背幅4mm_再---校了2_Z04.indd   4-6 2022/06/01   17:12

https://www.hitachi-hightech.com/jp/science/
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ぶんせき・分析化学
広告掲載のお問い合わせは

〒104─0061　東京都中央区銀座 7─12─4（友野本社ビル）
電話 東京（03）3546─1337㈹　FAX 東京（03）3546─6306
URL: http://meihosha.co.jp　E-mail: info@meihosha.co.jp

取扱社  ㈱ 明 報 社 へ

の保証を追加!!
PFOS・PFOA

N e w

金属不純物（��種）を保証*
日本薬局方の試薬規格に適合
従来の保証内容を踏襲、UHPLCシステムに最適

LC／MS用溶媒

*金属（13種）：Ba, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, K, Mg, Mn, Ni, Pb, Zn

アセトニトリル 200mL、1L、3L ○ ○ ○

蒸留水 200mL、1L、3L ○ ○

メタノール 200mL、1L、3L ○ ○ ○

2-プロパノール 200mL、1L、3L ○ 

品目 容量 日本薬局方 金属（13種） PFOS・PFOA
適合 保証 試験適合性適合 保証 試験適合性




